
倫理委員会実施状況

年度 研究No 開催回 開催年月日 議題 科 診療科長 実施責者

令和2年度 562 迅速 2021年4月9日 ＣＣＴＷＥＢライブの当院から中継 循環器内科 五十嵐　康己 五十嵐　康己

令和2年度 563 迅速 2021年4月9日
核酸アナログ製剤治療中のＢ型慢性肝疾患例における、肝
発癌予測リスクモデルの作成

肝臓内科 髭　修平 髭　修平

令和2年度 565 迅速 2021年4月12日

化学療法歴のない根治切除不能または転移性の腎癌患者に対し
て施行された、ニボルマブとイピリムマブ併用療法、ペムブロリズ
マブとアキシチニブ併用法、アベルマブとアキシチニブ併用療法治
療効果についての後ろ向き及び前向き観察研究

泌尿器科 日岡　隆矢 日岡　隆矢

令和2年度 567 迅速 2021年4月22日 YES CLUB HP への患者情報の登録開示 循環器内科 五十嵐　康己 五十嵐　康己

令和2年度 568 迅速 2021年6月30日 網羅的がん遺伝子検査に関する観察研究 産婦人科 香城　恒麿 香城　恒麿

令和2年度 569 迅速 2021年4月27日 肝臓疾患関連マーカー測定試薬の臨床有用性に関する研究肝臓内科 髭　修平 髭　修平

令和2年度 570 迅速 2021年5月24日
膵体尾部切除を企図する門脈接触を伴う膵体尾部癌に対
する至適resectability分類の検討

外科 田原　宗徳 田原　宗徳

令和2年度 571 迅速 2021年6月8日
幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討国内
多施設共同研究

外科 田原　宗徳 田原　宗徳

令和2年度 572 迅速 2021年7月19日
制度からの不当な排除を防止するための支援に関する一
考察～MSWの支援により治療材料を受給できるようになっ
た生活保護受給者の事例を通して

医療社会事業科樺澤　康裕 樺澤　康裕

令和3年度 573 迅速 2021年6月25日
成熟T/NK細胞性腫瘍各病型における分子病対と治療反応
性の基礎的検討　NJHSG-PTCL21

血液内科 井端　淳 高畑　むつみ

令和3年度 574 迅速 2021年6月25日
思春期・若年がん患者などを対象とした日本がん・生殖医
療登録システムによる治療成績解析

産婦人科 香城　恒麿 香城　恒麿

令和3年度 576 迅速 2021年7月6日
胃内視鏡的粘膜仮想剥離術（ESD）検体溶離組織標本にお
ける深層学習型腫瘍性病変分類モデルの検証試験ならび
に低分化腺癌領域検出モデルの確立

病理診断科 市原　真 市原　真

令和3年度 577 迅速 2021年7月26日
緩和ケア病棟において終末期がん高齢者の望む暮らしを
支える看護問題解決型思考から目標志向

看護部 山口　郁恵 山口　郁恵

令和3年度 578 迅速 2021年8月6日
母指ＣＭ関節症に対するinterference screw を用いた
suspensionplastyの機能予後に関する検討把持機能の経時
的変化を中心に

整形外科 笠島　俊彦 笠島　俊彦

令和3年度 579 迅速 2021年8月6日 肝疾患患者のQOLに関する実態調査 肝臓内科 中島　知明 中島　知明

令和3年度 580 迅速 2021年8月24日
乳腺病理組織標本における深層学習型腫瘍性病変分類モ
デルの後方視的検証試験

病理診断科 市原　真 市原　真

令和3年度 581 迅速 2021年8月24日 CCTWEBLIVEの当院からの中継 循環器内科 五十嵐　康己 五十嵐　康己

令和3年度 582 迅速 2021年8月24日 皮膚由来ブドウ球菌の全国サーベイランスに関する研究 皮膚科 高橋　博之 高橋　博之

令和3年度 583 迅速 2021年8月24日
患者報告アウトカムや全国がん登録と連携した、思春期・若
年がん患者等を対象とした日本がん・生殖医療登録システ
ムによる治療成績解析

産婦人科 香城　恒麿 香城　恒麿

令和3年度 584 迅速 2021年8月31日
JCOG2006:切除可能な局所高度進行結腸癌に対する術前
mFOLFOX療法と術前FOLFOXIRI療法のランダム化第Ⅱ相
試験

