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令和 3 年 3 月 東北医科薬科大学病院 倫理委員会 

会議の記録の概要 
 

日  時 ： 令和 3年 3月 8日（月） 18：25～18：55 

場  所 ： 病院 3階 中会議室・外部委員は仙台市青葉区の各勤務地（電子会議システムで中継し実施） 

出 席 者 ： 佐藤賢一（委員長）、小寺隆雄、中西透、西郷陽子、吉田明子、伊藤道哉、渡邊善照、加藤千佳

子、村岡隆司、粕谷厚生（外部委員）、佐藤裕一（外部委員） 

欠 席 者 ：岡村信行、瀬戸初江、玉山直美（外部委員） 

                                          敬称略 

Ⅰ．『臨床研究に関する審査』 

1．審査事項 

１）新規審査 

①．課題名：免疫チェックポイント阻害薬の実臨床における免疫関連有害事象の検討   （腫瘍内科）                                 

       特に問題なく、承認となった。          

 

②．課題名：慢性炎症性疾患における SLPIとの相関性の検討および疾患制御分子の探索研究（免疫学）                                 

       特に問題なく、承認となった。   

 

③．課題名：頚髄症の症候学アンケート調査（多施設前向き研究）           （整形外科）                             

      修正の上、承認となった。          

 

２）継続審査 

①．課題名：診療データに基づく妊婦における降圧薬使用に関する実態調査        （薬剤部）                                               

      特に問題なく、承認となった。   

 

②．課題名：診療データに基づく小児における医薬品使用に関する実態調査        （薬剤部）                                               

      特に問題なく、承認となった。   

 

③．課題名：診療データに基づく妊婦における抗うつ病治療薬に関する実態調査      （薬剤部）                                               

      特に問題なく、承認となった。   

 

④．課題名：多発性硬化症の高次脳機能障害に関する検討                （脳神経内科）                                               

      特に問題なく、承認となった。   

 

⑤．課題名：パーキンソン病およびパーキンソン症候群の神経基盤および早期鑑別に関する検討              

特に問題なく、承認となった。                     （脳神経内科）                                               

         

 

⑥．課題名：認知症性疾患の臨床症候の神経基盤と予後についての研究         （脳神経内科）                                               
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      特に問題なく、承認となった。   

 

⑦．課題名：多発性硬化症および類縁疾患における血清ニューロフィラメント軽鎖の測定  （脳神経内科）                                               

      特に問題なく、承認となった。  

 

⑧．課題名：髄液サイトカイン定量による炎症性中枢神経疾患の予後予測         （脳神経内科）                                               

      特に問題なく、承認となった。  

 

⑨．課題名：多発性硬化症患者における認知機能、疲労、うつ、QOLに関する前向き研究  （脳神経内科）                                               

      特に問題なく、承認となった。  

 

⑩．課題名：指定難病を対象に症例集積向上を目的とした疾患レジストリの構築 （血液・リウマチ科） 

特に問題なく、承認となった。                        

  

⑪．課題名：関節リウマチ治療における抗アダリムマブ抗体発現と臨床的意義の同定研究 

特に問題なく、承認となった。                    （血液・リウマチ科） 

 

⑫．課題名：リウマチ性疾患治療中に生じた COVID-19感染症に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                    （血液・リウマチ科） 

 

⑬．課題名：迅速診断キットでインフルエンザの持続感染と重症化が疑われる症例でのウイルス分離 

による確認 

特に問題なく、承認となった。                       （感染症内科） 

 

⑭．課題名：MRSA喀痰陽性症例での保菌・感染症の鑑別の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （感染症内科） 

 

⑮．課題名：複数菌が血液培養で検出された症例調査～TOF-MSによる解析も併せて～ 

特に問題なく、承認となった。                       （感染症内科） 

 

⑯．課題名：IGRA（インターフェロン-γ遊離試験）陰性の結核症例の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （感染症内科） 

 

