
        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 ４月 １４日（金） １６時２０分 ～ １７時１５分

【 場    所 】 第５会議室

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、濱口委員、吉田委員、阿部委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．糖尿病ハイリスク者に対する食事指導に関する研究：「食べる順番」療法、「スマート和食」療法、
  従来療法の比較
  【受付番号２９－０２】 医学研究所 矢部Ｄｒ（３３１８）
 ＊ 本案件は関西電力医学研究所の倫理審査を付託されて行う審議となります。

   →条件付き承認とする。

２．患者家族用パンフレット：「鎮静とは？」
  【受付番号２９－０３】 緩和医療委員会 梶山Ｄｒ（３３８７）

   →再審査とする。

【迅速審査報告】

３．トホグリフロジンの安全性および有効性の検討 －前向き観察研究-（ＡＹＵＭＩ） （一部修正）
  【受付番号２８－７９】 糖尿病内科 黒瀬Ｄｒ（３３１７）

すでに承認を得ている案件の軽微な変更  →承認する。

４．肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究。LC-SCRUM-Japan
  附随研究：Immuno-Oncology Biomarker Study（LC-SCRUM-IBIS）第1.2版
  【受付番号２８－７８】 腫瘍内科  柳原Ｄｒ（３４３５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

５．筋萎縮性側索硬化症患者において腎機能評価にシスタチンＣを用いて腎排泄型薬剤の適正使用に
 つながった一症例
  【受付番号２８－８０】 薬剤部  野々内薬剤師（３８６３）

学会発表のための申請  →承認する。

６．手術室医療安全ニュースについて
  【受付番号２８－８１】 看護部  岩瀬看護師（３５１５）

学会発表のための申請  →承認する。

                                                             以    上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 ６月 ９日（金） １６時１５分 ～ １７時１０分

【 場    所 】 第５会議室

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、吉田委員、田中委員、川辺委員、阿部委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．持続陽圧呼吸療法の治療効果を最大化するために
  【受付番号２９－４４】 医学研究所 立花Ｄｒ（３３２９）

   →条件付き承認とする。

２．不眠患者の睡眠・覚醒・活動状態とその認知 － 不眠の非薬物療法の開発に向けて
  【受付番号２９－４５】 医学研究所 立花Ｄｒ（３３２９）

   →条件付き承認とする。

【迅速審査報告】

３．脳卒中回復過程における脳内機能性ネットワーク再構築の画像化に関する研究
 （パイロットスタディ）一部修正
  【受付番号２９－４３】 リハビリテーション科  惠飛須Ｄｒ（３３４６）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

４．大型３型/４型胃癌に対する術前ＴＳ－１＋ＣＤＤＰ＋ＤＴＸ併用療法による第Ⅱ相臨床試験
  （ＯＧＳＧ１４０２）
  【受付番号２９－４７】 外科  片山Ｄｒ（３４２８）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

５．バイコマイシンのトラフ予測値と実測値との乖離要因について
  【受付番号２９－３７】 薬剤部 上田薬剤師（３８６０）

学会発表のための申請  →承認する。

６．当院におけるバセドウ病に対する放射性ヨウ素内用療法の治療成績
  【受付番号２９－３８】 放射線部 長野技師（３８２１）

学会発表のための申請  →承認する。

７．臨床診療ガイドライン・ＥＢＭを活用した患者ケアの実際 ～病院の一場面～
  【受付番号２９－３９】 薬剤部 伊藤薬剤師（４１７５）

学会発表のための申請  →承認する。

８．高齢者糖尿病におけるサルコペニア有無と栄養摂取状況との関係に関する検討
  【受付番号２９－４０】 栄養管理室 茂山栄養士（４２８０）

学会発表のための申請  →承認する。

９．廃用症候群を呈した閉塞性動脈硬化症罹患者に対する理学療法経験
  【受付番号２９－４１】 リハビリテーション部 山本理学療法士（３８８８）

学会発表のための申請  →承認する。

１０．各種拡散強調画像プロトコルによる頭部検査における比吸収率及びＲＦ磁場強度の検討
  【受付番号２９－４２】 放射線部 杉田技師（３８３０）

学会発表のための申請  →承認する。

１１．多断面同時励起によるＤＷＩのＡＤＣ値の影響についての基礎検討
  【受付番号２９－４６】 放射線科 河野Ｄｒ（３８２９）

学会発表のための申請  →承認する。

                                                          以    上



以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 ７月 １４日（金） １６時２０分 ～ １７時３５分

【 場    所 】 ３階講堂

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、伊藤委員、吉田委員、田中委員、阿部委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．糖尿病者のライフサイクルと心理的課題の調査研究  -「ストレス」「ウエルビーイング」
 「自己アイデンティティ」を指標とする臨床心理学的アプローチ -
  【受付番号２９－７５】 医学研究所 東山Ｄｒ（４１９０）
  ＊本件は関西電力医学研究所の付託を受けて審議を行なっています。

