
2022 年 4 月 7 日 

第 195 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：2022 年 4 月 6 日（水）15：00～16：52、17：00～18：33 

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 11)、審議 13)、審議 24) 、審議 35) について審議・採決不参加 

※平山委員は臨床研究・審議 10) について審議・採決不参加 

 

出席者： 

審議 1) 湘南鎌倉総合病院 循環器科・医長 森山 典晃（Web会議にて参加） 

審議 2) 宇治徳洲会病院 小児科・顧問 重松 陽介（Web会議にて参加） 

審議 2) 宇治徳洲会病院 小児科・部長 篠塚 淳（Web会議にて参加） 

審議 3) 宇治徳洲会病院 外科・部長 長山 聡（Web会議にて参加） 

 

会次第： 

1. 利益相反状況 

2. 審議事項 

3. 報告事項 

4. その他 

5. 次回開催について 

 

 

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  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） 



1. 利益相反状況 

「2．審議事項」の臨床研究の審議番号 1～4、6～22、24～35、37～43 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。 

 

 

2. 審議事項 

 

 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 実施の可否；「【1925】経皮的腋窩動脈アプローチを用いた経カテーテル大動脈弁置換術の有効性及び

安全性評価のための探索的臨床試験」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・3 ページ 実施体制 MRI の評価者を研究協力者に追加ください。 

・5 ページ 目的 今後比較試験を予定している旨記載ください。 

・7 ページ 除外基準 「被験者が同意のための法的能力がなく～」は「認知機能の低下により、自身の意

思で同意困難な患者」に修正ください。 

・7 ページ 症例数設定根拠 評価項目の記載は本項からは削除ください。 

・7 ページ 症例数設定根拠 「群間」は「アクセス側と非アクセス側」等具体的記載に修正ください。 

・9 ページ 併用薬（療法） 「遠隔期」は「フォローアップ期間（術後約 4 週間）」に修正ください。 

・12 ページ 副次的評価項目 「術後離床時間」は「離床までの時間」に修正ください。 

・16 ページ 統計解析 PPS の定義は削除ください。 

 

同意説明文書 

・「鎖骨下動脈」と「腋窩動脈」を明確に区別した記載に修正ください。 

・3 ページ 「などが挙げられます。」は削除ください。 

・3 ページ 「約 1 ヶ月」の前に「他の TAVI 治療と同様に」を追記ください。 

・6 ページ 予想されるリスク 「予想されるリスクにおいても、大腿動脈から治療を行った場合と同等であ

ると考えられます。また、合併症発生時の対処法においても大腿動脈からの治療と同様です。」を追記く

ださい。 

 

医学系指針対応案件 

2) 実施の可否；「【1926】小児・成人悪性腫瘍がん幹細胞の同定に関する研究」(宇治徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

 臨床研究 



同意説明文書 

・3 ページ 参加同意 未成年者に対する代諾の記載に修正ください。 

 

3) 実施の可否；「【1927】がん特異的抗原の効率的な同定とそれらを標的とした免疫治療戦略の開発」(宇

治徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

補遺 

・「がん研究会」は正式名称に修正ください。 

 

同意説明文書 

・「がん研究会」は正式名称に修正ください。 

 

生命科学・医学系指針及び医学系指針対象外案件 

4) その他（学会等への症例報告に関する倫理審査）；「【1928】Dorsal approach for isolated volar 

fracture-dislocation of the base of the second metacarpal」(千葉西総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

医学系指針対応案件 

5) 不適切事案に関する報告 

・報告 1・2 の保留対応について 

 

審議結果：承認（付帯意見付き） 

研究対象者への重大な影響、個人情報の漏洩や人権侵害は認められないため、承認する。 

厚生労働大臣への報告の必要性：無 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

6) 継続の可否；「【1426】機械学習を用いた急性心不全患者に対する投与薬剤の影響予測モデルの構築と

精度検証 」【初回審議 第 171 回 2020 年 4 月 1 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

・定期報告 

 

審議結果：承認 

 

