
臨床倫理委員会承認課題一覧（令和3年4月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 開始・実施日 対象者 オプトアウト

2020-1-007 R3.3.17 相澤　直孝 耳鼻咽喉科 唾石摘出術におけるホロニウムレーザーの有用性について 許可取得次第～
唾石症で内視鏡にて把持摘
出困難な症例

2020-2-003 R3.1.29 須田　剛士 消化器内科
直接作用型抗ウイルス薬治療によるC型肝炎ウイルス排除後の発癌と静脈
瘤発生の実態に関する多施設共同研究

許可取得次第～

当院でC型肝炎に対し直接作
用型抗ウイルス薬治療が行
われ、治療費の助成申請が
行われた記録が新潟県と新
潟県肝疾患相談センターに保
存されている全症例。

〇

2020-2-002 R2.12.25 小嶋　絹子 小児科 希少疾患に対する付加新生児スクリーニング検査 許可取得次第～
当院で出生する新生児のう
ち、本検査に対し保護者より
同意を得られた者

2020-2-001 R2.11.30 飯野　則昭 腎臓内科
他施設共同前向きコホート研究による血液透析患者の機能的予後、心血管
病および生命予後に対する運動療法・身体活動の影響に関する検討

許可取得次第～
年齢20歳以上の維持血液透
析患者

〇

2020-3-007 R2.10.27 鈴木　博 小児科
学校心臓検診を契機に心室期外収縮と診断された患者の臨床経過を明らか
にする後ろ向き観察研究

許可取得次第～
学校心臓検診を契機に心室
性期外収縮と診断された患者

2020-3-005 R2.10.27 南場　信人 薬剤部
ペンタミジンイセチオン酸塩吸入の実施状況調査とマニュアル作成に向けた
取り組み（第30回日本医療薬学会学会発表のため）

許可取得次第～
ペンタミジンイセチオン酸塩吸
入使用患者

2020-3-004 R2.10.27 鈴木　博 小児科 当院の心室性期外収縮小児例の予後の後方視的研究 許可取得次第～ 心室性期外収縮小児患者

2020-1-006 R2.10.5 須田　剛士 消化器内科 肝原発血管肉腫患者に対するDoxorubicin　50mgの肝動脈動注 2020年10月6日～ 肝原発血管肉腫患者
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2020-3-006 R2.9.29 須田　剛士 消化器内科 Internal　Medicine（日本内科学会）に投稿するため 許可取得次第～
血液検査データ、腹部CT画
像、腹部超音波検査画像、肝
生検組織画像

2020-3-003 R2.9.15 小杉　伸一 消化器・一般外科
｢急性虫垂炎に対する保存的治療の妥当性の検証（観察研究）｣の学会発表・
論文作成目的

許可取得次第～
急性虫垂炎に対し、消化器外
科にて治療を行った症例

2020-3-002 R2.7.7 阿部　聡司 消化器内科 第43回　日本膵臓学会東部会の発表 許可取得次第～
当院で脂肪肝症例に対しPFD
試験を実施した患者

2020-1-005 R2.7.7 角南　栄二 消化器・一般外科 エリブリン＋ペルツズマブ＋トラスツズマブ 許可取得次第～
HER2陽性の手術不能又は再
発乳癌患者

2020-1-004 R2.6.2 高田　俊範 呼吸器・感染症内科 COVID-19患者に対するトシリズマブ治療 許可取得次第～ COVID-19に感染した患者

2020-1-003 R2.5.13 伊藤　竜 呼吸器・感染症内科 局所進行胸腺癌に対するカルボプラチン＋パクリタキセル＋同時胸部放射線照射2020年5月18日
切除不能局所進行胸腺癌患
者

2020-1-002 R2.5.13 大橋　和政 呼吸器・感染症内科 COVID-19患者に対するシクレソニド治療 許可取得次第～ COVID-19に感染した患者

2020-1-001 R2.5.13 伊藤　竜 呼吸器・感染症内科 COVID-19患者に対するファビピラビル治療 許可取得次第～ COVID-19に感染した患者