   →条件付き承認とする。

２．卵巣癌に対する５－ＦＵ経口投与
  【受付番号２９－６２】 婦人科 永野Ｄｒ（３３５８）

   →今回は、現在使用されている１名のみの承認とする。

３．子宮頸癌に対するセンチネルリンパ節検索
  【受付番号２９－６３】 婦人科 永野Ｄｒ（３３５８）

   →オペ室、薬剤部、医事課、ＲＩ室と調整が完了し、再確認の上、判断する。

４．インフュージョンポンプ変更に伴う生活への影響についての検討
  【受付番号２９－８２】 薬剤部 伊藤薬剤師（４１７５）

   →承認とする。

【迅速審査報告】

＜患者救命＞

５．難治性自己免疫性溶血性貧血患者一人に対するリツキシマブ治療
  【受付番号２９－５２】 血液内科 三好Ｄｒ（３３２１）

患者救命のため  →承認する。

６．大動脈弁形成術に使用する自己心膜に対するグルタルアルデヒド処理について
  【受付番号２９－５４】 心臓血管外科 末永Ｄｒ（３３５４）

患者救命のため  →承認する。

７．子宮頸癌に対するＣＤＤＰ、ＭＭＣの動注療法
  【受付番号２９－６５】 婦人科 永野Ｄｒ（３３５８）

患者救命のため  →承認する。

８．咽頭癌に対するＥＳＤ治療の有用性・安全性の検討（期間延長）
  【受付番号２９－７１】 消化器内科  魚瀬Ｄｒ（３３１１）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

９．高齢の初発慢性期慢性骨髄性白血病患者に対する超低容量ダサチニブ療法の有効性
  と安全性を検討する多施設共同第Ⅱ相試験
  【受付番号２９－６４】 血液内科 井尾Ｄｒ（３３２７）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１０．インスリン・リラグルチド併用療法における、残存β細胞機能と有効性に関する検討
  【受付番号２９－６８】 糖尿病内科 櫻町Ｄｒ（３４０５）

後ろ向き研究  →承認する。

１１．呼称において音韻付加の誤りが目立つ伝導失語症例
  【受付番号２９－４８】 リハビリテーション部 宮崎聴覚士（３８９３）

学会発表のための申請  →承認する。

１２．Wallenberg症候群のめまいとバランス障害に対する直流前庭電気刺激の効果
  【受付番号２９－４９】 リハビリテーション部 草場理学療法士（４０３１）

学会発表のための申請  →承認する。

１３．救急外来における倫理的視点を養う取り組み －ＯＪＴをおこなって-
  【受付番号２９－５０】 救急部 西村看護師（３５３５）



学会発表のための申請  →承認する。

１４．甲状腺癌内用療法・外来ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝにおいて病巣との鑑別にＳＰＥＣＴ/ＣＴ画像が有用であった３症例
  【受付番号２９－５１】 放射線部 長野技師（３８２１）

学会発表のための申請  →承認する。

１５．安全な抗がん剤治療のニーズに応える外来化学療法担当薬剤師の『質』の検討
  【受付番号２９－５３】 薬剤部 伊藤薬剤師（４１７５）

学会発表のための申請  →承認する。

１６．左半側空間無視とPusher症候群を合併した症例に対する、直流前庭電気刺激の同時治療効果
  【受付番号２９－５５】 リハビリテーション部 尾崎理学療法士（４１９５）

学会発表のための申請  →承認する。

１７．脳卒中発症４８時間以内の早期起立の有効性と安全性
  【受付番号２９－５６】 リハビリテーション部 山本理学療法士（３８７１）

学会発表のための申請  →承認する。

１８．Ｅfficacy and safety early mobilization defined as standing within 48 hour of stroke onset
  【受付番号２９－５７】 リハビリテーション部 山本理学療法士（３８７１）

学会発表のための申請  →承認する。

１9．当院におけるTFCCの撮像法 －撮像体位を中心にｰ
  【受付番号２９－５８】 放射線部 杉田技師（３８３０）

学会発表のための申請  →承認する。

２０．Ａ病院での同種造血幹細胞移植看護を振り返る
  【受付番号２９－５９】 看護部 梅本看護師（３７０３）

学会発表のための申請  →承認する。

２１．内分泌疾患を伴った高度肥満患者に対する栄養療法
  【受付番号２９－６０】 栄養管理室 松本管理栄養士（３９５６）

学会発表のための申請  →承認する。

２２．糖尿病治療への参画 現在そして未来へ [糖尿病薬物療法認定薬剤師の求めるもの] 
   - 病院薬剤師の立場から -
  【受付番号２９－６１】 薬剤部 濱口薬剤師（３８４１）

