
2021 年 8 月 5 日 

第 187 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会 会議記録の概要 

 

日時：2021 年 8 月 4 日（水）15:00～16：50、16：59～17：56 

場所：株式会社 未来医療研究センター 2F 会議室 

 

要件①：自然科学面有識者 ②：人文・社会科学面有識者 ③：一般の代表者 

1)内部委員 

2)外部委員 

※委員は全員 Web会議にて参加 

※益田委員長は臨床研究・審議 3)、審議 20)、審議 35)、製造販売後調査・審議 1)、審議 14) について審議・

採決不参加 

※平山委員は臨床研究・審議 3)、審議 22)から審議 41)、製造販売後調査・審議 1)から審議 15) について審

議・採決不参加 

 

†専門委員： 

審議 5) 日本大学医学部外科学系心臓血管外科学分野教授 田中 正史（Web会議にて参加） 

 

 

出席者： 

審議 2) 湘南鎌倉総合病院 血液内科・部長 玉井 洋太郎（Web 会議にて参加） 

審議 3)、審議 4) 湘南鎌倉総合病院 呼吸器内科・部長 福井 朋也（Web会議にて参加） 

審議 5) 千葉西総合病院 心臓血管外科・医師 中山 泰介（Web 会議にて参加） 

 

 

倫理委員会委員

の 

氏名・職名 

 

出席：○ 

欠席：× 

 

出欠 氏  名 要件 職 名 

[ ○ ］ 委員長   益田 典幸 ① 
和泉市立総合医療センター 内科 特別顧問・臨床研究セ
ンター長 1） 

[ ○ ］ 副委員長  田原 一二 ① 
武蔵野大学薬学部大学院薬科学研究科 

薬学研究所レギュラトリーサイエンス研究室客員教授２） 

[ ○ ］ 平山 篤志 ① 医療法人警和会 大阪警察病院 循環器内科 特別顧問２） 

[ ○ ］ 松浦 正明 ① 帝京大学大学院公衆衛生学研究科教授２） 

[ ○ ］ 千葉 康司 ① 横浜薬科大学薬学部 臨床薬理学研究室教授２） 

[ ○ ］ 田中 佐知子 ① 昭和大学 薬学教育学講座教育実践学部門 部門長 2） 

[ ○ ］ 五十子 敬子 ② 尚美学園大学名誉教授２） 

[ ○ ］ 徳岡 卓樹 ② 東京丸の内法律事務所弁護士２） 

[ ○ ］ 加藤 正史 ③ 日刊工業新聞社論説委員２） 

[ ○ ］ 加藤 浩司 ③ 前三鷹市議会議員(三鷹市政功労者)２） 

[ × ］ 高橋 智 ① 一般社団法人徳洲会 東京本部薬剤部長 1） 

[ ○ ］ 土佐 好子 ① 元 一般社団法人徳洲会 東京本部 臨床試験部 顧問 1） 



 

会次第： 

1. その他 

2. 利益相反状況 

3. 審議事項 

4. 報告事項 

5. 次回開催について 

 

 

1. その他 

・委員名簿改訂について 

・審査方針の確認 

 

2. 利益相反状況 

「3．審議事項」の臨床研究の審議番号 1～4、7～10、12～19、21～26、28～38、40、41 番は、利益相反につ

いて適切に管理されていることが確認された。 

 

3. 審議事項 

 

⚫ 臨床研究 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 実施の可否；「【1777】潰瘍性大腸炎の発癌サーベイランスを目的とした分子病理学的解析」(札幌東徳洲会病

院) 

 

審議結果：継続審査 

 

実施計画書 

・3 ページ 研究目的 「TP53 をはじめとするドライバー遺伝子」は「TP53 をはじめとする遺伝子」に修正くださ

い。 

・3 ページ 対象者選定方針 未成年（代諾者から同意が得られている患者）を追記ください。 

・4 ページ 評価項目 「その他の遺伝子変異の蓄積の有無とパターン」は「KRAS、APC 等の遺伝子変異の蓄

積の有無のパターン」に修正ください。 

・4 ページ 評価項目 dysplasia と TP53 変異の一致率を評価する旨追記ください。 

・4 ページ 統計解析 目的変数（癌の発症/未発症）を追記ください。 

・4 ページ 統計解析 「異型度と各疾患、罹病期間、活動性 index 等背景要因との～」は「異型度と各疾患、

罹病期間、活動性 index、p53 免疫染色／TP53 遺伝子異常等背景要因との～」に修正ください。 

・9 ページ 遺伝カウンセリング カウンセリング料金を記載ください。 

 



医学系指針対応案件 

2) 実施の可否；「【1778】濾胞性リンパ腫における obinutuzumab の効果・耐性に関わる臨床分子病理学的検

討」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

実施計画書 

・「24.参考資料・文献リスト」の記載されている実施計画書を再提出ください。 

 

同意説明文書 

・オビヌツマブとベンダムスチンの併用療法である旨わかるように記載ください。 

 

コメント 

・実施計画書 次回改定時に記載を整備ください。 

・同意説明文書 記載を整備ください。 

 

3) 実施の可否；「【1779】アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニング

とモニタリングのための多施設共同前向き観察研究：Lung Cancer Genomic Screening Project for 

Individualized Medicine in Asia (LC-SCRUM-Asia)」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

1 名分の利益相反自己申告書及び受講履歴を提出ください。 

 