7) 実施の可否【施設追加】および継続の可否；「【1886】新型コロナワクチン接種（1 回目および 2 回目接

種）にかかわる免疫原性および安全性調査（5 歳から 11 歳）」【初回審議 第 101 回迅速 2022 年 1 月

26 日】(順天堂大学、東京医療センター、かずえキッズクリニック、はやしクリニック) 



・研究計画書等変更(順天堂大学) 

・追加施設（順天堂大学順天堂医院） 

 

審議結果：承認 

 

医学系指針対応案件 

8) 継続の可否；「【655】人工呼吸器装着患者の呼吸と嚥下のタイミングに関する研究」【初回審議 第 123

回 2016 年 6 月 1 日】(仙台徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

9) 継続の可否；「【790】StageⅡ/Ⅲおよび CROSS1/2 の閉塞性大腸癌に対する Bridge to Surgery 

(BTS)大腸ステントの長期予後に関する多施設共同無作為化臨床試験（COBRA Trial)」【初回審議 

第 25 回迅速 2017 年 2 月 23 日】(岸和田徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院、湘南藤沢徳洲会病院、神

戸徳洲会病院) 

・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 

 

コメント 

・研究計画書等の変更は適切な時期に申請ください。 

 

10) 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) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

11) 継続の可否；「【939】抗がん治療中のせん妄の発症と重症化の予防に対する通常ケアと多職種せん妄初

期対応プログラムとの多施設クラスターランダム化比較試験」【初回審議 第 36 回迅速 2017 年 11 月

29 日】(和泉市立総合医療センター) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 



12) 継続の可否；「【956】急性胆管炎における細菌培養結果からみた抗菌薬選択と内視鏡的逆行性胆管膵

管造影の有用性についての検討」【初回審議 第 37 回迅速 2017 年 12 月 22 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

13) 継続の可否；「【1033】維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観察研究

（ETERNAL Study）」【初回審議 第 42 回迅速 2018 年 5 月 30 日】(湘南鎌倉総合病院、羽生総合病

院、湘南藤沢徳洲会病院、大隅鹿屋病院、神戸徳洲会病院、古河総合病院) 

・研究計画書等変更(古河総合病院) 

・継続審査（湘南鎌倉総合病院） 

 

審議結果：承認 

 

14) 継続の可否；「【1037】AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実証実験」

【初回審議 第 148 回 2018 年 6 月 6 日】(岸和田徳洲会病院、湘南藤沢徳洲会病院、湘南鎌倉総合

病院) 

・研究計画書等変更(岸和田徳洲会病院) 

・継続審査（岸和田徳洲会病院） 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・研究計画書等の変更は適切な時期に申請ください。 

 

15) 継続の可否；「【1082】心臓超音波検査による重症大動脈弁狭窄症治療周術期における両心室収縮の

時相差およびリバースリモデリングに関する観察研究」【初回審議 第 45 回迅速 2018 年 8 月 29 日】

(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

16) 継続の可否；「【1111】新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査-New Japan 

Cardiac Device Treatment Registry (New JCDTR)-」【初回審議 第 47 回迅速 2018 年 10 月 31

日】(札幌東徳洲会病院、名古屋徳洲会総合病院、千葉西総合病院) 

・継続審査(千葉西総合病院) 

 

審議結果：承認 

 



17) 継続の可否；「【1126】重症大動脈弁狭窄症例における、心臓カテーテル検査と CT 検査で計測された

冠血流予備量比の比較検討」【初回審議 第 48 回迅速 2018 年 11 月 28 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

18) 継続の可否；「【1127】リード抜去症例の実態調査 Japan Lead extraction registry（J-LEX レジスト

リ）」【初回審議 第 48 回迅速 2018 年 11 月 28 日】(湘南鎌倉総合病院、名古屋徳洲会総合病院、千

葉西総合病院) 

・継続審査(千葉西総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

19) 継続の可否；「【1195】大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するパクリタキセル薬剤

溶出型末梢ステントを用いた血管内治療に関する多施設・前向き研究」【初回審議 第 52 回迅速 2019

年 3 月 27 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

20) 継続の可否；「【1205】アルツハイマー型認知症の発症前・後における[11C]-PIB アミロイド PET 検査に

よる経時的変化に関する臨床研究 2」【初回審議 第 159 回 2019 年 4 月 3 日】(湘南厚木病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