学会発表のための申請  →承認する。

２３．虚血性心疾患領域での薬剤師による介入の可能性
  【受付番号２９－６６】 薬剤部 上田薬剤師（３８６０）

学会発表のための申請  →承認する。

２４．下方の身体失認を生じていた一症例
  【受付番号２９－６７】 リハビリテーション部 尾崎理学療法士（４１９５）

学会発表のための申請  →承認する。

２５．７５歳以上の慢性心不全患者の１年以内の再入院と６分間歩行距離の関連
  【受付番号２９－６９】 リハビリテーション部 松木理学療法士（３８７６）

学会発表のための申請  →承認する。

２６．当院におけるＰＴＣＬに対するモガムリズマブの使用経験
  【受付番号２９－７０】 血液内科 井尾Ｄｒ（３３２７）

学会発表のための申請  →承認する。

２7．膝関節痛に対してBWSTTの免荷率を調整し、疼痛の緩和と歩行距離の延長を図った頭部外傷症例の経験
  【受付番号２９－７２】 リハビリテーション部 中川理学療法士（４３０２）

学会発表のための申請  →承認する。

２８．α線放出核種の院内使用経験
  【受付番号２９－７３】 放射線部 長野技師（３８２１）

学会発表のための申請  →承認する。

２９．日本糖尿病協会の「糖尿病療養指導カードキット」を活用した短期糖尿病教育入院の取り組み
  【受付番号２９－７４】 栄養管理室 高橋管理栄養士（４１７３）

学会発表のための申請  →承認する。

３０．尿道憩室に対する経尿道的切開術における経会陰テンプレートの応用



  【受付番号２９－７５】 泌尿器科 中嶋Ｄｒ （３３５７）
学会発表のための申請  →承認する。

３１．高リスク患者における尿管ステント合併症に対処した１例
  【受付番号２９－７６】 泌尿器科 坂元Ｄｒ （３４０９）

学会発表のための申請  →承認する。

３２．高齢２型糖尿病患者の通常歩行速度とインスリン抵抗性の関連
  【受付番号２９－７７】 リハビリテーション部 平沢理学療法士（３８７０）

学会発表のための申請  →承認する。

３３．当院における高齢者糖尿病サルコペニアの実態調査と今後の課題
  【受付番号２９－７８】 栄養管理室 茂山管理栄養士（４２８０）

学会発表のための申請  →承認する。

３４．心不全患者における骨格筋指標と運動耐容能
  【受付番号２９－７９】 リハビリテーション部 堀田理学療法士（３８７５）

学会発表のための申請  →承認する。

３５．画像失認を呈した相貌失認例における顔の発見について
  【受付番号２９－８０】 リハビリテーション部 宮崎言語療法士（３８９３）

学会発表のための申請  →承認する。

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 ８月 １０日（木） １６時２０分 ～ １７時１５分

【 場    所 】 ３階講堂

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、川辺委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．超音波洗浄機を利用した nab-PTX の溶解に関する検討
  【受付番号２９－８１】 薬剤部 伊藤薬剤師（４１７５）

   →承認とする。

２．ナルデメジン投与による排便の質の変化に関する検討
  【受付番号２９－９８】 薬剤部 伊藤薬剤師（４１７５）

   →条件付き承認とする。

３．乳癌化学療法時の頭皮冷却療法による脱毛抑制の有効性・安全性の検証
  【受付番号２９－９２】 乳腺外科 小倉Ｄｒ（３４５７）

   →条件付き承認とする。

４．がん化学療法時の頭皮冷却療法による脱毛抑制の有効性・安全性の検証
  【受付番号２９－９３】 乳腺外科 小倉Ｄｒ（３４５７）

   →条件付き承認とする。

【迅速審査報告】

５．筋弛緩薬の皮膚テスト
  【受付番号２９－１０１】 麻酔科 宮田Ｄｒ（３３８４）

患者救命のため  →承認する。

６．２型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来療法とのランダム化比較試験
  介入後の追跡研究 Ｊ－ＤＯＩＴ３（追跡）
  【受付番号２９－９０】 糖尿病・代謝・内分泌センター 黒瀬Ｄｒ（３３１７）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

７．既治療の進行・再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ治療における、効果と至適投与期間
  予測に関する観察研究（New Epoch）
  【受付番号２９－８６】 腫瘍内科 勝島Ｄｒ（３４０４）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

８．がん患者の療養上の意思決定プロセスを支援する共有型看護相談モデルを活用した効果検証
  【受付番号２９－８７】 看護部 石村看護師（３５２５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