⑰．課題名：MRSAの遺伝子解析による実態調査 

特に問題なく、承認となった。                       （感染症内科） 

 

⑱．課題名：一般社団法人日本呼吸器学会「インフルエンザ・インターネット・サーベイ」 

特に問題なく、承認となった。                        （感染症内科） 
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⑲．課題名：耐性グラム陰性菌の遺伝子解析による実態調査 

特に問題なく、承認となった。                         （感染症内科） 

 

⑳．課題名：ウイルス肺炎（気管支炎・慢性呼吸器疾患の 2次性増悪を含む）診療の実態調査 

特に問題なく、承認となった。                         （感染症内科） 

 

㉑．課題名：ヒト検体からのインフルエンザウイルス分離 

特に問題なく、承認となった。                         （感染症内科） 

 

㉒．課題名：三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス－呼吸器領域感染症－ 

特に問題なく、承認となった。                         （感染症内科） 

 

㉓．課題名：一般社団法人日本呼吸器学会「非結核性抗酸菌症・インターネット・サーベイ」 

の実施に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                         （感染症内科） 

 

㉔．課題名：C型肝炎ウイルス Core蛋白質の変異による C型肝炎病態への影響 

特に問題なく、承認となった。                         （消化器内科） 

 

㉕．課題名：消化器癌における BEX2分子の役割についての検討 

特に問題なく、承認となった。                         （消化器内科） 

 

㉖．課題名：非代償性肝硬変患者に対する腹水治療の後方視的研究 

特に問題なく、承認となった。                         （消化器内科） 

 

㉗．課題名：スタージ・ウェーバー症候群の病因を遺伝子から検討する 

特に問題なく、承認となった。                         （皮膚科） 

 

㉘．課題名：皮膚動脈炎における血清抗ホスファチジルセリン・プロトロンビン複合体抗体の発現 

特に問題なく、承認となった。                         （皮膚科） 

 

㉙．課題名：尋常性白斑皮膚からメラノサイト細胞株を作成し検討する 

特に問題なく、承認となった。                         （皮膚科） 

 

㉚．課題名：乳がん治療における心臓合併症の画像診断を用いた新たなリスク因子探索と心機能評価法標準

化に関する前向き多施設共同研究 

特に問題なく、承認となった。                         （総合診療科） 

 

㉛．課題名：リウマチ外来患者における感染予防の意識調査 
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特に問題なく、承認となった。                       （血液・リウマチ科） 

 

㉜．課題名：胃癌症例における胃切除前後の腫瘍マーカーの推移と再発の関連性―CEAと CA19-9の比較― 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器外科） 

 

㉝．課題名：患者アンケートにおける、ポリファーマシー・内服理解度に関する意識調査 

特に問題なく、承認となった。                        （薬剤部） 

 

㉞．課題名：急性膵炎の前向き多施設観察研究 

特に問題なく、承認となった。                        （消化器内科） 

 

㉟．課題名：膵脂肪化は膵癌のリスクファクターか？：後方視的研究 

特に問題なく、承認となった。                        （消化器内科） 

 

㊱．課題名：人工知能を用いた CT画像解析による膵癌の診断は可能か？ 

特に問題なく、承認となった。                        （消化器内科） 

 

㊲．課題名：CT測定による内臓脂肪と生活習慣病に関する大規模前向きコホート研究  

特に問題なく、承認となった。                        （光学診療部） 

 

㊳．課題名：低線量 CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価のための個人単位ランダム化 

比較試験  

特に問題なく、承認となった。                        （光学診療部） 

 

㊴．課題名：傾向スコアマッチング・症例対照研究・モデル解析を用いた肺癌ＣＴ個別化検診の確立 

特に問題なく、承認となった。                        （光学診療部） 

 

㊵．課題名：慢性心不全患者のフレイル実態調査 

特に問題なく、承認となった。                     （リハビリテーション部） 

 

㊶．課題名：JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 

特に問題なく、承認となった。                        （循環器内科） 

 