21) 継続の可否；「【1213】抗エリスロポエチン受容体抗体の臨床的意義の検討」【初回審議 第 53 回迅速

2019 年 4 月 24 日】(湘南鎌倉総合病院、湘南藤沢徳洲会病院、東京西徳洲会病院) 

・継続審査(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

22) 継続の可否；「【1296】疾患コホート研究ネットワークによる疾患マーカー探索研究」【初回審議 第 164

回 2019 年 9 月 4 日】(湘南鎌倉総合病院、八尾徳洲会総合病院、福岡徳洲会病院、中部徳洲会病

院、千葉西総合病院、松原徳洲会病院、野崎徳洲会病院、岸和田徳洲会病院、宇治徳洲会病院、湘南

藤沢徳洲会病院、札幌徳洲会病院、札幌東徳洲会病院、名古屋徳洲会総合病院、千葉徳洲会病院、

大隅鹿屋病院) 

・研究計画書等変更(松原徳洲会病院、宇治徳洲会病院) 



・継続審査（松原徳洲会病院、宇治徳洲会病院） 

 

審議結果：承認 

 

23) 継続の可否；「【1321】複雑病変を有する冠動脈をゾタロリムス溶出ステントで治療した症例の複数施設に

よる登録研究」【初回審議 第 59 回迅速 2019 年 10 月 30 日】(宇治徳洲会病院) 

・重篤な有害事象報告【第 1 報 1 件】 

 

審議結果：承認 

 

24) 継続の可否；「【1369】複雑性虫垂炎に対する Interval Appendectomy 療法の有効性の検討」【初回審

議 第 62 回迅速 2020 年 1 月 29 日】(岸和田徳洲会病院、宇治徳洲会病院、吹田徳洲会病院、高砂

西部病院、野崎徳洲会病院、八尾徳洲会総合病院、神戸徳洲会病院、名古屋徳洲会総合病院) 

・研究計画書等変更(野崎徳洲会病院、名古屋徳洲会総合病院、高砂西部病院) 

・継続審査（野崎徳洲会病院、名古屋徳洲会総合病院、高砂西部病院） 

 

審議結果：承認 

 

25) 継続の可否；「【1397】血管造影画像から求めた機能的虚血評価の有用性」【初回審議 第 63 回迅速

2020 年 2 月 26 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 

 

26) 継続の可否；「【1404】PEKT 患者と維持透析患者の腎移植前後の筋力低下に関する検討」【初回審議 

第 63 回迅速 2020 年 2 月 26 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

27) 継続の可否；「【1409】進行性腎癌に対する 1st-line 治療の臨床的検討 －スニチニブとパゾパニブの

比較－」【初回審議 第 63 回迅速 2020 年 2 月 26 日】(宇治徳洲会病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

28) 継続の可否；「【1427】患者背景・治療状況が実臨床におけるがん薬物療法の治療成績・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」【初回審議 第 171 回 2020 年 4



月 1 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 

 

29) 継続の可否；「【1430】経カテーテル大動脈弁留置術治療前後の中等度冠動脈狭窄の機能的評価」【初

回審議 第 171 回 2020 年 4 月 1 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；「【1434】下腿骨折術後の機能成績に関する後方視的調査」【初回審議 第 65 回迅速

2020 年 4 月 28 日】(札幌徳洲会病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

31) 継続の可否；「【1446】大腿膝窩動脈に対する血管内治療の治療成績およびその転帰関連因子の検討

Evaluation of clinical outcome after endovascular therapy for femoropopliteal artery disease 

in Kanagawa（Landmark Registry）」【初回審議 第 65 回迅速 2020 年 4 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 

 

コメント 

・当該施設の実施症例数が大幅に増えたことによる研究全体への影響、及び研究全体の症例数に変更

の有無について確認ください。 

 

32) 継続の可否；「【1447】大腿膝窩動脈領域の末梢動脈疾患患者を対象とした血管内治療に関する実態調

査 ProspEctive multiceNter stuDy on the oUtcomes of peripheraL artery disease dUe to the 

feMoropopliteal disease treated with EndoVascular Therapy -PENDULUM-EVT-」【初回審議 

第 65 回迅速 2020 年 4 月 28 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 



 