コメント 

・履歴書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

4) 実施の可否；「【1780】非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリ

ーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究：Lung Cancer Genomic Screening Project for 

Individualized Medicine-Molecular Testing for Resistant Tumors to Systemic Therapy (LC-

SCRUM-TRY)」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

1 名分の利益相反自己申告書及び受講履歴を提出ください。 

 

コメント 

・履歴書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 



5) その他（検討を要する医療行為）；「【1781】Stanford A 型大動脈解離保存加療後の解離性動脈瘤に対するス

テントグラフト内挿術」(千葉西総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

説明書 

・「研究責任者」は「責任医師」に修正ください。 

 

コメント 

・当該症例の治療・フォローアップ終了後、報告してください。 

 

6) 実施の可否；「【1754】人工膝関節置換術後遷延痛の薬物治療の有効性と背景の検討」【初回審議 第 186 回

2021 年 7 月 7 日】(鎌ケ谷総合病院) 

・保留対応について 

 

審議結果：保留 

 

周術期に消炎・鎮痛薬を固定して 3 か月投与することに対する倫理的な観点から、このパートについては診療と

して実施することを検討ください。また、遷延痛に対する無作為化比較検討パートに関しては、遷延痛の定義を

明確にした上で選択基準に、また比較試験で割付ける薬剤を使用した患者を除外基準に追加ください。 

 

同意説明文書 

・対象薬の費用が異なることについては、「16、研究中の医療費について」に記載ください。 

・4 ページ 6 項 ドンペリドンの効果、主な副作用を追記ください。 

 

7) 継続の可否；「【191】人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金とアルミナセラミックの耐摩

耗性に関する無作為化比較試験」【初回審議 第 59 回 2011 年 7 月 20 日】(湘南鎌倉人工関節センター) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

8) 継続の可否；「【583】腎摘出術による病気腎（小径腎腫瘍）を用いた修復腎移植術に関する研究」【初回審議 

第 118 回 2016 年 1 月 6 日】(宇和島徳洲会病院、東京西徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院、中部徳洲会病

院、南部徳洲会病院、湘南藤沢徳洲会病院、成田富里徳洲会病院) 

・継続審査(宇和島徳洲会病院、東京西徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 



9) 継続の可否；「【628】骨髄不全患者における、PNH 型血球割合と PNH 関連の臨床症状を経時的にみる観察

研究 Search for Unidentified Links between PNH Clone Size and the Related Clinical 

Manifestations  by High Precision Flow Cytometry (SUPREMACY)」【初回審議 第 14 回迅速 2016

年 4 月 28 日】(宇治徳洲会病院、中部徳洲会病院) 

・研究計画書等変更(中部徳洲会病院) 

・継続審査（中部徳洲会病院） 

 

審議結果：承認 

 

10) 継続の可否；「【725】中等度冠動脈狭窄病変における冠血流予備量、冠動脈血流予備量比、冠微小血管抵抗

指標の有用性評価」【初回審議 第 19 回迅速 2016 年 9 月 27 日】(札幌東徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更(札幌東徳洲会病院) 

・継続審査（札幌東徳洲会病院） 

 

審議結果：承認 

 

11) 継続の可否；「【818】心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向

き観察研究（多施設共同研究）」【初回審議 第 29 回迅速 2017 年 4 月 27 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

12) 継続の可否；「【855】慢性腎不全患者に対するシンバイオティクス介入による腸内環境、尿毒症環境への影響の

検討」【初回審議 第 137 回 2017 年 7 月 5 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・重篤な有害事象報告【第 1 報 1 件】 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

13) 継続の可否；「【882】日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究」【初回審議 第

33 回迅速 2017 年 8 月 30 日】(宇治徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

14) 継続の可否；「【888】関節リウマチ患者における治療有効性の検討」【初回審議 第 33 回迅速 2017 年 8 月 30

日】(鎌ケ谷総合病院) 



・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

15) 継続の可否；「【932】甲状腺生検診断における遺伝子変異解析の意義に関する研究」【初回審議 第 36 回迅

速 2017 年 11 月 29 日】(札幌東徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

16) 継続の可否；「【1014】日本補体学会主導共同研究：新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包

括的登録と治療指針確立。「エクリズマブ（遺伝子組み換え）使用に際しての補体検査」」【初回審議 第 147 回

2018 年 5 月 9 日】(札幌東徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

17) その他；「【1021】低強度体外衝撃波による勃起障害に対する治療の実施について」【初回審議 第 147 回

2018 年 5 月 9 日】(千葉西総合病院) 

・検討を要する医療行為(継続審査） 

 

審議結果：承認 

 

18) 継続の可否；「【1049】補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業」【初回審議 第 44 回迅速 2018

年 7 月 25 日】(名古屋徳洲会総合病院、宇治徳洲会病院、千葉西総合病院、札幌東徳洲会病院、大隅鹿屋

病院) 

・研究計画書等変更(名古屋徳洲会総合病院) 

・継続審査（名古屋徳洲会総合病院） 

 

審議結果：承認 

 

19) 継続の可否；「【1055】脳血管障害片麻痺患者に対するロボット型短下肢装具のリハビリテーション介入の効果

の検討」【初回審議 第 149 回 2018 年 7 月 4 日】(千葉徳洲会病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 