９．アジア人中腸ＮＥＴの臨床病理学的特性に関する多施設共同研究
  【受付番号２９－８８】 消化器内科 藤原Ｄｒ（３３１３）<7.24承認>

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１０．多剤併用療法が適さないＲＡＳ野生型切除不能進行再発大腸がんに対する一次治療としての
  パニツムマブ単剤療法 -第Ⅱ相試験- 【ＯＧＳＧ１６０２】 Ver 1.2
  【受付番号２９－９４】 腫瘍内科 柳原Ｄｒ（３４３５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１１．ＥＧＦＲチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のＥＧＦＲＴ７９０Ｍ変異陽性、ＰＳ不良の非小細胞肺癌
  症例に対するオシメルチニブの第Ⅱ相試験
  【受付番号２９－９５】 腫瘍内科 勝島Ｄｒ（３４０４）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１２．造血細胞移植医療の全国調査
  【受付番号２９－９６】 血液内科 平田Ｄｒ（３３０７）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１３．ＡＮＣＡ関連血管炎に対するシクロフォスファミド（エンドキサン）使用
  【受付番号２９－９１】 呼吸器内科 田村Ｄｒ（３３９５）

レジメン申請のため（保険適用有り）  →承認する。



１４．腎機能別禁忌薬処分オーダーチェックシステムによる薬物治療適正化への取り組み
  【受付番号２９－８３】 薬剤部 野々内薬剤師（３８６３）

学会発表のための申請  →承認する。

１５．ＳＧＬＴ２障害薬を使用中の患者に対する栄養指導のポイント
  【受付番号２９－８４】 疾患栄養治療センター 北谷管理栄養士（３９５３）

学会発表のための申請  →承認する。

１６．外来初診時における生活習慣の把握の重要性
  【受付番号２９－８５】 疾患栄養治療センター 玉城管理栄養士（３９５３）

学会発表のための申請  →承認する。

１７．前立腺癌監視療法中にＴＵＲ－Ｐを施行した症例の臨床的検討
  【受付番号２９－８９】 泌尿器科 坂元Ｄｒ（３４０９）<7.24承認>

学会発表のための申請  →承認する。

１８．Sarcopenia in Japanese Elderly with Diabetes : Prevalence and characteristics
  【受付番号２９－９７】 栄養管理室 茂山管理栄養士（４２８０）

学会発表のための申請  →承認する。

１９．がん薬物療法を受ける２型糖尿病患者の困難
  【受付番号２９－９９】 ９階病棟 服部看護師（３６２６）

学会発表のための申請  →承認する。

２０．社会人経験を有する新人看護師への職業継続に関する支援のあり方
  【受付番号２９－１００】 看護部 伊藤看護師（３５００）

学会発表のための申請  →承認する。

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 ９月 ８日（金） １６時１５分 ～ １６時２５分

【 場    所 】 第５会議室

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、田中委員、伊藤委員、吉田委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

審議案件なし

【迅速審査報告】

１．人における血中ＶＩＰ測定
  【受付番号２９－１０２】 外科 細田Ｄｒ（３４２９）

患者救命のため  →承認する。

２．肩の評価について
  【受付番号２９－１０５】 整形外科 三宅Ｄｒ（３３３８）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

３．回復期リハビリテーション病棟における大腿骨頸部骨折患者の慢性心不全の併存がＦＩＭに与える影響
  【受付番号２９－１０３】 リハビリテーション部 清水作業療法士（４１９６）

学会発表のための申請  →承認する。

４．当院で発生したＶＲＥアウトブレイクの調査と対応
  【受付番号２９－１０４】 感染管理室 真継薬剤師（３８５７）

学会発表のための申請  →承認する。

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 １０月 １３日（金） １６時２０分 ～ １７時１５分

【 場    所 】 ３階講堂

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、伊藤委員、田中委員、阿部委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．切断指再接着術後血栓療法の必要性について
  【受付番号２９－１２４】 形成外科 松末Ｄｒ（３３５５）

   →条件付き承認とする。

２．化学療法投与ルートの図示化に伴う看護師の化学療法に対する認識の変化に関する検討
  【受付番号２９－１２３】 化学療法委員会 伊藤薬剤師（４１７５）

   →未承認（関連箇所との調整要）。

３．多発性骨髄腫の治療抵抗性分面に対するモニタリング研究
  【受付番号２９－１２２】 臨床腫瘍研究部 稲野Ｄｒ（３４２３）
   ＜医学研究所案件＞

   →条件付き承認とする。

４．２型糖尿病患者の血糖自己測定（ＳＭＢＧ）と医師による教育効果の検証研究
  【受付番号２９－１２７】 糖尿病内分泌研究部 田中Ｄｒ（３４２１）
   ＜医学研究所案件＞

