
≪平成３０年度　倫理審査承認分≫

管理番号 受付番号 実施部署 審査対象 課題名 審査日

1 迅30-1 小児科 実施計画 不定愁訴を主訴に受診した小児のH.pylori感染率に関する調査研究 4月13日

2 迅28-58（変1） 産婦人科 実施計画（変更） 卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を明らかにする前向き観察研究（JGOG3025） 4月13日

3 迅28-45（中止） 産婦人科 中止
子宮癌肉腫に対するdose-denseTC療法とtriweeklyTC療法による術後補助化学療法再発後化学療法を比較するﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ
/Ⅲ相比較試験（JGOG2047試験）

4月13日

4 迅30-2 小児科 実施計画 メチルマロン酸血症の治療効果に関する研究 4月13日

5 迅30-3 消化器科 出版公表原稿 大腸ESD後潰瘍に対して留置スネアを用いた創縫縮術についての検討 4月13日

6 迅30-4 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢者糖尿病患者におけるサルコペニアと軽度認知障害との関連性 4月13日

7 迅30-5 腫瘍内科 実施計画 セツキシマブ投与によるアレルギー発症の原因抗原の検索と予防に関する研究 4月13日

8 迅30-6 小児科 実施計画
「小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性の検証に関する全国版後方視的調査（2014-2016
年）」への研究協力

4月13日

9 迅30-7 救急部 実施計画 救急隊による病院前心電図記録及び判読の効果 4月13日

10 迅30-8 看護部 実施計画 院内トリアージの質向上を図るための現状把握と今後の課題 4月13日

11 迅30-9 小児科 実施計画 ロタワクチンウイルスの有効性・安全性・必要性に関する研究 4月13日

12 迅30-10 看護部 出版公表原稿 誤嚥性肺炎患者の入院期間が延長する要因 4月13日

13 迅30-11 産婦人科 実施計画 胞状奇胎の掻爬回数と続発症頻度に関する調査 5月18日

14 迅29-54（変1） 呼吸器内科 実施計画 ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞ治療中の特発性肺線維症に対する呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの長期効果の検討　CJLSG1601【Ver.2.1.0】 5月18日

15 迅30-12 放射線治療科 出版公表原稿 高齢者の婦人科癌に対する強度変調放射線治療を用いた局所照射の有用性と安全性の検証 5月18日

16 迅28-44（変1） 胸部外科 実施計画 大動脈・動脈疾患に対するｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術の有用性の検討 5月18日

17 迅30-13 腫瘍内科 実施計画 乳がん（HER2過剰発現あり、リンパ節陰性、Φ2.0cm以下）術後化学療法の予後に関する後ろ向き研究 5月18日

18 迅30-14
頭頸部・耳鼻咽頭

科
実施計画 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 5月18日

19 迅30-15 外科 出版公表原稿 当院で施行された内視鏡的摘除後pT1大腸癌の追加外科切除症例の検討 5月18日

20 迅30-16 看護部 実施計画 退院後の装具・装着アンケート 5月18日

21 迅30-17 脳神経外科 実施計画 臓器提供施設における院内職員の臓器提供に関する意識調査 5月18日

22 迅30-18 看護部 出版公表原稿 事例発生時の院内コーディネーターの体制 5月18日

23 迅30-19 産婦人科 実施計画
根治的同時化学放射線治療が行われた子宮頚癌症例における治療前画像診断を用いた予防的拡大照射野の適応に関する
症例（JGOG1083S)

6月22日

24 迅29-14（終了） 循環器内科 終了報告 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究－ANAFIE　Registry－ 6月22日

25 迅28-30（経1） 呼吸器内科 経過報告 特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究　（JIPS-Registry　NEJ030) 6月22日

26 迅28-30（経2） 呼吸器内科 経過報告 特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究　（JIPS-Registry　NEJ030) 6月22日

27 迅28-30（経3） 呼吸器内科 経過報告 特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究　（JIPS-Registry　NEJ030) 6月22日

28 迅30-20 薬剤部 実施計画 Rituximab投与時のinfusion reacton 発現に影響を及ぼす要因研究 6月22日

29 迅29-53（変2） 感染症内科 実施計画 重症熱性血小板減少症候群患者を対象としたファビピラビルの臨床試験 6月22日

30 迅30-21 呼吸器内科 実施計画
「特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究（JIPS-Registry,NEJ030)集積症例を対象とした、遺伝素因に関連す
るﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの研究（NEJ036A)