20) 継続の可否；「【1073】進行期非小細胞肺癌又は悪性胸膜中皮腫における抗 PD1/PDL1 抗体による耐性とβ2

マイクログロブリンの相関に関する研究」【初回審議 第 150 回 2018 年 8 月 1 日】(宇治徳洲会病院、和泉市

立総合医療センター) 

・研究計画書等変更(宇治徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

21) 継続の可否；「【1089】消化管静脈瘤・難治性腹水データベース作成」【初回審議 第 46 回迅速 2018 年 9 月

26 日】(静岡徳洲会病院、湘南藤沢徳洲会病院、湘南厚木病院、湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

22) 継続の可否；「【1125】膵腫瘍精密医療のためのモデルに関する研究」【初回審議 第 48 回迅速 2018 年 11

月 28 日】(札幌東徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

23) 継続の可否；「【1150】肝細胞がんに対するレンバチニブの有用性と生存期間に寄与する因子の多施設共同研

究」【初回審議 第 50 回迅速 2019 年 1 月 30 日】(湘南鎌倉総合病院、湘南藤沢徳洲会病院) 

・継続審査(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

24) 継続の可否；「【1230】慢性肝疾患に伴う肝性腹水患者に対する CT と BIA を使用した骨格筋量測定に関する

検討」【初回審議 第 54 回迅速 2019 年 5 月 29 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

25) 継続の可否；「【1255】深層学習を用いた慢性硬膜下血腫の画像研究」【初回審議 第 56 回迅速 2019 年 7 月

31 日】(宇治徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 



26) 継続の可否；「【1264】血液透析患者における末梢血単核球細胞の分析-CD34 陽性細胞数、血管内皮前駆細

胞(EPC)コロニー形成能、QQ 培養前後の各種サイトカイン・成長因子分泌能の検討-」【初回審議 第 56 回迅

速 2019 年 7 月 31 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

27) 継続の可否；「【1276】大腸腫瘍に対する underwater endoscopic submucosal dissection と conventional 

endoscopic submucosal dissection の有用性に関するランダム化比較試験」【初回審議 第 163 回 2019 年

8 月 7 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

28) 継続の可否；「【1278】腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置術時の下腸間膜動脈塞栓の有用性の評価：

多施設前向き無作為化比較試験 Randomized controlled trial of preemptive inferior mesenteric 

artery embolization during endovascular aortic aneurysm repair (Clarify-IMA)」【初回審議 第 163

回 2019 年 8 月 7 日】(岸和田徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査（湘南鎌倉総合病院） 

 

審議結果：承認 

 

29) 継続の可否；「【1287】慢性肝障害を合併するアルコール依存症患者に対するナルメフェン投与に関する前向き

検討」【初回審議 第 57 回迅速 2019 年 8 月 28 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

30) 継続の可否；「【1290】骨髄腫細胞における SLAMF7 発現量と骨髄腫患者における抗 SLAMF7 抗体療法の

治療効果との関連解析（多施設共同前向き観察研究）」【初回審議 第 57 回迅速 2019 年 8 月 28 日】(湘南鎌

倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 



31) 継続の可否；「【1459】左冠動脈主幹部中等度狭窄病変における OCT 由来最小血管内腔面積、冠血流予備

量比（FFR）、FFRCT の比較 Multimodality assessment of intermediate left main stenosis: 

Comparison of optical coherence tomography-derived minimal lumen area, invasive fractional flow 

reserve and FFRCT」【初回審議 第 66 回迅速 2020 年 5 月 26 日】(札幌東徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

32) 継続の可否；「【1495】リンパ管細静脈吻合術を主体とした上肢・下肢リンパ浮腫治療効果の評価研究」【初回審

議 第 67 回迅速 2020 年 6 月 24 日】(湘南厚木病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

33) 継続の可否；「【1499】造血器疾患における遺伝子異常・エピジェネティクス異常の網羅的解析研究（G697）」

【初回審議 第 174 回 2020 年 7 月 1 日】(宇治徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

34) 継続の可否；「【1501】内視鏡外科手術の多施設データベース構築」【初回審議 第 174 回 2020 年 7 月 1 日】

(千葉西総合病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

35) 継続の可否；「【1504】非小細胞肺癌における免疫チェックポイント阻害剤投与後、長期にわたり再発・増大して

いないメカニズムの解明のための探索研究」【初回審議 第 174 回 2020 年 7 月 1 日】(和泉市立総合医療セン

ター) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

36) 継続の可否；「【1509】EGFR 遺伝子変異陽性肺癌の EGFR 阻害薬リチャレンジの効果と安全性に関する前向

き観察研究」【初回審議 第 68 回迅速 2020 年 7 月 29 日】(宇治徳洲会病院) 



・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・補遺 次回改訂時に研究登録の記載の変更を実施ください。 

 

37) 継続の可否；「【1510】再発・進行非小細胞肺がんを対象とした複合免疫治療後のドセタキセル、ラムシルマブ併

用治療の臨床的意義を明らかとする多施設共同前向き観察研究」【初回審議 第 68 回迅速 2020 年 7 月 29

日】(宇治徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

38) 継続の可否；「【1511】血栓塞栓症併発肺がん患者の臨床像を明らかにする後方視的研究」【初回審議 第 68

回迅速 2020 年 7 月 29 日】(宇治徳洲会病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

39) 継続の可否；「【1528】胃上皮性腫瘍の内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)における S-O クリップ使用群と糸付き

クリップ使用群のランダム化比較試験」【初回審議 第 175 回 2020 年 8 月 5 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