   →条件付き承認とする。

５．２型糖尿病患者のビタミンＤ欠乏が骨格筋量に与える影響
  【受付番号２９－１２８】 糖尿病内分泌研究部 田中Ｄｒ（３４２１）
   ＜医学研究所案件＞

   →条件付き承認とする。

【迅速審査報告】

６．原発不明がん（右腋窩リンパ節転移のある腺癌）患者に対する術前抗がん薬治療としてのドセタキセル
 およびエピルビシンとシクロホスファミド併用療法
  【受付番号２９－１２９】 腫瘍内科 柳原Ｄｒ（３４３５）

患者救命のため  →承認する。

７．外来待ち時間を利用した癌患者支援のための多職種介入システムの構築
  【受付番号２９－１０７】 腫瘍内科 勝島Ｄｒ（３４０４）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

８．外来待ち時間を利用した癌患者支援のための多職種介入システムの構築（修正版）
  【受付番号２９－１０９】 腫瘍内科 勝島Ｄｒ（３４０４）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

９．日本人人工関節学会への患者登録
  【受付番号２９－１０８】 整形外科 澁谷Ｄｒ（３３２５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１０．ICU患者の退院時認知機能ーICU退室時にMMSE下位項目との関連
  【受付番号２９－１０６】 リハビリテーション部 児島作業療法士（３８９５）

学会発表のための申請  →承認する。

１１．高齢者糖尿病におけるサルコペニアの有無をインスリン分泌能および脈波伝播速度との関係
  【受付番号２９－１１０】 栄養管理室 茂山栄養士（４２８０）

学会発表のための申請  →承認する。

１２．当院における経口Ｃ型肝炎治療薬によるウイルス排除後肝発癌の検討
  【受付番号２９－１１１】 消化器・肝胆膵内科 河路Ｄｒ（３３２２）

学会発表のための申請  →承認する。

１３．高齢２型糖尿病患者のサルコペニア肥満の有病率と臨床的特徴
  【受付番号２９－１１２】 リハビリテーション部 平沢理学療法士（３８７０）

学会発表のための申請  →承認する。



１４．高齢者糖尿病における１年間の体組成変化に関する検討
  【受付番号２９－１１４】 栄養管理室 山本栄養士（３９５７）

学会発表のための申請  →承認する。

１５．消化器外科領域における術後の筋肉量評価と経口摂取・嚥下機能の関連性についての検討
  【受付番号２９－１１５】 栄養管理室 松本栄養士（３９５６）

学会発表のための申請  →承認する。

１６．好酸球性多発血管炎肉芽腫症の治療経過において栄養障害の抑止に難渋した一症例
  【受付番号２９－１１６】 栄養管理室 坂口栄養士（３９５４）

学会発表のための申請  →承認する。

１７．関西電力病院におけるＮＳＴの変遷とアウトカムの検討
  【受付番号２９－１１７】 栄養管理室 遠藤栄養士（３９９４）

学会発表のための申請  →承認する。

１８．初診時の生活習慣の把握の重要性
  【受付番号２９－１１８】 栄養管理室 玉城栄養士（４１７４）

学会発表のための申請  →承認する。

１９．ＳＧＬＴ２阻害薬を使用中の患者に対する栄養指導のポイント
  【受付番号２９－１１９】 栄養管理室 北谷栄養士（３９５３）

学会発表のための申請  →承認する。

２０．チーム医療としての糖尿病短期教育入院
  【受付番号２９－１２０】 栄養管理室 高橋栄養士（４１７３）

学会発表のための申請  →承認する。

２１．糖尿病透析予防指導の実態に関する全国調査
  【受付番号２９－１２１】 栄養管理室 真壁栄養士（３９７７）

学会発表のための申請  →承認する。

２２．心臓外科手術患者の術前運動耐容能と術後運動耐容能低下の関連
  【受付番号２９－１２５】 リハビリテーション部 大浦理学療法士（３９８９）

学会発表のための申請  →承認する。

２３．大腿骨頸部骨折患者のＦＢＳテストと実効値面積、健側および患側の下肢筋力、敏捷性との関連について
  【受付番号２９－１２６】 リハビリテーション部 井上理学療法士（４０２８）

学会発表のための申請  →承認する。

２４．院内特殊製剤 １％パテントブルー２ｍLの調製
  【受付番号２９－１１３】 薬剤部 濱口薬剤師（３８４１）

通常審議に及ばないと判断した申請  →承認する。

                                                          以    上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 １１月 ２７日（月） １６時１０分 ～ １６時３５分

【 場    所 】 ３階講堂

【 参 加 者 】 平田委員（委員長代行）、青山委員、濱口委員、吉田委員、田中委員、川辺委員、仁熊委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．間質性肺炎 エンドキサン内服
  【受付番号２９－１３９】 呼吸器内科 田村Ｄｒ（３３９５）