㊷．課題名：心臓血管外科領域における感染性疾患の新規起炎菌同定法の開発 

特に問題なく、承認となった。                        （心臓血管外科） 

 

㊸．課題名：人工知能を用いた腹部大動脈瘤拡大速度・破裂リスクの自動診断システム構築 

特に問題なく、承認となった。                        （心臓血管外科） 
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㊹．課題名：ホルミウムレーザー前立腺核出術（HoLEP）術後尿失禁予防目的の骨盤底筋体操介入時期 

の検討 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

㊺．課題名：尿路結石再発予防プログラム 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

㊻．課題名：腎泌尿器疾患の糖鎖構造変化に関する解析研究 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

㊼．課題名：尿路結石患者の国内データバンク設立研究 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

㊽．課題名：尿路結石症に対する経尿道的尿路結石砕石術(f-TUL)ならびに薬物療法の有用性と安全性 

の検討 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

㊾．課題名：前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺核出術（HoLEP）ならびに薬物療法の有用性と安全性の

検討 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

㊿．課題名：腎泌尿器疾患における生体内細菌叢に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                        （泌尿器科） 

 

51．課題名：多発性硬化症の MRI を用いた画像解析 

特に問題なく、承認となった。                       （脳神経内科） 

 

52．課題名：中枢神経炎症性疾患の自己抗体測定 

特に問題なく、承認となった。                        （脳神経内科） 

 

53．課題名：中枢神経炎症性疾患の免疫抑制細胞の評価および検討 

特に問題なく、承認となった。                        （脳神経内科） 

 

54．課題名：ヒト消化管に発現する有機アニオン輸送体 OATP4A1の薬物吸収における役割の解明 

特に問題なく、承認となった。                        （薬物動態学） 

 

55．課題名：造血器腫瘍細胞を用いた糖鎖修飾制御による効果的な分化誘導療法の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （臨床検査部） 
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56．課題名：造血器腫瘍検体を用いた糖鎖の機能と意義の解明 

特に問題なく、承認となった。                       （臨床検査部） 

 

57．課題名：難治性膀胱尿路上皮癌におけるアンドロゲンの意義と治療標的の可能性 

特に問題なく、承認となった。                       （病理学） 

 

58．課題名：高齢者の大腸憩室関連疾患の特徴に関する後方視的研究 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器内科） 

 

59．課題名：免疫抑制療法下の炎症性腸疾患患者における流行性ウイルス感染症の抗体検査測定 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器内科） 

 

60．課題名：クローン病におけるカプセル内視鏡検査の有用性・安全性に関する多施設共同前向き研究 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器内科） 

 

61．課題名：「COVID-19流行により生じた、本邦の炎症性腸疾患患者が感じた不安や行動変容に関するアンケ

ート調査の多施設共同前向き観察研究」～Japan COVID-19 Survey and Questionnaire in 

inflammatory bowel disease (J-DESIRE)～ 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器内科） 

 

62．課題名：緑内障に関連する遺伝子多型の解析 

特に問題なく、承認となった。                       （眼科） 

 

63．課題名：肺腺癌組織検体におけるグルココルチコイド受容体の発現動態に関する検討 

特に問題なく、承認となった。                       （呼吸器外科） 

 

64．課題名：ＣＯＶＩＤ－１９後遺症に関する実態調査 

特に問題なく、承認となった。                       （呼吸器内科） 

 

65．課題名：血中可溶性免疫チェックポイント分子(sPD-L1,sPD-1,sCTLA4)と肺癌治療効果の相関の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （呼吸器外科） 

 

66．課題名：ビックデータと人工知能を用いた眼疾患（緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑疾患、前眼部疾患）

診断システム確立のための観察研究 

特に問題なく、承認となった。                         （眼科） 

 

67．課題名：整形外科病棟における患者の身体抑制解除に向けた看護の実態 

特に問題なく、承認となった。                         （看護部） 
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68．課題名：脊椎後縦靭帯骨化症の手術成績に関する前向き多施設研究 