6月22日

31 迅30-22 糖尿病・代謝内科 実施計画 フリースタイルLibreフラッシュグルコースモニタリングシステムの有用性の検討 6月22日

32 迅30-23 小児科 実施計画 疾病診断目的で「てんかん・熱性痙攣の遺伝子研究」へ参加すること 6月22日

33 迅30-24
小児科
看護部

実施計画 「NICU明暗環境の時間生物学的評価ツールと子どもに優しい生育環境基準の検討」 6月22日

34 迅30-25 看護部 実施計画 患者の口腔ケアの実施状況や重要性の理解度を把握し、患者指導に活かすことで口腔内細菌由来の感染を最小限に抑える 6月22日

35 迅30-26 看護部 実施計画
クリーンルームで過ごされる患者のクリーンルームや化学療法時の生活に関するニーズを把握し、クリーンルーム管理・化学療
法について統一した指導を行う

6月22日

36 迅30-27 看護部 実施計画 せん妄状態にある患者及び家族への対応に関する看護師の意識の変化 6月22日

37 迅30-28 看護部 実施計画 認知症実践力向上研修の効果確認 6月22日

38 迅30-29 看護部 実施計画 離床センサー使用状況の現状調査 6月22日

39 迅30-30 看護部 実施計画
糖尿病教育入院患者に対する看護師による集団指導時に看護師はどのような態度や行動をとっているかを知る。また、指導時
の思考の過程を知る。

6月22日

40 迅30-31 感染症内科 実施計画 ＳＦＴＳ発病・重症化機構に関わる宿主因子の探索的研究 7月20日

41 迅30-32 薬剤部 実施計画 伊勢赤十字病院における眠剤使用患者の転倒率調査 7月20日

42 迅30-33 産婦人科 実施計画 ＨＰＶワクチン接種アンケート調査 7月20日

43 迅28-58（変2） 産婦人科
実施計画（変

更） 卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を明らかにする前向き観察研究（JGOG3025） 7月20日

44 迅28-63（変2） 産婦人科
実施計画（変

更） 進行・再発子宮頚癌に対するPaclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab 併用療法の有効性に関する第Ⅱ相試験（JGOG1079) 7月20日

45 迅30-34 産婦人科 実施計画 IB2-ⅡB期の子宮頸部通常型腺癌における術前化学療法の有効性についての後方視的検討 7月20日

46 迅30-35 産婦人科 実施計画 妊娠初期の感染性疾患スクリーニングが母子の長期健康保持増進に及ぼす影響に関する多施設共同前向き観察研究 7月20日

47 迅30-36 看護部 出版公表原稿 肺炎の都道府県別年齢調整死亡率と医療・社会環境の地域相関研究 7月20日

48 迅30-37 看護部 実施計画 退院支援における病棟看護師の役割～医療依存度の高い超重症児を抱える家族への退院支援を通して～ 7月20日

49 迅30-38 糖尿病・代謝内科 実施計画 介護施設に勤務するスタッフにおける糖尿病治療に対する障壁に関する調査 8月24日

50 迅30-39 呼吸器内科 実施計画 呼吸器感染症の予後因子の検討 8月24日

51 迅30-40 呼吸器内科 実施計画 呼吸器感染症の予後因子の検討（前向き観察研究） 8月24日
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52 迅30-41 呼吸器内科 実施計画 間質性肺炎の予後因子の検討 8月24日

53 迅30-42 呼吸器内科 実施計画 間質性肺炎の予後因子の検討（前向き観察研究） 8月24日

54 迅30-43 呼吸器内科 実施計画 胸部悪性腫瘍の予後因子の検討 8月24日

55 迅30-44 呼吸器内科 実施計画 胸部悪性腫瘍の予後因子の検討（前向き観察研究） 8月24日

56 迅29-76（変1） 薬剤部 実施計画（変更） 循環器、胸部外科病棟における薬剤師の配薬セット業務の評価 8月24日

57 迅30-45 看護部 実施計画 心不全外来点滴療法を導入した末期慢性心不全患者の生活の変化に関する調査 8月24日

58 迅30-46 看護部 実施計画
がん化学療法セルフマネジメント指導に関する病棟スタッフへの教育プログラムを考える
～外来化学療法室への患者訪問からの学びを通じて～