   →条件付き承認とする。
   ＊処方方法の簡素化については、関連の委員会へ相談すること。

【迅速審査報告】

２．子宮体がん患者に対する術後補助療法としてのパクリタキセルとカルボプラチン併用抗がん薬治療
  【受付番号２９－１３１】 腫瘍内科 柳原Ｄｒ（３４３５）

患者救命のため  →承認する。

３．心臓血管外科症例における周術期人工呼吸器管理に関する多施設共同研究 -VENICE Study -
  【受付番号２９－１３０】 麻酔科 中筋Ｄｒ（３３８１）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

４．脊椎手術中の工夫
  【受付番号２９－１３３】 ＯＰ室 嶋崎看護師（３６１３）

学会発表のための申請  →承認する。

５．神経再生誘導チューブの長期成績について
  【受付番号２９－１３２】 形成再建外科 松末Ｄｒ（３３５５）

論文発表のための申請  →承認する。

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ２９年 １２月 ８日（金） １６時１５分 ～ １６時５０分

【 場    所 】 第５会議室

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、吉田委員、田中委員、川辺委員、仁熊委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．看護における院内集合研修の効果に影響を与える要因とその関連性
  【受付番号２９－１４７】 看護部 杉本看護師（３５０３）

   →条件付き承認とする。

【迅速審査報告】

２．骨髄不全患者における、ＰＮＨ型血球割合とＰＮＨ関連の臨床症状を経時的にみる観察研究
  【受付番号２９－１３６】 血液内科 平田Ｄｒ（３３０７）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

３．２型糖尿病患者の血糖自己測定（ＳＭＢＧ）と医師による教育効果の検証試験（一部修正）
  【受付番号２９－１４２】 糖内 田中Ｄｒ（３４２１）

すでに承認を受けている案件の軽微な修正  →承認する。

４．外来待ち時間を利用した多職種介入システムの構築
  【受付番号２９－１３５】 腫瘍内科 勝島Ｄｒ（３４０４）

学会発表のための申請  →承認する。

５．急性期脳卒中患者の身体不活動とその要因
  【受付番号２９－１３７】 リハビリ 松本理学療法士（３８７７）

学会発表のための申請  →承認する。

６．回復期リハビリテーション病棟入院期間に積極的に訓練を実施した人工透析を要する重症
  脳出血の一例
  【受付番号２９－１３８】 リハビリ 浅井理学療法士（４０３０）

学会発表のための申請  →承認する。

７．Lateropulsion 症例の直流前庭電気刺激の即時効果
  【受付番号２９－１４０】 リハビリ 尾崎理学療法士（３８７３）

学会発表のための申請  →承認する。

８．心臓外科手術患者の術後握力低下と握力低下関連因子の検討
  【受付番号２９－１４３】 リハビリ 大浦理学療法士（３９８９）

学会発表のための申請  →承認する。

９．２型糖尿病の骨格筋量とインスリン抵抗性の関連調査
  【受付番号２９－１４１】 リハビリ 平沢理学療法士（３８７０）

論文発表のための申請  →承認する。

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ３０年 １月 １２日（金） １６時１５分 ～ １７時１０分

【 場    所 】 ３階講堂

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、吉田委員、田中委員、川辺委員、蒲委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．乳がん化学療法時の頭皮冷却療法による脱毛抑制の有効性・安全性の検証（Vol.１.1）
  【受付番号２９－１６５】 乳腺外科 小倉Ｄｒ（３４５７）

２．がん化学療法時の頭皮冷却療法による脱毛抑制の有効性・安全性の検証（Vol.１.1）
  【受付番号２９－１６６】 乳腺外科 小倉Ｄｒ（３４５７）

   →承認とする。

【迅速審査報告】

３．筋弛緩薬・麻酔薬の皮膚テスト
  【受付番号２９－１５８】 麻酔科 宮田Ｄｒ（３３８４）

患者救命のため  →承認する。

４．切除不能進行小腸癌に対するＦＯＬＦＯＸ使用について
  【受付番号２９－１６１】 外科 佐々木Ｄｒ（３４６０）

患者救命のため  →承認する。

５．多発肝転移・骨転移を有する原発不明神経内分泌腫瘍に対するスニチニブ（スーテント）の適用外使用
  【受付番号２９－１６２】 外科 河本Ｄｒ（３３３５）

患者救命のため  →承認する。

６．特定大規模施設における門脈血行異常症の記述疫学に関する研究（定点モニタリングシステム）
  【受付番号２９－１４４】 消化器内科 池田Ｄｒ（３３１２）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