40) 継続の可否；「【1533】腎生検で診断の得られた希少 6 腎疾患の臨床像と病理学的特徴の検討に関する研究」

【初回審議 第 69 回迅速 2020 年 8 月 26 日】(札幌徳洲会病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

41) 継続の可否；「【1541】複雑大動脈腸骨動脈病変へのカバードステント（VIABAHN VBX）を用いた血管内治療

に関する多施設前向き研究 （The optimal strategy with VIABAHN VBX covered stent for complex 

aort-iliac artery disease by endovascular procedure：AVOCADO-II 試験）」【初回審議 第 69 回迅速

2020 年 8 月 26 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 



 

審議結果：承認 

 

⚫ 製造販売後調査 

 

1) 実施の可否；「エドルミズ®特定使用成績調査〔がん悪液質：非小細胞肺癌、胃癌、膵癌、大腸癌〕」（小野薬品工

業株式会社）（野崎徳洲会病院 002-21-52、宇治徳洲会病院 007-21-53、八尾徳洲会総合病院 004-21-55、

004-21-56、和泉市立総合医療センター070-21-54） 

 

審議結果：承認 

 

2) 実施の可否；「エンハーツ®点滴静注用 100mg 特定使用成績調査‐胃癌患者を対象とした間質性肺疾患の検

討‐」（第一三共株式会社）（名古屋徳洲会総合病院 016-21-51、湘南鎌倉総合病院 24-21-64、千葉西総合

病院 025-21-55) 

 

審議結果：承認 

 

3) 実施の可否；「ポライビー®点滴静注用 30 ㎎、同 140 ㎎ 一般使用成績調査（全例調査） -再発又は難治性の

びまん性大細胞性 B 細胞リンパ腫-」（中外製薬株式会社）（湘南鎌倉総合病院 024-21-58、千葉西総合病院

025-21-56、宇治徳洲会病院 007-21-54） 

 

審議結果：承認 

 

4) 実施の可否；「ヒュミラ®皮下注特定使用成績調査－壊疽性膿皮症患者を対象とした長期使用に関する調査－」

（アッヴィ合同会社）（福岡徳洲会病院 006-21-54） 

 

審議結果：承認 

 

5) 実施の可否；「アデムパス錠使用成績調査（肺動脈性肺高血圧症）」（バイエル薬品株式会社）（宇治徳洲会病

院 007-21-55) 

 

審議結果：承認 

 

6) 実施の可否；「ローブレナ錠特定使用成績調査」（ファイザー株式会社）（札幌東徳洲会病院 012-21-53） 

 

審議結果：承認 

 

7) 実施の可否；「スマイラフ®錠 50mg，100mg 特定使用成績調査」（アステラス製薬株式会社（株式会社 EP ファ

ーマライン））（湘南鎌倉総合病院 024-21-59） 



 

審議結果：承認 

 

8) 実施の可否；「ベネクレクスタ®錠特定使用成績調査－急性骨髄性白血病を対象とした全例調査－」（アッヴィ合

同会社）（湘南鎌倉総合病院 024-21-60） 

 

審議結果：承認 

 

9) 実施の可否；「レミトロ®点滴静注用 300μg 特定使用成績調査－再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫及

び皮膚 T 細胞性リンパ腫患者における安全性に関する調査（全例調査）－」（エーザイ株式会社（株式会社 EP

ファーマライン））（湘南鎌倉総合病院 024-21-61) 

 

審議結果：承認 

 

10) 実施の可否；「バフセオ®錠 150mg/300mg 特定使用成績調査（長期使用に関する調査）」（田辺三菱製薬株式

会社）（湘南鎌倉総合病院 024-21-62） 

 

審議結果：承認 

 

11) 実施の可否；「マスーレッド錠長期特定使用成績調査」（バイエル薬品株式会社（シミック株式会社））（湘南鎌倉

総合病院 024-21-63） 

 

審議結果：承認 

 

12) 実施の可否；「バベンチオ®点滴静注 200mg 特定使用成績調査（根治切除不能な尿路上皮癌における化学療

法後の維持療法）」（メルクバイオファーマ株式会社（IQVIA サービシーズジャパン株式会社））（茅ヶ崎徳洲会

病院 072-21-51） 

 

審議結果：承認 

 

13) その他（同意説明文書の変更）；「イラリス®皮下注用 150mg, イラリス®皮下注射液 150mg 使用成績調査（既

存治療で効果不十分な家族性地中海熱，TNF 受容体関連周期性症候群，高 IgD 症候群（メバロン酸キナー

ゼ欠損症））」（ノバルティスファーマ株式会社）（湘南鎌倉総合病院 024-19-52） 

 

審議結果：承認 

 

14) 実施の可否；「コミナティ筋注 特定使用成績調査（COVID-19 の重症化リスクが高いと考えられる基礎疾患を有

する者を対象とした調査）」（ファイザー株式会社（イーピーエス株式会社））（羽生総合病院 011-51-51） 

 



審議結果：承認 

 

15) 実施の可否；「ロナプリーブ TM 点滴静注セット 300、ロナプリーブ TM 点滴静注セット 1332 市販直後調査」（中

外製薬株式会社）（鎌ケ谷総合病院 064-21-53） 

 

審議結果：承認 

 

 



4. 報告事項 

  

⚫ 臨床研究（終了報告、承認報告等） 

 