特に問題なく、承認となった。                         （整形外科） 

 

69．課題名：側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                         （整形外科） 

 

70．課題名：日本整形外科学会症例レジストリー（ＪＯＡＮＲ）への参加 

特に問題なく、承認となった。                         （整形外科） 

 

71．課題名：慢性疼痛患者レジストリの構築と登録に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                         （整形外科） 

 

72．課題名：プリセプターが抱える新人教育の支援の悩みについて 

特に問題なく、承認となった。                         （看護部） 

 

73．課題名：深層感情関連の脳局所量の変化によるストレス耐性の判定 

特に問題なく、承認となった。                         （精神科） 

 

74．課題名：HER2陽性 HR陰性乳癌における遺伝子 HSD17B4高メチル化の有用性評価試験 

特に問題なく、承認となった。                       （乳腺・内分泌外科） 

 

75．課題名：多剤投与患者の減薬に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                       （医療管理学） 

 

76．課題名：電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報収集 

      に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                       （糖尿病代謝内科） 

 

77．課題名：心臓外科手術患者における手術前後の心内血流の解析 

特に問題なく、承認となった。                       （心臓血管外科） 

 

78．課題名：軽度認知障害（軽症認知症を含む）の人の全国的な情報登録・連携システムに関する研究

（ORANGE-MCI） 

特に問題なく、承認となった。                       （総合診療科） 

 

79．課題名：もの忘れ外来における Mini-Mental-State-Examination(MMSE)に Ala score を併用することの 

有用性 

特に問題なく、承認となった。                       （総合診療科） 
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80．課題名：血小板造血異常を簡便に検出するパラメーターの検討 

特に問題なく、承認となった。                       （検査部） 

 

81．課題名：尿路生殖器癌におけるナマズ卵レクチン（Sillurus asotus lectin, SAL）およびシアル酸結合

性レクチン（sialic acid-binding lectin, SBL）の認識抗原発現の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （泌尿器科） 

 

82．課題名：CTC（末梢循環癌細胞）の DNA/RNA/タンパク質解析、cfDNA（血中遊離 DNA）解析による尿路生殖

器癌 治療選択最適化の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （泌尿器科） 

 

83．課題名：泌尿器科癌における免疫療法最適化の評価および検討 

特に問題なく、承認となった。                       （泌尿器科） 

 

84．課題名：泌尿器科疾患における新規バイオマーカーおよび新規治療法の分子生物学的分析を用いた探索 

特に問題なく、承認となった。                       （泌尿器科） 

 

85．課題名：硬膜外麻酔穿刺時の体位介助における熟達看護師の看護実践 

特に問題なく、承認となった。                       （看護部） 

 

86．課題名：ESBL産生グラム陰性桿菌が起炎菌と考えられる尿路感染症に対する抗菌薬の使用状況と 

その臨床的特徴の比較 

特に問題なく、承認となった。                       （救急災害医療学） 

 

87．課題名：糖尿病顕性腎症における SGLT2阻害薬の腎保護効果に関する解析 

特に問題なく、承認となった。                       （糖尿病代謝内科） 

 

88．課題名：新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に伴う糖尿病患者の血糖コントロールの変化 

特に問題なく、承認となった。                       （糖尿病代謝内科） 

 

89．課題名：小児と成人の混合病棟で勤務する新人看護士が感じる困難さ 

特に問題なく、承認となった。                       （看護部） 

 

90．課題名：膵癌の糖尿病合併に関する多施設共同後ろ向き疫学研究 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器内科） 

 

91．課題名：急性 B型大動脈解離患者を対象とした血圧変動および自律神経活動の経時的変化の解明 

特に問題なく、承認となった。                       （心臓血管外科） 
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92．課題名：自己血採血をモデルとした循環血液量の変化時の自律神経活動の変化とリスク因子の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （心臓血管外科） 

 