33) 継続の可否；「【1451】高位脛骨骨切り術術後の鎮痛効果と安全性に関するセレコックスとセレコックス＋

サインバルタの比較検討」【初回審議 第 172 回 2020 年 5 月 13 日】(大垣徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

34) 継続の可否；「【1452】単顆型人工膝関節置換術における大腿骨後顆骨切り量に関する無作為化比較

試験」【初回審議 第 172 回 2020 年 5 月 13 日】(大垣徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

35) 継続の可否；「【1471】COVID-19 に関するレジストリ研究 （略称：COVIREGI-JP）」【初回審議 第 66

回迅速 2020 年 5 月 26 日】(野崎徳洲会病院、宇治徳洲会病院、湘南藤沢徳洲会病院、札幌東徳洲会

病院、仙台徳洲会病院、中部徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院、葉山ハートセンター、東京西徳洲会病

院、茅ヶ崎徳洲会病院、古河総合病院、成田富里徳洲会病院、羽生総合病院、日高徳洲会病院) 

・研究計画書等変更(宇治徳洲会病院、羽生総合病院、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 

 

コメント（札幌東徳洲会病院） 

・研究計画書等の変更は適切な時期に申請ください。 

 

36) 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、湘南藤沢徳洲会病院) 

・研究計画書等変更(宇治徳洲会病院) 

 

審議結果：条件付承認 

 

代表機関の倫理審査委員会審査結果通知書を提出ください。 

 

37) 継続の可否；「【1589】内視鏡治療周術期の後出血に関する検討」【初回審議 第 72 回迅速 2020 年

11 月 25 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 



 

審議結果：承認 

 

38) 継続の可否；「【1617】徳洲会グループ病院における 「夜間帯効果（夜間に入院することの死亡率への

影響）」の研究」【初回審議 第 180 回 2021 年 1 月 13 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

39) 継続の可否；「【1676】本邦における赤血球膜異常症の疫学と病因・病態の解析」【初回審議 第 77 回

迅速 2021 年 3 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 

 

40) 継続の可否；「【1678】胃体部に萎縮を認める症例における自己免疫性胃炎の頻度 -多施設共同研究-」

【初回審議 第 77 回迅速 2021 年 3 月 31 日】(宇治徳洲会病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

41) 継続の可否；「【1686】大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性

バルーン Ranger を用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究 PrOsPective multiCenter 

registry Of new dRug-coated ballooN Type “Ranger” for femoropopliteal disease; POPCORN 

Type R」【初回審議 第 77 回迅速 2021 年 3 月 31 日】(湘南鎌倉総合病院、八尾徳洲会総合病院) 

・研究計画書等変更(八尾徳洲会総合病院) 

・継続審査（八尾徳洲会総合病院） 

 

審議結果：承認 

 

42) 継続の可否；「【1696】「閉塞性動脈硬化症を有する患者」に対する SIXPAD の使用が下肢筋力増強に

寄与するかの検討」【初回審議 第 183 回 2021 年 4 月 7 日】(八尾徳洲会総合病院) 

・研究計画書等変更 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 



43) 継続の可否；「【1707】破裂性腹部大動脈瘤に対する瘤内塞栓による治療効果の検討」【初回審議 第

78 回迅速 2021 年 4 月 28 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査 

 

審議結果：承認 

 

44) 継続の可否；「【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」【初回審議 

第 83 回迅速 2021 年 7 月 28 日】(宇治徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

 

 

1) 実施の可否；「ラゲブリオ®カプセル 200mg 特定使用成績調査：日本人患者へ投与時の安全性」（MSD

株式会社（IQVIA サービシーズジャパン株式会社））（宇治徳洲会病院 007-22-51、名古屋徳洲会総合

病院 016-22-51、中部徳洲会病院 022-22-52、古河総合病院 047-22-51） 

 

審議結果：承認 

 

2) 実施の可否；「パドセブ®一般使用成績調査」（アステラス製薬株式会社（IQVIA サービシーズジャパン株

式会社））（福岡徳洲会病院 006-22-51、生駒市立病院 074-22-51、成田富里徳洲会病院 075-22-51） 

 