1) 終了報告；「【659】アセトアミノフェン（APAP）及びそのグルクロン酸代謝物（AP-glu）の血中濃度とアセトアミノフ

ェン誘発肝障害との関連性」【初回審議 第 16 回迅速 2016 年 6 月 28 日】(八尾徳洲会総合病院) 

 

2) 終了報告；「【912】退院患者を対象とした転倒予防指導の有効性に関する多施設共同ランダム化比較試験」【初

回審議 第 140 回 2017 年 10 月 4 日】(八尾徳洲会総合病院) 

 

3) 終了報告；「【1098】腸閉塞全国集計：腹腔鏡手術と癒着防止フィルムは腸閉塞を減少させたか？」【初回審議 

第 46 回迅速 2018 年 9 月 26 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

4) 中止報告；「【1254】ビカルタミドを用いた CAB 療法後の去勢抵抗性前立腺癌に対する抗アンドロゲン剤交替

療法と早期エンザルタミド導入療法の多施設前向き無作為化比較試験(OCUU-CRPC study)の予後追跡調

査」【初回審議 第 57 回迅速 2019 年 8 月 28 日】(八尾徳洲会総合病院) 

 

5) 終了報告；「【1275】Arterial insufficiency, infection, and foot deformity concept in the management of 

diabetic foot ulcer」【初回審議 第 163 回 2019 年 8 月 7 日】(八尾徳洲会総合病院) 

 

6) 終了報告；「【1239】心電計付き血圧計を用いた、心房細動アブレーション後の心房細動再発早期検出の検討」

【初回審議 第 55 回迅速 2019 年 6 月 24 日】(宇治徳洲会病院) 

 

7) 終了報告；「【1302】脊椎手術における高位誤認の調査（後ろ向き観察研究）」【初回審議 第 58 回迅速 2019

年 9 月 25 日】(南部徳洲会病院) 

 

8) 終了報告；「【1500】COVID-19 急性期における SARS-CoV-2 Total 抗体価の評価」【初回審議 第 174 回

2020 年 7 月 1 日】(千葉西総合病院) 

 

9) 終了報告；「【1513】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染初期における中和活性と抗体保有の関連に

ついての観察研究」【初回審議 第 68 回迅速 2020 年 7 月 29 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

10) 終了報告；「【1524】日本人の慢性骨髄性白血病患者の血栓症リスクの評価について」【初回審議 第 68 回迅

速 2020 年 7 月 29 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

11) 中止報告；「【1531】帝王切開術時におけるオピオイド添加脊柱管ブロックの鎮痛効果の後方視的検討」【初回

審議 第 69 回迅速 2020 年 8 月 26 日】(宇治徳洲会病院) 

 

12) 終了報告；「【1540】中心性頚髄損傷の保存的治療成績の検討」【初回審議 第 69 回迅速 2020 年 8 月 26



日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

13) 終了報告；「【1548】Wolverine 前拡張後の SYNERGY 留置症例データを用いた Cutting Balloon 有効性

を確認する後ろ向き研究」【初回審議 第 70 回迅速 2020 年 9 月 30 日】(中部徳洲会病院) 

 

14) 中断報告；「【1563】COVID-19 感染患者治療の疫学的調査」【初回審議 第 71 回迅速 2020 年 10 月 28 日】

(宇治徳洲会病院) 

 

15) 終了報告；「【1592】SARS-CoV2 感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果の検討を目的としたファ

ビピラビルの多施設非盲検ランダム化臨床試験における胸部画像の解析（付随研究）」【初回審議 第 72 回迅

速 2020 年 11 月 25 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

16) 中止報告；「【1595】卵巣高異型度漿液性癌の病理組織学的細分類における診断再現性の検討」【初回審議 

第 72 回迅速 2020 年 11 月 25 日】(吹田徳洲会病院) 

 

17) 終了報告；「【1623】MICS（低侵襲心臓手術）における椎弓板ブロックの有用性の検討」【初回審議 第 74 回迅

速 2021 年 1 月 27 日】(札幌東徳洲会病院) 

 

18) 終了報告；「【1626】脳卒中センターに緊急入院した脳卒中患者の自宅退院後の生活自立度と再発予防に関す

る調査」【初回審議 第 74 回迅速 2021 年 1 月 27 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

19) その他；「【1673】大動脈解離に対しての末梢ステントグラフトを用いたエントリー閉鎖（分枝動脈、腸骨動脈領

域）手術」【初回審議 第 183 回 2021 年 4 月 7 日】(千葉西総合病院) 

・検討を要する医療行為について審議終了 

 

20) 承認報告；第 185 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1051】造血細胞

移植および細胞治療の全国調査」(湘南鎌倉総合病院) 

 

21) 承認報告；第 186 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1073】進行期非

小細胞肺癌又は悪性胸膜中皮腫における抗 PD1/PDL1 抗体による耐性とβ2 マイクログロブリンの相関に関

する研究」(和泉市立総合医療センター) 

 

22) 承認報告；第 185 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1228】移植非適

応初発多発性骨髄腫に対する段階的増量レナリドミド・デキサメタゾン療法及び効果不十分症例に対しエロツズ

マブを追加するレスポンスガイドセラピーの有効性および安全性の検討(DELAYED study)」(湘南鎌倉総合病

院) 

 

23) 承認報告；第 186 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1453】小細胞肺

癌の腫瘍微小免疫環境についての後ろ向き観察研究 」(和泉市立総合医療センター) 