93．課題名：血液透析患者を対象とした自律神経活動の経時的変化の解明 

特に問題なく、承認となった。                       （心臓血管外科） 

 

94．課題名：ＩＣＵにおける心臓血管外科術後血糖管理の最適化に関する研究 

特に問題なく、承認となった。                       （心臓血管外科） 

 

95．課題名：術後心房細動発症を予測するリスクアセスメントの確立：術前自律神経活動指標の応用 

特に問題なく、承認となった。                       （心臓血管外科） 

 

96．課題名：膵臓胆道腫瘍におけるオミックス解析による新規分子診療標的の同定（多施設共同後方視的探索

研究）」に対する当院症例のパラフィンブロックの貸出 

特に問題なく、承認となった。                       （病理診断科） 

 

97．課題名：自然気胸の研究（当科で 2011年から 2019年までに手術を受けた自然気胸患者の予後調査） 

特に問題なく、承認となった。                       （呼吸器外科） 

 

98．課題名：周波数解析とフェイズマッピング解析による心房細動基質の同定 

特に問題なく、承認となった。                       （循環器内科） 

 

99．課題名：持続性心房細動における肺静脈隔離後の周波数解析アブレーションの有効性の評価 

特に問題なく、承認となった。                       （循環器内科） 

 

100．課題名：発作性心房細動における心房細動基質とカテーテルアブレーション後の再発因子の検討 

特に問題なく、承認となった。                       （循環器内科） 

 

101．課題名：慢性扁桃炎および伝染性単核症由来 EBウイルス臨床株の解析 

特に問題なく、承認となった。                       （微生物学） 

 

102．課題名：胃がん細胞に感染している EBウイルス臨床株の解析 

特に問題なく、承認となった。                       （微生物学） 

 

103．課題名：後発医薬品に対する意識調査の研究 

特に問題なく、承認となった。                       （薬剤部） 

 

104．課題名：服薬管理に関する患者評価指標 PharMA score の有用性評価 

特に問題なく、承認となった。                       （臨床薬剤学） 



10 

 

105．課題名：大腸癌のおける BEX2分子の役割についての検討 

特に問題なく、承認となった。                       （消化器外科） 

 

106．課題名：腎細胞癌または悪性軟部腫瘍に対するパゾパニブの血中濃度測定による個別化療法に 

向けた研究 

特に問題なく、承認となった。                       （泌尿器科） 

 

2．報告事項 

１）新規審査 

①. 課題名：診療データに基づく本態性高血圧患者に対する利尿薬の処方状況に関する調査  

（迅速審査日：令和 3年 2月 1日）                        （薬剤部） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

②. 課題名：大動脈弁狭窄症の診断，重症度評価における頸動脈エコーの有用性  

（迅速審査日：令和 3年 2月 1日）                        （総合診療科） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

③. 課題名：急性膵炎に対する緊急内視鏡的経鼻膵管ドレナージの効果  

（迅速審査日：令和 3年 2月 4日）                        （消化器内科） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

④. 課題名：進行・再発非小細胞肺癌患者における免疫療法の効果と BMI などの背景因子との関連性の 

後方視的検討（IO-BMI study） 

（迅速審査日：令和 3年 2月 4日）                        （呼吸器内科） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

⑤. 課題名：診療録を用いた院内副作用症例の抽出方法の検討  

（迅速審査日：令和 3年 2月 5日）                       （薬剤部） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

             

⑥. 課題名：急性期病院における高齢摂食嚥下障害者の経口摂取確立の要因の検討  

（迅速審査日：令和 3年 2月 8日）                    （リハビリテーション部） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

⑦. 課題名：脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性等の検証のための研究－ 

（迅速審査日：令和 3年 2月 8日）                        （脳神経外科）                  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 
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⑧. 課題名：C-reactive protein (CRP)による胆嚢炎時の手術難易度予測 

（迅速審査日：令和 3年 2月 9日）                      （肝胆膵外科）                  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

     

⑨. 課題名：骨粗鬆症性椎体骨折による神経障害の検討 (多施設前向き研究) 