8月24日

59 迅30-47 産婦人科 実施計画 本邦における婦人科悪性腫瘍合併妊娠の調査 9月14日

60 迅30-48 消化器科 実施計画 胆汁培養/血液培養における分離株、抗菌薬感受性について 9月14日

61 迅30-49 薬剤部 実施計画 ＣＨＯＰ療法施行時における発熱性好中球減少症の発現状況の検討 9月14日

62 迅30-50 感染症内科 実施計画 日本におけるノカルジア症の臨床的疫学と感受性に関する後方視的研究 9月14日

63 迅30-51 血液内科 実施計画 実臨床の多血症鑑別におけるＮＡＰスコアの意義の解明 9月14日

64 迅30-52 看護部 出版公表原稿 病棟から外来へ異動した看護師「やりがい」を得るプロセス 9月14日

65 迅29-53（終了） 感染症内科 終了報告 重症熱性血小板減少症候群患者を対象としたファビピラビルの臨床試験 10月19日

66 迅30-54 消化器内科 実施計画 一般病院の大腸ポリープ診療にJNET分類を導入することの意義は？ 10月19日

67 迅30-55 輸血・細胞治療部 実施計画 強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間ＨＬＡ半合致移植 10月19日

68 迅30-56 救命救急センター 実施計画 院内トリアージ記録用紙の改版による看護師の観察の視点の変化（仮） 10月19日

69 迅30-57 循環器内科 実施計画 急性冠症候群責任病変に対するＤＥＳ留置後のＯＣＴを用いた動脈治癒および臨床イベント発生についての後ろ向き検討 10月19日

70 迅30-58 臨床検査課 実施計画 体組成計ＳＥCAと内臓脂肪面積ＤＵＡLSCANの相関と有用性について 10月19日

71 迅30-59 臨床検査課 実施計画 糖尿病患者における運動早期高血圧の背景と解明 10月19日

72 迅30-60 循環器内科 実施計画 檮骨動脈アプローチによる腸骨動脈ステント留置後の多施設前向き観察研究 10月19日

73 迅30-61 呼吸器内科 実施計画 ダサチニブ使用中の間質性肺炎の発症の検討 10月19日

74 迅30-62 臨床検査課 実施計画 糖尿病患者におけるサーモグラフィによる冷水負荷回復率 10月19日

75 迅30-63 臨床検査課 実施計画 糖尿病教育入院におけるＮＣＳ検査結果と馬場基準 10月19日

76 迅30-64 看護部 実施計画 術前外来における患者のニーズと現状 10月19日

77 迅30-65
頭頸部・耳鼻咽頭

科
実施計画 他の研究機関への試料・情報の提供に関する記録 10月19日

78 迅29-21（変1） 呼吸器内科
実施計画（変

更）
ＰＩ3Ｋ/ＡＫＴ/ｍＴＯＲ経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明
らかにするための前向き観察研究　第1.4版

10月19日

79 迅29-22（変1） 呼吸器内科
実施計画（変

更）
ＲＥＴ融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察
研究（LC-SCRUM-Japan) 第1.9版

10月19日

80 迅29-86（変1） 呼吸器内科
実施計画（変

更） ＣｅｌｌｆreeDNAを用いた次世代シークエンサーによるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前向き観察研究　第2.1版 10月19日

81 迅30-53 胸部外科 出版公表原稿 呼吸器外科学会総会での発表に関する症例検討 11月9日

82 迅30-66 薬剤部 実施計画 伊勢赤十字病院における経腸的前立腺生検の予防抗菌薬使用状況と急性細菌性前立腺炎の発症状況 11月9日

83 迅30-67 産婦人科 実施計画 ベバシズマブ１０ｍｇ/Kg２週間間隔投与に対する使用実態調査 11月9日

84 迅30-68 脳卒中センター 実施計画 「健康と勤務状況に関するアンケート調査」 11月9日

85 迅30-69 泌尿器科 実施計画 ヒト泌尿器がんにおけるがん間質相互作用に関する研究 11月9日

86 迅30-70 呼吸器内科 実施計画
ＥＧＦＲ遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するオシメルチニブ／アファチニブ交替療法の有効性を検討する第２相試験（Ａｌｔ
trial）Ｖｅｒ1.30

11月9日

87 迅30-71 放射線治療科 実施計画 乳癌術後照射における高精度照射法の開発 11月9日

88 迅30-72 小児科 実施計画 疾病診断目的で「先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査を行う研究」へ参加すること 11月9日

89 迅30-74 事務部 実施計画 がん対策評価検証のための｢患者体験調査｣への協力 11月9日

90 迅30-75 産婦人科 実施計画 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設の広汎子宮全摘術の実態調査 12月7日

91 迅30-76 産婦人科 実施計画 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会：本邦における卵巣癌（上皮性腫瘍）に対する妊孕性温存治療に関する実態調査 12月7日

92 迅30-77 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢者糖尿病患者における社会的フレイルとうつとの関連性 12月7日