2020-3-001 R2.4.10 小杉　伸一 消化器内科
｢絞扼性腸閉塞に対する術中蛍光血管造影の有用性の検証（観察研究）｣の
学会発表・論文作成目的

許可取得次第～
絞扼性腸閉塞に対し、消化器
外科にて手術を行った症例

2019-1-003 R1.9.20 森田　慎一 消化器内科 悪性大静脈症候群に対する金属ステント治療 2019年9月24日 特定患者
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2019-1-002 R1.7.2 甲田　有嘉子 産婦人科 子宮内避妊用具（IUD）を用いた子宮手術後の子宮膣癒着症の予防 2019年7月10日 特定患者

2019-1-001 R1.5.14 相澤　直孝 耳鼻咽喉科 甲状軟骨形成術におけるGORE-TEX®の有用性について 許可取得次第～
反回神経麻痺による声門閉
鎖不全症例

2019-2-001 H31.4.16 西山　勉 泌尿器科 進行胚細胞癌多発転移患者に対する患者負担ダサチニブ治療に対する当院での管理 許可取得次第～ 特定患者

2018-1-011 H31.3.25 寺島　健史
神経内科・診療情報管理
室

エクリズマブ治療予定の難治性重症筋無力症患者への髄膜炎菌B血清型ワクチンの自費接種 許可取得次第～ 特定患者

2018-1-010 H31.2.4 寺島　健史
神経内科・診療情報管理
室

Lambert-Eaton筋無力症候群患者に対する3,4-ジアミノピリジン内服治療 許可取得次第～
Lambert-Eaton筋無力症候群
患者

2018-2-008 H31.1.29 西山　勉 泌尿器科 進行陰茎癌患者に対するTIP療法 許可取得次第～ 進行陰茎癌患者

2018-2-007 H31.1.8 関　義信 血液内科 宗教的輸血拒否患者の当院での手術実施について 許可取得次第～ 宗教的輸血拒否患者

2018-1-009 H31.1.8 森田　慎一 消化器内科 消化管ステント留置術の造影剤粘膜下注入マーキング 許可取得次第～
既承認適応症
悪性消化管閉塞

2018-1-008 H.30.10.24 吉野　秀昭 眼科 ビスコート0.5　眼粘弾剤の使用について 許可取得次第～

裂孔原性網膜剥離、硝子体
出血、黄斑円孔、網膜前膜な
ど、硝子体茎顕微鏡下離断
術が適応となる疾患

2018-1-007 H.30.10.2 森田　慎一 消化器内科 下大静脈症候群に対する金属ステント治療 許可取得次第～
喉頭形成手術後反回神経麻
痺による音声障害や嚥下障
害のある症例
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2018-1-006 H.30.10.2 相澤　直孝 耳鼻咽喉科
喉頭形成手術における expanded polytetrafluoroethylene(GORE-TEX®)の使
用

許可取得次第～
2016年発症の膵神経内分泌
癌、多発肝転移症例。PS1。

2018-2-006 H.30.7.27 風間　芳樹 産婦人科 希望妊産婦に対する臍帯血採取 許可取得次第～

臍帯血採取を希望しステムセ
ル研究所と契約を済ませた妊
産婦で、当院での分娩時に臍
帯血採取を願い出た者

2018-1-005 H30.6.29 甲田　有嘉子 産婦人科 異所性妊娠に対するメソトレキサート治療 許可取得次第～
子宮を温存しつつ異所性妊娠
（帝王切開瘢痕部妊娠）への
治療を行う患者

