
　現在までの倫理委員会規程第１０条による迅速審査について、下記のとおり報告いたします。(一覧には迅速審査以外による承認も含む）
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152 泌尿器科 水沢　弘哉 間質性膀胱炎の患者登録と診療ガイドラインに関する研究 03-01 承認（三) R3.4.16

153 消化器内科 滋野　俊 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 03-02 承認（三) R3.4.9

154 緩和ケア内科 村上　真基
解説１年目の緩和ケア病棟に勤務する看護師が緩和ケアに対して抱く苦手
意識（困難感）の調査

03-03 承認（二) R3.5.6

155 緩和ケア内科 牧内　美和
安全と効率の両立を目指した麻薬管理方法の変更-看護師がベットサイド
で過ごす時間を増やすための緩和ケア病棟における活動報告

03-04 承認（二) R3.5.14

156 整形外科 吉村　康夫 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR)構築に関する研究 03-05 承認（三) R3.5.26

157 呼吸器外科 久米田　浩孝 特発性縦隔気腫の臨床的特徴の検討 03-06 承認（二) R3.6.11

158 診療放射線科 栁澤　崇登 CT検査による手指の腱描出 03-07 承認（二) R3.6.28

159 呼吸器内科 吾妻　俊彦 免疫チェックポイント阻害療法を受けた非小細胞肺癌患者の観察研究 03-08 承認（三) R3.7.8

160 呼吸器内科 出浦　弦 COVID-19に関するレジストリ研究（02-03の変更） 03-09 承認（三) R3.8.12

161 消化器内科 吉澤　要
ソーシャルメディア等を活用した肝炎ウイルス感染者の偏見差別の解消を
目指した研究

03-10 承認（三) R3.9.8

162 外科 小林亮一郎 急性肝嚢炎並びに急性胆管炎のリスク因子の解析並びに治療戦略の検討 03-11 承認（二) R3.9.30

163 外科 高木　祐基 急性虫垂炎における虫垂穿孔の危険因子の検討 03-12 承認（二) R3.9.30

164 循環器内科 高橋　済
２型糖尿病を有する慢性腎臓病患者におけるSGL T２阻害薬トホグリフロジ
ンのアルブミン尿に及ぼす効果の検討

03-13 承認（三) R3.9.30

165 看護部 高橋　ゆかり ２カ所の腸管ストーマと膀胱瘻による管理を必要とした放射線膀胱炎の１例 03-14 承認（二) R3.9.30

166 臨床研究部 高橋　済 当院の職員におけるCOVID-19ワクチン接種後の抗体価の検討 03-15 承認（二) R3.10.20

167 脳神経内科 古谷　力也
日本における原因不明の感染症CNS感染症患者を対象とした病原体としてのダニ媒介脳炎ウ
イルス（TBEV）［及びBorrelia burgdorferisensu lato群の遺伝子種に属する細菌］の寄与割合
に関する疫学研究

03-16 承認（三) R3.11.15

168 呼吸器内科 出浦　弦 COVID-19に関するレジストリ研究（03-09の変更） 03-17 承認（三) R3.11.18

168 看護学校 佐藤　千鶴
看護専門学校における看護のプロフェッショナリズムとHidden　Curriculum
に関する実態調査

03-18 承認（二) R3.12.10

168 看護学校 加藤　幸代 臨地実習における学生の「清拭」の方法選択に影響を与える要因 03-19 承認（二) R3.12.10

168 緩和ケア内科部長 村上　真基 緩和ケア病棟へ再入院した患者に関する検討 03-20 承認（二) R3.12.23

168 緩和ケア内科部長 久保　佳子
急性期病床に勤務する看護師・医師・Medical　socialWorｋer　のが
ん患者の家族ケアの認識についての実態調査-がん患者を親に持
つ子どものケアに焦点を当てたアンケート分析-

03-21 承認（二) R3.12.24

168 外科 高木　祐基　 急性虫垂炎における複雑性虫垂炎の危険因子の検討 03-22 承認（二) R3.12.27

168 看護部 淵田　恵梨
がん患者を親に持つ子供のケアの３例を通して明らかになった今後
の課題の検討

03-23 承認（二) R4.1.5

168 看護部 宮島　千恵
入院サポートセンター開設に伴う患者サービス向上、外来・病棟の
業務に与える影響と課題

03-24 承認（二) R4.2.4

168 脳神経内科 古谷　力也
日本における原因不明の感染症CNS感染症患者を対象とした病原
体としてのダニ媒介脳炎ウイルス（TBEV）［及びBorrelia
burgdorferisensu lato群の遺伝子種に属する細菌］の寄与割合に関

03-25 承認（一) R4.2.4 03-16

168 看護学校 大澤　照代
看護実践能力育成に関する基礎教育の検討～看護専門学校卒業
時の看護実践能力の自己評価より～

03-26 承認（二) R4.2.9

168 呼吸器内科 吾妻　俊彦
PD-L1高発現未治療進行非小細胞肺癌患者におけるペムブロリズ
マブおよびペムブロリズマブ併用化学療法の多施設共同観察研究

03-27 承認（一) R4.2.14
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168 看護部 牛山　祐子
看護師の認知症ケアに対する意識調査～認知症ケアチーム発足３
年目を迎えて～

03-28 承認（二) R4.2.18

168 看護学校 浅沼　久美子
看護師養成所で就労する新人看護教員を対象とした、離職防止へ
向けた職場サポートの現状と教育体制の課題

03-29 承認（二) R4.2.18

168 外科 小林　亮一郎 80歳以上の高齢者に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の検討 03-30 承認（二) R4.2.28

168 歯科口腔外科 上原　忍 疫病調査「口腔がん登録」 03-31 承認（三) R4.3.2

168 研修医 森下　開
禁制尿路変向術後に発症したバンコマイシン耐性腸球菌による尿
路感染症の１例

03-32 承認（二) R4.3.2

168 泌尿器科 三村　裕次
エンホルツマブ　ベトチン（パドセブ）によって生じた重症薬疹の１例
（症例報告）

03-33 承認（二) R4.3.4

168 呼吸器外科 齋藤　学 気道閉塞による肺虚脱症例の検討 03-34 承認（二) R4.3.25

168 放射線科 蓮田　剛士
Spine MR examination (2minutes 30 second) faster than instant
noodles using GRAPPA and DRL with

03-35 承認（二) R4.4.11

※迅速審査結果欄の（漢数字）は、下記の条項による該当号を明記しました。
　　　　倫理委員会規程第１０条第３項　迅速審査手続きによる審査に委ねることができる事項は以下のとおりとする。

第一号 研究計画の軽微な変更（条件付承認を含む。）の審査
第二号 既に委員会において承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画の審査

【研究計画例】　生体試料を用いない探索的研究
第三号 共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理委員会の承認を受けた計画を

分担研究機関として実施しようとする場合の計画の審査
第四号 緊急の場合で、かつあらかじめ審査結果が明確に確定できると院長・委員長が判断する場合
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