審議結果：承認 

 

3) 実施の可否；「Alto 腹部ステントグラフトシステム使用成績調査」（日本ライフライン株式会社）（松原徳洲

会病院 001-22-52、宇治徳洲会病院 007-22-52） 

 

審議結果：承認 

  

4) 実施の可否；「ロラピタ®静注 2 ㎎一般使用成績調査（プロトコール No.:B3541003）」（ファイザー株式会

社（ファイザーR&D 合同会社））（松原徳洲会病院 001-22-51） 

 

審議結果：承認 

 

5) 実施の可否；「オンパットロ®点滴静注 2mg/mL 特定使用成績調査（全例調査）」（Alnylam Japan 株

式会社 （株式会社 EP ファーマライン））（湘南鎌倉総合病院 024-22-51） 

 

審議結果：承認 

 製造販売後調査 



 

6) 実施の可否；「サピエン 3（TAV in SAV）使用成績調査」(エドワーズライフサイエンス株式会社)(福岡徳

洲会病院 006-21-56) 

 

審議結果：承認 

 

7) その他（同意説明文書改訂）；「ローブレナ錠特定使用成績調査（プロトコール No.:B7461018）」(ファイ

ザー株式会社(ファイザーR&D 合同会社))(名古屋徳洲会総合病院 016-21-53、高砂西部病院 052-

19-51) 

 

審議結果：承認 

 



3. 報告事項 

 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 終了報告；「【1832】チャート・アブストラクターを活用してアウトカム定義のバリデーションを実施する際の

留意事項の検討」【初回審議 第 98 回迅速 2021 年 12 月 22 日】(一般社団法人徳洲会 大阪本部) 

 

2) 中止報告；「【1839】Imaging 所見観察後におけるデバイス選択基準の傾向を観察する研究」【初回審議 

第 92 回迅速 2021 年 11 月 24 日】(八尾徳洲会総合病院) 

 

医学系指針対応案件 

3) 中止報告；「【868】内視鏡的総胆管結石治療における成績と長期予後」【初回審議 第 32 回迅速 2017

年 7 月 27 日】(千葉西総合病院) 

 

4) 中止報告；「【918】悪性胆道狭窄に対する内視鏡的胆管ステント留置術の検討」【初回審議 第 35 回迅

速 2017 年 10 月 25 日】(千葉西総合病院) 

 

5) 中止報告；「【974】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」【初回審議 第 144 回 2018 年 2 月 7 日】(和泉市立総合医療センター) 

 

6) 終了報告；「【1186】徳洲会グループ病院における週末効果および連休効果の研究」【初回審議 第 51

回迅速 2019 年 2 月 27 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

 

7) 終了報告；「【1419】重症大動脈弁狭窄症例における機能的虚血評価の診断不一致症例についての検

討」【初回審議 第 64 回迅速 2020 年 3 月 25 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

8) 終了報告；「【1435】妊婦へのポリエチレングリコール製剤（モビコール®配合内用剤）使用における安全

性に関する調査」【初回審議 第 65 回迅速 2020 年 4 月 28 日】(札幌徳洲会病院) 

 

9) 中止報告；「【1471】COVID-19 に関するレジストリ研究 （略称：COVIREGI-JP）」【初回審議 第 66 回

迅速 2020 年 5 月 26 日】(葉山ハートセンター) 

 

10) 中止報告；「【1479】当院の透析患者の実態調査及び今後の栄養介入内容の再考」【初回審議 第 67

回迅速 2020 年 6 月 24 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

 

11) 終了報告；「【1520】切除不能進行性又は転移性の胆管癌患者における FGFR2 遺伝子融合の頻度を

調査する観察研究」【初回審議 第 68 回迅速 2020 年 7 月 29 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

12) 終了報告；「【1521】大腿骨転子部逆斜骨折における術後転位に関する研究」【初回審議 第 68 回迅速

 臨床研究（終了報告、承認報告等） 



2020 年 7 月 29 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

13) 終了報告；「【1534】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)～」【初回審議 第 69 回迅速 2020 年