 

24) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においてのコメント付き承認の承認「【1731】

上肢の疾患、外傷患者の日常生活動作評価表の妥当性の検討」(札幌徳洲会病院) 

 

25) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1735】

新型コロナウイルス感染症専門施設における薬剤師の取り組み評価」(湘南鎌倉総合病院) 

 

26) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1736】

当院での骨盤位外回転術の検討」(湘南鎌倉総合病院) 

 

27) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1737】

脳卒中患者の急性期高血糖状態に対する糖質管理食の有効性と安全性」(湘南鎌倉総合病院) 

 

28) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1739】

当院におけるジノプロストン膣内留置用製剤の使用経験とジノプロストン内服薬との分娩誘発効果の比較」(湘南

鎌倉総合病院) 

 

29) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1741】

脳神経外科疾患とポリファーマシー」(湘南鎌倉総合病院) 

 

30) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1744】

高血圧治療薬アカデミック・ディテーリングの効果に関する研究」(千葉西総合病院) 

 

31) 承認報告；第 81 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査においての条件付き承認の承認「【1748】

二重課題下での歩行能力と歩行効力感の関係性について」(大垣徳洲会病院) 

 

32) 承認報告；第 186 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1752】DPC デ

ータ及び採血データが周術期の合併症及び予後に与える影響：徳洲会メディカルデータベースを用いた後ろ向

きコホート研究」(湘南鎌倉総合病院) 

 

33) 承認報告；第 186 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1753】心臓手術

におけるルートベントの術中空気塞栓予防効果に関する検討」(千葉西総合病院) 

 

34) 承認報告；第 186 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会においての条件付き承認の承認「【1755】変形性関

節症治療薬のドラッグデリバリーに関する研究」(大垣徳洲会病院) 

 

⚫ 第 82 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査（2021 年 7 月 13 日）においての結果報告 

 

1) 継続の可否；「【1643】新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査（コホート調査）」【初回審議 第 181



回 2021 年 2 月 3 日】(東京医療センター、他 107 施設（別紙参照）) 

・研究計画書等変更（北海道医療センター、仙台医療センター、宇都宮病院、東埼玉病院、千葉医療センタ

ー、東京医療センター、村山医療センター、名古屋医療センター、京都医療センター、大阪医療センター、大阪

刀根山医療センター、神戸医療センター、米子医療センター、広島西医療センター、東広島医療センター、九

州がんセンター、肥前精神医療センター、札幌北辰病院、仙台南病院、秋田病院、船橋中央病院、東京山手メ

ディカルセンター、宮崎江南病院、順天堂大学、国立病院機構本部、地域医療機能推進機構、労働者健康安

全機構、三沢病院、岐阜病院、那覇病院、防衛省共済組合本部診療所） 

 

審議結果：承認 

 

⚫ 第 83 回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査（2021 年 7 月 28 日）においての結果報告 

 

1) 実施の可否；「【1756】進行非小細胞肺癌に対する免疫療法後の肺癌外科手術の安全性に関する研究」(野崎

徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

・本研究の他施設の倫理審査結果通知書を再提出ください。 

 

情報公開文書 

・「免疫チェックポイント阻害剤」は「免疫チェックポイント阻害薬」に修正ください。 

 

2) 実施の可否；「【1757】ALK 陽性肺癌に対するアレクチニブの治療効果を予測する因子を明らかにする後方視

的観察研究」(宇治徳洲会病院、湘南藤沢徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

情報公開文書（宇治徳洲会病院） 

・「RDW」及び「抗がん剤」を適切に修正ください。 

 

情報公開文書（湘南藤沢徳洲会病院） 

・「抗がん剤」を適切に修正ください。 

 

3) 実施の可否；「【1758】進行期または術後再発非小細胞肺癌におけるイピリムマブ・ニボルマブ治療の効果と安全

性に関する多施設共同前向き観察研究」(宇治徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

補遺 



・便検体の採取量及び採取・搬送時の条件に関する情報について具体的に記載または資料を提出ください。 

 

同意説明文書 

・「免疫チェックポイント阻害剤」は「免疫チェックポイント阻害薬」に修正ください。 

 

4) 実施の可否；「【1759】ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・副作用に関する研究」(宇治徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

5) 実施の可否；「【1760】多施設後ろ向き観察研究からみた肝性脳症に対する B-RTO の有用性」(湘南藤沢徳洲

会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

情報公開文書 

・表題 「B-RTO」は和名に修正ください。 

・前文 「B-RTO」は研究目的中の記載を前文に移動ください。 

 

6) 実施の可否；「【1761】抗体医薬品の血中濃度測定」(札幌徳洲会病院、札幌東徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

同意説明文書 

・3 ページ リスクおよび利益 「濃度に基づいた安全・有効な投与量へ変更されるという利益がある場合がありま

す。」は将来の患者に対しての利益であることがわかるように記載を修正ください。 

 

7) 実施の可否；「【1762】絞扼性腸閉塞と単純性小腸閉塞の CT 所見に関する検討」(羽生総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・履歴書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

8) 実施の可否；「【1763】前立腺癌に対する各種治療方法の治療成績に関する研究（多施設共同後向き観察研

究）」(千葉徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 



・実施計画書 次回改定時に記載を整備ください。 

 