93 迅30-78 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢者糖尿病患者におけるサルコペニアと過活動膀胱との関連性 12月7日

94 迅30-79 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢糖尿病患者の家族の負担感及びＱＯＬに関する調査 12月7日

95 迅30-80 小児科部長 実施計画 好酸球性胃腸炎、食道炎の全国有病率調査 12月7日

96 迅30-81 看護部 出版公表原稿 清拭援助における看護学生と熟練看護師の情報収集の視点と留意点の違い 12月7日

97 迅30-82 肝臓内科 実施計画 Ｂ型肝炎ウィルス母子感染ハイリスク妊婦への個別対応に関する研究 1月18日

98 迅30-83
薬剤部化学療法

課
実施計画 がん化学療法に対する制吐薬としてのオランザピンの使用実態調査 1月18日

99 迅30-84
薬剤部化学療法

課
出版公表原稿 新病院から継続した抗がん薬による環境曝露モニタリング　～６年間の追跡調査～ 1月18日

100 迅30-85 歯科口腔外科 実施計画 口腔粘膜炎に対する「エピシル口腔用液」の使用時期、方法などの検討 1月18日

101 迅30-86 呼吸器内科 実施計画 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究：（Ｊ－TAIL) 1月18日

102 迅30-87 糖尿病・代謝内科 実施計画 １型糖尿病患者におけるＩｐｒａｇｌｉｆｌｏｚｉｎの有用性の検討 1月18日
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103 迅30-88 放射線治療科 実施計画 免疫チェックポイント阻害剤併用時の心障害軽減のための肺癌に対する最適な強度変調放射線治療（ＩＭRT)の開発と有用性の検討 1月18日

104 30-1 放射線治療科 実施計画 眼摘出を必要とする副鼻腔癌に対する治療戦略の確立 2月13日

105 迅30-89 消化器内科 実施計画 ＪＥＤシステムの参加「消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築」 2月13日

106 迅28-17（終了） 産婦人科 終了報告 胎児発育不全に対するタダラフィル母体投与の有効性、安全性に関する第Ⅱ相臨床試験 2月13日

107 迅29-10（終了） 産婦人科 終了報告 妊娠高血圧症候群に対するタダラフィル母体経口投与の有効性・安全性に関する臨床試験　第Ⅱ相多施設共同研究 2月13日

108 迅30-90 小児科/新生児科 実施計画 乳児・新生児ビタミンＫ欠乏性出血性症例に関する調査 2月13日

109 迅30-91
リハビリテーション

課
実施計画 檮骨遠位端骨折術後患者への早期リハビリ介入による効果 3月14日

110 迅30-92 循環器内科 実施計画 下腿限局型深部静脈血栓症に対するリバーロキサバンの有用性の検討 -探索的多施設無作為化非盲検比較試験－ 3月14日

111 迅30-93 外科 実施計画 乳癌診療ガイドラインにおける運動に関する推奨の普及の実態とその促進・阻害要因　－乳癌サバイバー対象の実態調査－ 3月14日

112 迅30-94 感染症内科 実施計画 当院における結核治療としてのLVFXの検討 3月14日

113 迅30-95 看護部 実施計画 自部署OJTにおける指導者の困難感を明らかにする 3月14日

114 迅30-96 看護部 実施計画 長期ＣＶＣ留置を行う移植患者のＣＶＣ挿入部の包交方法変更による皮膚トラブルの減少の効果を検討する 3月14日

115 迅30-97 看護部 出版公表原稿 糖尿病代謝内科病棟における重症下肢虚血患者へのプロジェクトチーム活動報告 3月14日

116 迅30-98 整形外科 実施計画 ストレス関連疾患の発症に寄与する勤務状況の因子とその影響に関する研究：交通外傷例について 3月14日

117 迅30-99 産婦人科 実施計画 日本産科婦人科学会婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 3月14日

118 迅30-100 看護部 実施計画 手術室における適切な手指衛生行動の調査　－チェックリストを用いた教育的な関わりとその結果－ 3月14日

119 迅30-101 看護部 実施計画 末期心不全患者に対する退院後訪問指導の現状と課題 3月14日

120 迅30-102 歯科口腔外科 実施計画 放射線併用動注化学療法における味覚異常の推移と唾液量の関係についての検討 3月14日

121 迅28-30（変2） 呼吸器内科 実施計画（変更） 特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究Ver1.3　（JIPS-Registry　NEJ030) 3月14日

122 迅28-63（変2） 産婦人科 継続可否 進行・再発子宮頚癌に対するPaclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab 併用療法の有効性に関する第Ⅱ相試験（JGOG1079) 3月14日
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