７．播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）合併重症急性膵炎に対するトロンボモジュリンα（遺伝子組み換え）
  投与についての後ろ向き多施設観察研究
  【受付番号２９－１４５】 消化器内科 池田Ｄｒ（３３１２）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

８．慢性心不全患者に対する多職種介入を伴う外来・在宅心臓リハビリテーションの臨床的効果と
  医療経済的効果を調べる研究 ～後ろ向き多施設観察研究～
  【受付番号２９－１５２】 リハビリ 大浦理学療法士（３９８９）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

９．一般社団法人National Clinical Database への手術・治療情報登録における個人情報の取り扱い
  について
  【受付番号２９－１５９】 泌尿器科 青山Ｄｒ（３３６１）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１０．パーキンソン病患者の姿勢障害に対するイストラデフィリンの臨床研究（介入試験）
  【受付番号２９－１６０】 神経内科 濱野Ｄｒ（３３２４）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

１１．男性２型糖尿病患者における Anaerobic Threshold の規定因子の検討
  【受付番号２９－１４６】 リハビリ 松木理学療法士（３８７６）

学会発表のための申請  →承認する。

１２．カーボカウントを用いた栄養指導
  【受付番号２９－１４８】 栄養管理室 北谷管理栄養士（３９５３）

学会発表のための申請  →承認する。

１３．ＳＧＬＴ２阻害薬によるＨｂＡ１ｃおよび体重変化と食事内容との関係
  【受付番号２９－１４９】 栄養管理室 茂山管理栄養士（４２８０）

学会発表のための申請  →承認する。



１４．管理栄養士業務の変遷と実際
  【受付番号２９－１５０】 栄養管理室 真壁管理栄養士（３９７７）

学会発表のための申請  →承認する。

１５．糖尿病者のライフサイクル課題と療養指導教育プログラムの構築（初報）
  【受付番号２９－１５３】 医学研究所 東山研究員（４１９０）＊水曜日のみ
 ＊本案件は医学研究所からの付託により審査するもの

学会発表のための申請  →承認する。

１６．２型糖尿病患者の超音波検査による筋輝度および体脂肪分布と血糖コントロールとの関連
  【受付番号２９－１５４】 リハビリ 平沢理学療法士（３８７０）

学会発表のための申請  →承認する。

１７．日本糖尿病協会「糖尿病療養指導カードキット」を活用した短期糖尿病教育入院の取り組み
  【受付番号２９－１５５】 栄養管理室 高橋管理栄養士（４１７３）

学会発表のための申請  →承認する。

１８．正しい食事摂取量の把握の重要性 ～初診時の食事療法に対する対応の違いが与える影響～
  【受付番号２９－１５６】 栄養管理室 玉城管理栄養士（４１７４）

学会発表のための申請  →承認する。

１９．１型糖尿病患者に対するカードカウントを用いた栄養指導の効果の検証
  【受付番号２９－１５７】 栄養管理室 坂口管理栄養士（３９５４）

学会発表のための申請  →承認する。

２０．Wrap-around flap 組織採取部の術後障害をきたしにくい足底側のデザイン幅の検討
  【受付番号２９－１５１】 形成外科 松末Ｄｒ（３３５５）

論文登録を目的とした申請  →承認する。

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ３０年 2月 9日（金） １６時５０分 ～ １７時０６分

【 場    所 】 ３階講堂

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、吉田委員、田中委員、川辺委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

審議案件なし

【迅速審査報告】

１．トホグリフロジンの安全性および有効性の検討 -前向き観察研究- (AYUMI) 第6.0版
  【受付番号２９－１７４】 糖尿病内科 黒瀬Ｄｒ（３３１７）

既に承認されている案件の軽微な変更  →承認する。

２．パーキンソン病患者におけるＬ－ドパ/ＤＧＩ配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの上乗せ効果に
  関する無作為化比較第Ⅲ相試験 (第4.0版)
  【受付番号２９－１７６】 神経内科 濱野Ｄｒ（３３２４）

既に承認されている案件の軽微な変更  →承認する。

３．東京医科歯科大学で行なわれている「新規治療発見を目指したがんプレシジョン・メディシン遺伝子情報
  登録（ＰＲＯＦＩＬＥstudy）」に同意をした患者に対する試料採取（採血）のための援助
  【受付番号２９－１６７】 外科 河本Ｄｒ（３３３５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

４．分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究（ＣＯＬＬＥＣＴ）第１.2版
  【受付番号２９－１６８】 腫瘍内科 柳原Ｄｒ（３４３５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

５．特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ
 療法とカルボプラチン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第Ⅱ相試験（Ｊ－ＳＯＮＩＣ）第１.00版
  【受付番号２９－１６９】 腫瘍内科 柳原Ｄｒ（３４３５）