（迅速審査日：令和 3年 2月 9日）                      （整形外科）                  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

⑩. 課題名：頚部脊髄症に対する椎弓形成術の治療成績の比較検討（多施設前向き研究） 

（迅速審査日：令和 3年 2月 9日）                      （整形外科）                  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

⑪. 課題名：好酸球性炎症性疾患における SLPIと関連分子の発現解析 

（迅速審査日：令和 3年 2月 9日）                        （免疫学）                  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

 

２）実施計画書の一部変更 

①．課題名：心臓外科手術患者における手術前後の心内血流の解析 

研究実施計画書の変更（研究期間の延長）、同意説明文書の変更について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 25日）                    （心臓血管外科） 

 

②．課題名：慢性心不全患者のフレイル実態調査 

研究実施計画書の変更について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 25日）                   （リハビリテーション部） 

 

③．課題名：硬膜外麻酔穿刺時の体位介助における熟達看護師の看護実践 

研究実施計画書の変更について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 26日）                   （手術部） 

 

④．課題名：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 

研究実施計画書の変更について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 28日）                   （整形外科） 

 

⑤．課題名：尿路生殖器癌におけるナマズ卵レクチン（Sillurus asotus lectin, SAL）およびシアル酸結合性

レクチン（sialic acid-binding lectin, SBL）の認識抗原発現の検討 

研究実施計画書の変更、同意説明文書の変更について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 28日）                   （泌尿器科） 

 

⑥．課題名：CTC（末梢循環癌細胞）の DNA/RNA/タンパク質解析、cfDNA（血中遊離 DNA）解析による尿路生殖 
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器癌 治療選択最適化の検討 

研究実施計画書の変更、同意説明文書の変更について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 28日）                   （泌尿器科） 

 

⑦．課題名：慢性扁桃炎および伝染性単核症由来 EBウイルス臨床株の解析 

研究実施計画書の変更（研究期間の延長）について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 28日）                   （微生物学） 

 

⑧．課題名：胃がん細胞に感染している EBウイルス臨床株の解析 

研究実施計画書の変更（研究期間の延長）について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 1 月 28日）                   （微生物学） 

 

⑨．課題名：もの忘れ外来における Mini-Mental-State-Examination(MMSE)に Ala score を併用することの 

有用性 

研究実施計画書の変更（研究期間の延長、症例数の変更、分担研究者の変更、研究書の変更）について、

特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 2 月 9日）                     （総合診療科） 

 

⑩．課題名：新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に伴う糖尿病患者の血糖コントロールの変化 

研究実施計画書の変更（分担研究者の変更）について、特に問題なく、承認となった。  

（迅速審査日：令和 3年 2 月 5日）                   （糖尿病代謝内科） 

 

３）終了報告 

①．課題名：当院における抗菌薬 TDM ガイドライン 2016 改訂版によるバンコマイシンの投与設計と 

実測トラフ値に関する検討 

   研究終了について報告があり、了承された。 

 

Ⅱ．『臨床倫理に関する審査』 

１．報告事項 

１）症例報告 

①. 課題名：ベリムマブが奏功したループス頭痛の 2例                                         

（迅速審査日：令和 3年 1月 25 日）                      （血液・リウマチ科） 

  

②. 課題名：血管造影室における各施設での COVID-19対応 

（迅速審査日：令和 3年 2月 2日）                       （臨床工学部） 

 

③・課題名：重度感覚性失語症例に対する視覚認知課題の有効性                                         

（迅速審査日：令和 3年 2月 1日）                      （リハビリテーション部） 
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④・課題名：音韻検索に過剰な注意を向ける伝導失語症例における視覚認知課題の有効性                                       

（迅速審査日：令和 3年 2月 10 日）                    （リハビリテーション部） 

 

Ⅱ．『その他』 

１．報告事項 

倫理指針からの逸脱の事例について、事務局より説明があった。 

 

 

 以上 

 