2018-2-005 H30.6.29 飯野　則昭 腎臓内科
Calcimimeticsを投与されている透析患者の臨床検査値や透析関連情報の後
ろ向き検討

許可取得次第～

2017年1月1日より2019年12
月31日までの間に、
Calcimimeticsを投与された患
者

2018-1-003 H30.6.5 鈴木　美奈 産婦人科 切迫早産におけるニフェジピン内服治療 許可取得次第～
妊娠22週～35週の切迫早産
症例

2018-2-003 H30.6.5 田嶋　直哉 小児科 当院でエピペンを処方した小児食物アレルギー例のまとめ 許可取得次第～

本研究は2015年6月の当院開
院時から2018年3月31日まで
当科からエピペン®（0.15mg, 
0.3mg）を処方されている食物
アレルギーの児（処方時年齢
15歳以下）

○

2018-2-004 H30.6.5 田嶋　直哉 小児科 Hib、肺炎球菌ワクチンの有効性に関する研究 許可取得次第～

2016年1月1日から2018年12
月31日の3年間に医療機関に 
入院した生後０日～１５才未
満の男女が罹患した細菌性
髄膜炎を中心とする侵襲性感
染症の中で、ヘモフィルスイン
フルエンザ菌、肺炎球菌、Ｂ
群レンサ球菌による患者

2018-1-002 H30.5.10 本多　啓輔 産婦人科 不妊症、子宮内膜症性卵巣のう胞に対するアルコール固定術 2018年5月11日 両側卵巣チョコレートのう胞 ○

2018-2-002 H30.4.27 須田　剛士 消化器内科 Clostridium perfringens, Clostridium tertium 感染症における溶血機序解明 許可取得次第～
特定患者（2018年4月10日、
敗血症性ショックで救急外来
受診）
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2018-2-001 H30.4.23 高頭　浩正 放射線科 画像誘導放射線治療支援機能Smart Alignerの位置照合精度向上 許可取得次第～ 特定患者

2018-1-001 H30.4.23 伊藤　竜 呼吸器内科 小細胞肺癌に対するCBDCA+nab-PTX 2018年5月上旬
間質性肺炎を合併した小細
胞肺癌

2017-2-005 H30.3.23 飯野　則昭 腎臓内科
双方向データ通信が可能なリモートマネジメントシステムシェアソースを用いた
腹膜透析治療

平成30年4月1日
末期腎不全で、腎代替療法
が必要で腹膜透析治療を選
択した患者

2017-2-004 H30.3.23 西山　勉 泌尿器科
症例報告：腎杯憩室結石によると思われるSteinstrasseによる有症状を契機
に診断された2症例 許可取得次第～ 65歳女性、71歳女性 ○

2017-1-003 H30.1.19 星　隆洋 消化器内科 肛門癌に対するＣＢＤＣＡ+ＰＴＸ療法 許可取得次第～ 肛門癌（扁平上皮癌） ○

2017-2-003 H29.11.9 岩田　真子 薬剤部 抗菌薬適正使用における薬剤師の役割 2017年11月13日

バンコマイシン使用の細菌性
髄膜炎患者
セファゾリン、セフォチアム使
用の脳出血患者

○

2017-2-002 H29.10.12 関　義信 血液内科 宗教的輸血拒否に関する当院版ガイドライン
審査終了後速やか
に～

宗教的輸血拒否患者

2017-2-001 H29.10.12 兼藤　努 消化器内科 嚥下機能評価・訓練の動画撮影 2017年10月13日
絶食後の食事をする際に、嚥
下機能に低下が予想され機
能評価と訓練を要する症例

2017-1-001 H29.10.12 風間　芳樹
地域周産期母子医療セン
ター

不育症検査 許可取得次第～ 不育症患者
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29-001 H29.4.11 風閒　芳樹
地域周産期母子医療ｾﾝ
ﾀｰ

分娩時胎児脳損傷防止のためのウテメリン、ニトログリセリンの使用 特に設けない

子宮収縮による胎児心拍低下
が、胎児脳損傷、出生後の脳性
麻痺、あるいは胎児死亡に進行
する危険性が高いと判断される
症例

29-004 H29.4.11 本多　啓輔 産婦人科 ピトレシオンの適応外使用について 特に設けない
子宮筋腫核手術、卵巣腫瘍核手
術、ほか組織剥離の際に執刀医
が必要と考えた症例
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