9) 実施の可否；「【1764】酸化ストレスと糖尿病性足潰瘍の治癒との関係」(千葉徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

実施計画書 

・損害賠償責任保険の写しを提出ください。 

・どのような評価項目を評価指標としてどのような統計解析を行うのか具体的に説明ください。 

 

コメント 

・実施計画書 次回改定時に記載を整備ください。 

・同意説明文書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

10) 実施の可否；「【1765】フットケアを受けている高齢透析患者の足部の角層水分量の実態と視覚的所見、日常生

活動作、痛みとの関連」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・実施計画書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

11) 実施の可否；「【1766】救急外来におけるサーフィン外傷の特徴と傷害予防」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

情報公開文書 

・「さらに追加で～電話による聞き取り調査も行います。」は「2.研究目的・方法」から「4.研究に用いる情報の種

類」に移動ください。 

 

コメント 

・実施計画書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

12) 実施の可否；「【1767】膝下動脈慢性完全閉塞病変へのガイドワイヤー通過に影響する因子に関する多施設前

向き研究 Prediction of successful guidewire crossing of below-the-knee chronic total occlusions J-

BTK CTO validation study-A prospective multicenter study in JAPAN-」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 



・研修受講履歴 1 名分を提出ください。 

 

補遺 

・研究期間は、公表までの期間を考慮して再考ください。 

・注釈に実施計画書中の「実施された」は「実施された/る」に読み替える旨記載ください。 

 

同意説明文書 

・「実施された」は「実施された/る」に修正ください。 

 

13) 実施の可否；「【1768】肺がん薬物療法における年齢別の治療選択に関する後ろ向き観察研究」(湘南鎌倉総合

病院) 

 

審議結果：承認 

 

14) 実施の可否；「【1769】糖尿病性心筋症の心エコー図診断に関する多施設共同研究」(葉山ハートセンター) 

 

審議結果：承認 

 

15) 実施の可否；「【1770】頚動脈狭窄症に対する CASPER stent と従来ステントを用いた頚動脈ステント留置術

（Carotid artery stenting： CAS）の比較検討」(鎌ケ谷総合病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

実施計画書 

・2 ページ 目的 比較検討する内容を具体的に記載ください。 

 

情報公開文書 

・目的 比較検討する内容を具体的に記載ください。 

 

コメント 

・実施計画書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

16) 実施の可否；「【1771】Distal tibial tuberosity osteotomy における脛骨開大距離が足関節背屈可動域と歩行

速度に与える影響」(大垣徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

情報公開文書 

・表題 術式名は和名に修正ください。 



・研究対象 術式の英名は削除ください。 

 

17) 実施の可否；「【1772】心肺蘇生で AED を使用した市民救助者への事後調査分析」(吹田徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

18) 実施の可否；「【1773】産後ケアの実践～利用者のニーズに応じたケア実践～」(吹田徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・履歴書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

 

19) 実施の可否；「【1774】母乳分泌に関係する褥婦の水分摂取状況とその関連要因」(吹田徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

補遺 

・FFQ の説明を追加ください。 

 

コメント 

・履歴書 記載を整備ください（詳細は別途提示）。 

・実施計画書 次回改定時に記載を整備ください。 

 

20) 実施の可否；「【1775】高齢者における非定型抗精神病薬投与後の嚥下障害」(吹田徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

実施計画書 

・1 ページ 研究背景 SDA と MARTA の違いについて追記ください。 

 

情報公開文書 

・非定型抗精神病薬について具体的に該当薬剤名等説明を追記ください。 

 

コメント 

・研究期間について再考ください。 

 

21) 実施の可否；「【1776】人工股関節全置換術を予定している高齢変形性股関節症女性患者の筋内非収縮組織

量と大腿骨骨密度との関連性」(湘南鎌倉人工関節センター) 



 

審議結果：条件付承認 

 

実施計画書 

・1 ページ 研究背景 筋内非収縮組織量の説明を追加ください。 

 

22) 継続の可否；「【1522】救急医療において薬剤師が実施した医薬品情報提供内容に関する調査・検討」【初回審

議 第 68 回迅速 2020 年 7 月 29 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

23) 継続の可否；「【1738】新規に診断された急性前骨髄球性白血病患者の急性呼吸不全に関する後方視的解析」

【初回審議 第 81 回迅速 2021 年 6 月 30 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

⚫ 製造販売後調査（実施報告、終了報告） 

 

1) 実施報告；「バベンチオ®点滴静注 200 mg 特定使用成績調査（根治切除不能な尿路上皮癌における化学療

法後の維持療法）」（メルクバイオファーマ株式会社（IQVIA サービシーズジャパン株式会社））（松原徳洲会病

院 001-21-53、八尾徳洲会総合病院 004-21-54） 

 

2) 実施報告；「コレアジン錠 12.5mg 使用成績調査」（アルフレッサファーマ株式会社）（中部徳洲会病院 022-21-

53） 

 

3) 終了報告；「プラルエント®皮下注 特定使用成績調査(長期使用に関する調査)」(サノフィ株式会社)(福岡徳洲会

病院 006-17-58、湘南藤沢徳洲会病院 008-17-55） 

 

4) 終了報告；「イミフィンジ®点滴静注 120mg、500mg 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化

学放射線療法後の維持療法の患者を対象とした特定使用成績調査」（アストラゼネカ株式会社）（宇治徳洲会病

院 007-18-54） 

 