8 月 26 日】(札幌東徳洲会病院) 

 

14) 終了報告；「【1602】周術期における高タンパク質摂取併用のレジスタンストレーニングが人工股関節全

置換術後早期の筋肉量、筋力、運動機能に与える効果について-盲検化評価によるランダム化比較試験

-」【初回審議 第 179 回 2020 年 12 月 2 日】(湘南鎌倉人工関節センター) 

 

15) 終了報告；「【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】(110 施設（別紙参照）) 

 

16) 終了報告；「【1657】正常血圧にて受診する胸部・腹部大動脈瘤破裂患者の予後に関する研究」【初回審

議 第 76 回迅速 2021 年 2 月 24 日】(湘南鎌倉総合病院) 

 

17) 中止報告；「【1679】人工骨頭「VE デュアルカップ」の市販後使用成績調査」【初回審議 第 77 回迅速

2021 年 3 月 31 日】(宇治徳洲会病院) 

 

18) 中止報告；「【1680】脊椎内固定器具「Associa ZiQue スパイナルシステム」の市販後使用成績調査」【初

回審議 第 77 回迅速 2021 年 3 月 31 日】(宇治徳洲会病院) 

 

19) 終了報告；「【1732】当院整形外傷センターにおける持参薬からの腎障害リスク調査」【初回審議 第 81

回迅速 2021 年 6 月 30 日】(札幌徳洲会病院) 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

20) 軽微変更等報告；「【1871】咽頭喉頭麻酔非施行下での気管支鏡検査の忍容性を検討するための咽頭

喉頭麻酔施行群と非施行群間ランダム化比較試験」(和泉市立総合医療センター) 

 

21) 軽微変更等報告；第 107 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事務局からの伝

達の報告「【1891】患者から見た自動型 CPAP 装置の満足度」(湘南藤沢徳洲会病院) 

 

22) 軽微変更等報告；「【1893】炎症性腸疾患における Paneth 細胞αディフェンシンの質と量の異常解明」

(札幌東徳洲会病院) 

 

23) 軽微変更等報告；第 108 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事務局からの伝

達の報告「【1905】支持療法アカデミック・ディテーリング研修の効果に関する研究」(日本がんサポーティ

ブケア学会) 



 

医学系指針対応案件 

24) 承認報告；第 105 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

「【1904】本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術(MIS)の実態調査」(千葉徳洲会病院) 

 

 

 

 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 継続の可否；「【1856】新型コロナワクチン追加接種（3 回目接種）にかかわる免疫持続性および安全性

調査（コホート調査）」【初回審議 第 92 回迅速 2021 年 11 月 24 日】(順天堂大学、他 20 施設（別紙

参照）) 

・研究計画書等変更(順天堂大学) 

 

審議結果：承認 

 

2) 実施の可否【施設追加】及び継続の可否；「【1886】新型コロナワクチン接種（1 回目および 2 回目接

種）にかかわる免疫原性および安全性調査（5 歳から 11 歳）」【初回審議 第 101 回迅速 2022 年 1

月 26 日】(順天堂大学) 

・研究計画書等変更 

・追加施設（東京医療センター、かずえキッズクリニック） 

 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 実施の可否；「【1891】患者から見た自動型 CPAP 装置の満足度」【初回審議 第 105 回迅速 2022 年

2 月 22 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

・継続審査対応について 

 

審議結果：承認 

 

2) 実施の可否；「【1892】全身麻酔下の脊椎側彎症手術の術中腹臥位症例の重点的な褥瘡予防対策の有

効性の検討‐多層構造ポリウレタンフォーム保護パッド材の導入前後の 2 群間の褥瘡発生率の比較検討

-」【初回審議 第 105 回迅速 2022 年 2 月 22 日】(湘南藤沢徳洲会病院) 

 第 106回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査（2022年 2月 25日）においての結果 

報告 

 臨床研究 

 第 107回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査（2022年 3月 2日）においての結果 

報告 

 臨床研究 



・継続審査対応について 

 

審議結果：承認 

 

3) 実施の可否；「【1893】炎症性腸疾患における Paneth 細胞αディフェンシンの質と量の異常解明」【初

回審議 第 105 回迅速 2022 年 2 月 22 日】(札幌東徳洲会病院) 