他施設が主たる研究機関である研究への参画  →承認する。

６．脳腫瘍による圧迫と臨床症状：小脳血管芽腫６症例による検討
  【受付番号２９－１６４】 リハビリ 草場理学療法士（４０３１）

学会発表のための申請  →承認する。

７．化学療法中にストーマ旁ヘルニア部分に皮膚潰瘍を発症した一例
  【受付番号２９－１７１】 看護支援室 西口看護師（３５２９）

学会発表のための申請  →承認する。

８．物忘れ外来受診者における記憶機能の低下パターンの検討
  【受付番号２９－１７２】 リハビリ 宮﨑言語聴覚士（３８９３）

学会発表のための申請  →承認する。

９．中高年２型糖尿病患者におけるlocomotive ｓｙｎｄｒｏｍｅ有病率およびロコモ度と運動機能測定値との関連
  【受付番号２９－１７３】 リハビリ 谷名理学療法士（３８８６）

学会発表のための申請  →承認する。

１０．当病院での簡易懸濁法による薬剤投与（簡易懸濁が可能な薬品のみ）
  【受付番号２９－１７０】 薬剤部 濱口薬剤師（３８４１）

倫理委員長が迅速審査で対応可能と判断した申請  →承認する。

【研究終了報告】

１１．KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に対する一次治療
  におけるｍFOLFOX＋パニツムマブ併用療法を６サイクル施行後のｍFOLFOX＋パニツムマブ併用療
  法と５FU/LV＋パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無作為比較試験
  【２７年度承認案件】 腫瘍内科 柳原Ｄｒ（３４３５）

以   上



        倫理委員会議事録

【 日    時 】 平成 ３０年 ３月 ９日（金） １６時１５分 ～ １７時

【 場    所 】 第５会議室

【 参 加 者 】 柳原委員長、平田委員、青山委員、濱口委員、伊藤委員、吉田委員、田中委員、川辺委員、蒲委員、瀬戸口委員

【 審議内容 】 【審議内容】

１．大腿骨頚部骨折患者の身体活動量と認知機能の関係性について
  【受付番号２９－１７５】 リハビリ 岡 作業療法士（３８９６）

   →再審査とする。

２．持続皮下注射時における静脈留置針の目的外使用について
  【受付番号２９－１８５】 看護支援室 石村看護師（３５２５）

   →承認とする。

【迅速審査報告】

３．非代償性Ｃ型肝硬変患者に対する経口直接抗ウィルス剤（ＤＡＡ）を用いた治療の有効性と
  安全性の検討
  【受付番号２９－１７７】 消化器内科 中村Ｄｒ（３３０３）

患者救命のため  →承認する。

４．胃GIST、S状結腸癌患者に対する抗癌剤加療（FOＬFIRI＋imatinib）
  【受付番号２９－１８３】 消化器内科 慶元Ｄｒ（３３２３）

患者救命のため  →承認する。

５．２型糖尿病患者の血糖自己測定（ＳＭＢＧ）と医師による教育効果の検証研究（修正）
  【受付番号２９－１６３】 医学研究所 田中Ｄｒ（３４２１）

既に承認を得ている案件の軽微な変更  →承認する。

６．ナルデメジン投与による排便の質の変化に関する検討
  【受付番号２９－１８４】 薬剤部 伊藤Ｄｒ（４１７５）

既に承認を得ている案件の軽微な変更  →承認する。

７．ＨＯＭＡ－ＩＲ高値の男性２型糖尿病患者におけるAnaerobic Threshold に関する検討
  【受付番号２９－１７８】 リハビリ 松木理学療法士（３８７６）

学会発表のための申請  →承認する。

８．当院回復期病棟における退院時上衣更衣動作の完全自立に影響する因子の検討
  【受付番号２９－１７９】 リハビリ 藤井作業療法士（４０４６）

学会発表のための申請  →承認する。

９．回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺者の麻痺側上肢のFugl-Meyer
    Assessment変化量に対する検討
  【受付番号２９－１８０】 リハビリ 清水作業療法士（４１９６）

学会発表のための申請  →承認する。

１０．術前ＭＲＩによる大脳白質病変と心臓血管外科術後の認知機能との関係
  【受付番号２９－１８１】 リハビリ 児島作業療法士（３８９５）

学会発表のための申請  →承認する。

１１．急性期脳卒中患者の転帰時ＦＩＭ排尿管理に影響する因子
  【受付番号２９－１８２】 リハビリ 荒木作業療法士（３８８１）

学会発表のための申請  →承認する。

【その他】

 ・大阪府立大学からの研究協力依頼について（口頭説明）

他施設の研究に協力するため職員がアンケートや面談を受けることについて確認（以降は確認省略）

以   上