5) 終了報告；「イムセラ®カプセル 0.5mg（多発性硬化症）使用成績調査」(田辺三菱製薬株式会社)(湘南藤沢徳洲

会病院 008-12-55） 

 

6) 終了報告；「アポカイン®皮下注 30mg 特定使用成績調査（長期使用に関する調査）（全例症例）」(協和発酵キリ

ン株式会社) (湘南藤沢徳洲会病院 008-15-52） 



 

7) 終了報告；「トラゼンタ錠 5 ㎎特定使用成績調査(併用療法における長期使用に関する調査)」(日本ベーリンガー

インゲルハイム株式会社)(古河総合病院 047-13-51) 

 

8) その他（不適合報告）；「「コミナティ筋注 特定使用成績調査（COVID-19 の重症化リスクが高いと考えられる基

礎疾患を有する者を対象とした調査）」(ファイザー株式会社（イーピーエス株式会社）)(野崎徳洲会病院 002-21-

51) 

 

 

5. 次回開催について 

2021 年 9 月 1 日（水）16 時 00 分～ 

 

 

以上 

  



 

【別紙】1643 他 107施設 

・第 82回迅速審査結果報告 1) 

 

国立病院機構北海道がんセンター 

国立病院機構北海道医療センター 

国立病院機構函館病院 

国立病院機構仙台医療センター 

国立病院機構水戸医療センター 

国立病院機構茨城東病院 

国立病院機構宇都宮病院 

国立病院機構高崎総合医療センター 

国立病院機構渋川医療センター 

国立病院機構東埼玉病院 

国立病院機構千葉医療センター 

国立病院機構千葉東病院 

国立病院機構東京病院 

国立病院機構村山医療センター 

国立病院機構相模原病院 

国立病院機構新潟病院 

国立病院機構信州上田医療センター 

国立病院機構長良医療センター 

国立病院機構名古屋医療センター 

国立病院機構豊橋医療センター 

国立病院機構三重病院 

国立病院機構鈴鹿病院 

国立病院機構三重中央医療センター 

国立病院機構京都医療センター 

国立病院機構南京都病院 

国立病院機構大阪医療センター 

国立病院機構大阪刀根山医療センター 

国立病院機構神戸医療センター 

国立病院機構鳥取医療センター 

国立病院機構米子医療センター 

国立病院機構松江医療センター 

国立病院機構岡山医療センター 

国立病院機構呉医療センター 

国立病院機構広島西医療センター 

国立病院機構東広島医療センター 



国立病院機構関門医療センター 

国立病院機構岩国医療センター 

国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター 

国立病院機構高知病院 

国立病院機構九州がんセンター 

国立病院機構九州医療センター 

国立病院機構福岡病院 

国立病院機構大牟田病院 

国立病院機構福岡東医療センター 

国立病院機構佐賀病院 

国立病院機構肥前精神医療センター 

国立病院機構嬉野医療センター 

国立病院機構長崎医療センター 

国立病院機構熊本再春医療センター 

国立病院機構別府医療センター 

国立病院機構鹿児島医療センター 

地域医療機能推進機構北海道病院 

地域医療機能推進機構札幌北辰病院 

地域医療機能推進機構仙台病院 

地域医療機能推進機構仙台南病院 

地域医療機能推進機構秋田病院 

地域医療機能推進機構千葉病院 

地域医療機能推進機構船橋中央病院 

地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター 

地域医療機能推進機構東京城東病院 

地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター 

地域医療機能推進機構相模野病院 

地域医療機能推進機構山梨病院 

地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 

地域医療機能推進機構金沢病院 

地域医療機能推進機構福井勝山総合病院 

地域医療機能推進機構桜ケ丘病院 

地域医療機能推進機構中京病院 

地域医療機能推進機構四日市羽津医療センター 

地域医療機能推進機構神戸中央病院 

地域医療機能推進機構下関医療センター 

地域医療機能推進機構高知西病院 

地域医療機能推進機構諫早総合病院 

地域医療機能推進機構熊本総合病院 



地域医療機能推進機構人吉医療センター 

地域医療機能推進機構南海医療センター 

地域医療機能推進機構湯布院病院 

地域医療機能推進機構宮崎江南病院 

労働者健康安全機構北海道中央労災病院 

労働者健康安全機構釧路労災病院 

労働者健康安全機構青森労災病院 

労働者健康安全機構東北労災病院 

労働者健康安全機構千葉労災病院 

労働者健康安全機構東京労災病院 

労働者健康安全機構関東労災病院 

労働者健康安全機構横浜労災病院 

労働者健康安全機構新潟労災病院 

労働者健康安全機構富山労災病院 

労働者健康安全機構中部ろうさい病院 

労働者健康安全機構関西労災病院 

労働者健康安全機構神戸労災病院 

労働者健康安全機構山陰労災病院 

労働者健康安全機構岡山労災病院 

労働者健康安全機構中国労災病院 

労働者健康安全機構山口労災病院 

労働者健康安全機構愛媛労災病院 

労働者健康安全機構九州労災病院 

労働者健康安全機構長崎労災病院 

労働者健康安全機構熊本労災病院 

学校法人順天堂順天堂大学 

独立行政法人国立病院機構本部 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

独立行政法人労働者健康安全機構 

自衛隊三沢病院 

自衛隊岐阜病院 

自衛隊那覇病院 

防衛省共済組合防衛省共済組合本部診療所 

 