・継続審査対応について 

 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 実施の可否；「【1897】血液透析患者のメタボリック症候群に関する検討」【初回審議 第 105 回迅速

2022 年 2 月 22 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査対応について 

 

審議結果：承認 

 

2) 実施の可否；「【1905】支持療法アカデミック・ディテーリング研修の効果に関する研究」【初回審議 第

194 回 2022 年 3 月 2 日】(日本がんサポーティブケア学会) 

・継続審査対応について 

 

審議結果：承認 

 

 

 

 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

1) 実施の可否；「【1906】自己免疫性胃炎初期例の内視鏡像の検討－多施設共同研究－」(宇治徳洲会病

院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・表題 「多施設」を「2 施設」に修正ください。 

 第 108回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査（2022年 3月 9日）においての結果 

報告 

 臨床研究 

 第 109回徳洲会グループ共同倫理審査委員会迅速審査（2022年 3月 30日）においての結果 

報告 

 臨床研究 



 

情報公開文書 

・表題 「多施設」を「2 施設」に修正ください。 

 

2) 実施の可否；「【1907】人間ドックにおける SARS-CoV-2 スパイク IgG 抗体検査」(湘南藤沢徳洲会病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・2 ページ 設定理由 「第 3 回目接種後の検体が増加するため」を分かりやすく修正ください。 

・3 ページ 調査項目 「検査価格の適否」についてその意味が何か分かる記載に修正ください。 

 

3) 実施の可否；「【1908】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)」(湘南藤沢徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

4) 実施の可否；「【1909】胃ろう造設患者様の地域連携のためのツール構築～胃ろう管理手帳の作成を試

みて～」(札幌徳洲会病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・2 ページ 研究背景 「胃ろうは、静脈栄養に比べて」を「胃ろうを介する経管栄養は、静脈栄養に比べ

て」に修正ください。 

・3 ページ 研究背景 「～状況の解決法として」は引用文献に合わせて「～状況の解決法としては」に修

正ください。 

・3 ページ 研究背景 「～ハンドブック 7)他 8)、」は「～ハンドブック等 7,8)、」に修正ください。 

・3 ページ 対象者 「交換をした」は「交換をした/する」に修正ください。 

・5 ページ 統計解析 「種々トラブルの有無」を具体的に記載ください。 

・5 ページ 統計解析 症例数が少ないので、カイ二乗検定ではなく Fisher の正確検定に修正くださ

い。 

 

同意説明文書 

・2 ページ 方法 「された」を「された/される」に修正ください。 

 

5) 実施の可否；「【1910】難治性起立性調節障害児に対する生理食塩水点滴療法の臨床評価」(神戸徳洲

会病院) 

 



審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

同意説明文書 

・3 ページ 個人情報取扱い 第一パラブラフは削除ください。 

 

6) 実施の可否；「【1911】EFFECT OF COVID-19 SCREENING WAIT TIME ON 

POSTOPERATIVE OUTCOMES OF TYPE A AORTIC DISSECTION: AN INSTITUTIONAL 

STUDY」(名古屋徳洲会総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・表題 適切に修正ください。 

 

7) 実施の可否；「【1912】当院における、特定集中治療室緊急入室患者に対する管理栄養士介入による効

果」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

8) 実施の可否；「【1913】胸郭変形疾患に対する胸肋挙上術変法の効果」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

9) 実施の可否；「【1914】骨欠損を合併する脛骨重症開放骨折の治療成績-Masquelet technique は主役

か否か？-」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・表題 「- Masquelet technique は主役か否か？-」は削除ください。削除しない場合は必要とする理由

を本文中に記載ください。 

 

10) 実施の可否；「【1915】一般社団法人 National Clinical Database における手術・治療情報データベー

ス事業」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

情報公開文書（TAVI） 

・指針名を最新のものに修正ください。 



 

11) 実施の可否；「【1916】本邦の常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者における脳動脈瘤の発症とス

クリーニングの実態調査」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・次回改定時に「常染色体優性」は「常染色体顕性」に修正することを検討ください。 

 