外科 舩越　徹 舩越　徹

令和3年度 585 迅速 2021年10月7日
TC療法施行症例におけるシスタチンCを用いた腎機能評価
と骨髄制御に関する調査

薬剤部 山下　友輝 山下　友輝
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令和3年度 586 迅速 2021年10月7日 びまん性大細胞B型リンパ腫の後方視的解析 血液内科 井端　淳 高畑　むつみ

令和3年度 587 迅速 2021年10月15日 頭頚部腫瘍における細胞分化バイオマーカーの開発 病理診断科 市原　真 市原　真

令和3年度 588 迅速 2021年12月12日 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の全国調査研究 血液内科 井端　淳 高畑　むつみ

令和3年度 589 迅速 2021年12月12日
牛乳特異的ＩｇＥ陽性者の牛乳アレルギー診断における好
塩基球活性化試験の有用性

小児科 高橋　美智子 高橋　美智子

令和3年度 591 迅速 2021年12月10日

標準化学療法に不応・不耐な切除不能進行再発大腸癌患
者を対象としたTrifluridine/Tipiracil単剤療法とBi-weekly
Trifluridine/Tipiracil + Bevacizumab併用療法のランダム化
比較第Ⅲ相試験

化学療法内科 岩永　一郎 岩永　一郎

令和3年度 592 迅速 2021年12月24日
２型糖尿病患者におけるペマフィブラートとベザフィブラート
の有効性と安全性；傾向スコアを用いた後方視的比較検討

薬剤部 柴波　明男 坂東　香織

令和3年度 593 迅速 2021年12月24日 好酸球性副鼻腔炎手術症例の予後因子の検討 耳鼻咽喉科 高木　大 田中　大地

令和3年度 594 迅速 2021年12月24日
トロンボポエチン受容体作動薬時代における特発性血小板
減少性紫斑病にかんする多施設後方視的観察研究

血液内科 井端　淳 井端　淳

令和3年度 595 迅速 2021年12月24日
COVID-19罹患3か月後に切除された肺葉に見いだされた”
くすぶり型”間質性肺炎/肺線維症の病理組織学的解析

病理診断科 市原　真 市原　真

令和3年度 596 迅速 2022年1月4日
XIAP欠損症関連炎症性腸疾患における６歳以降発症例と
６歳未満発症例の病理組織学的所見の検討

病理診断科 市原　真 市原　真

令和3年度 597 迅速 2022年1月4日
人工知能（Artificial Intelligence:AI)病理診断支援システムを
用いた病理診断の精度を検討する後ろ向きコホート制度

病理診断科 市原　真 市原　真

令和3年度 598 迅速 2022年1月18日
道内の緩和ケア病棟における入院患者の生命予後等に関
する調査

緩和ケア内科 中野渡　正行 中野渡　正行

令和3年度 599 迅速 2022年2月10日
プロトンポンプインヒビター長期投与に伴う胃粘膜変化の検
討

ＩＢＤセンター 萩原　武 萩原　武

令和3年度 600 迅速 2022年2月22日
術前薬剤師面談実施患者の健康食品摂取状況の実態調
査及び手術に影響を及ぼす可能性がある健康食品一覧の
作成と検索システムの構築

薬剤部 柴波　明男 大久保凛香

令和3年度 601 迅速 2022年2月22日 膵癌に対するS-1術後補助化学療法の継続に影響する因子の検討 薬剤部 柴波　明男 宮村　有貴

令和3年度 602
本審査
（小委員

会）
2022年3月7日

着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）、着床前染色体構造
異常検査(PGT-SR)の実施について

産婦人科 香城　恒麿 三國　雅人

令和3年度 603
本審査
（小委員

会）
2022年3月7日

反復体外受精・胚移植（ART）不成功例、習慣流産例（反復
流産を含む）、染色体構造異常例を対象とした着床前胚染
色体異数性検査（PGT-A）の有用性に関する多施設共同研
究

産婦人科 香城　恒麿 三國　雅人

令和3年度 605 迅速 2022年3月8日
慢性肝疾患患者に対するルストロンボバグ治療の臨床的
意義の解析

肝臓内科 巽　亮二 巽　亮二

令和3年度 606 迅速 2022年3月8日
免疫賦活作用を有する新規分子標的治療後のＢ型肝炎ウ
イルス再活性化に関する実態調査（固形腫瘍）

肝臓内科 桑田　靖昭 桑田　靖昭

令和3年度 607 迅速 2022年3月17日 治療のライブ中継 循環器科 五十嵐康己 五十嵐康己