12) 実施の可否；「【1917】炎症性腸疾患における静脈血栓塞栓症発症について」(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

13) 実施の可否；「【1918】大腿動脈送血カニューレが下肢虚血に及ぼす影響」(千葉西総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・2 ページ 背景 「Ax」の正式名称を略語一覧に記載ください。 

・2 ページ 研究対象者 FV・FA 送脱血を同側にて実施した患者は「Rt-FV 脱血・Rt-Ax 送血」に含ま

れているか説明ください。 

・2 ページ 研究対象者 下肢に疾患のある患者も対象とするのか確認のうえ、しない場合は除外基準を

記載ください。 

 

14) 実施の可否；「【1919】「妊婦・授乳婦へ対する薬物療法の考え方」に関する薬学部学生の現状調査と課

題抽出のためのアンケートに関する研究」(千葉西総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

情報公開文書 

・「通常の診療で得られた」は適切に修正ください。 

 

15) 実施の可否；「【1920】薬剤師によるがん患者の便秘治療薬アカデミック・ディテーリング資材を活用した

Academic detailing Based Pharmacotherapy Management（ABPM）に関する観察研究」(千葉西

総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

16) 実施の可否；「【1921】胸筋定量と心臓外科術後の予後に関する検討」(東京西徳洲会病院) 



 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・3 ページ 統計解析 「サルコペニア群」及び「非サルコペニア群」は適切な名称に修正ください。 

 

17) 実施の可否；「【1922】関節リウマチ患者における歯損失の検討」(鎌ケ谷総合病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・抗 CCP 抗体のデータを取得する理由を追記ください。 

・統計解析 親知らずや事故等による歯損失の扱いについて追記ください。 

 

18) 実施の可否；「【1923】術前 CSI（Central sensitization inventory）と退院時身体・運動機能との関連

について」(大垣徳洲会病院) 

 

審議結果：継続審査（簡便審査） 

 

実施計画書 

・CSI の評価表を追記もしくは添付ください。 

 

情報公開文書 

・目的方法 CSI の簡単な説明を追記ください。 

・情報種類 痛みの情報を取得することがわかるように記載を修正ください。 

 

生命科学・医学系指針及び医学系指針対象外案件 

19) その他（学会等への症例報告に関する倫理審査）；「【1924】コロナ禍における感染予防を伴う死別ケア

が複雑性悲嘆の予防に繋がった一例」(千葉西総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・個人情報保護の観点から、「2020 年 9 月」は「2020 年×月」、「大腸がん」は「がん」に修正の上、学会

報告ください。 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

20) 実施の可否；「【1898】整形外科単独の Orthoplastic Approach による脛骨開放骨折 Gustilo typeⅢ

B の治療成績；日本の重度四肢外傷専門施設からの報告」【初回審議 第 105 回迅速 2022 年 2 月 22



日】(湘南鎌倉総合病院) 

・継続審査対応について 

 

審議結果：承認 

 

21) 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 

 

審議結果：承認 

 

22) 継続の可否；「【1187】循環器疾患の次世代型精密医療を実現する冠動脈疾患コホートゲノム研究」【初

回審議 第 157 回 2019 年 3 月 6 日】(中部徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

23) 継続の可否；「【1822】乳癌症例における BRCA 遺伝子検査の実際についての検討」【初回審議 第 90

回迅速 2021 年 10 月 27 日】(名古屋徳洲会総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

24) 継続の可否；「【1826】血管造影室における医療スタッフの眼の水晶体被ばく線量評価とその放射線防護

対策についての研究」【初回審議 第 90 回迅速 2021 年 10 月 27 日】(千葉西総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

25) 継続の可否；「【1832】Chart abstractor を活用してアウトカム定義のバリデーションを実施する際の留

意事項の検討」【初回審議 第 98 回迅速 2021 年 12 月 22 日】(一般社団法人徳洲会 大阪本部) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

26) 継続の可否；「【1837】椎体骨折に対する保存療法で使用する装具の有効性の比較検討 探索的研究」

【初回審議 第 190 回 2021 年 11 月 10 日】(鎌ケ谷総合病院) 

・研究計画書等変更 

 



審議結果：承認 

 

医学系指針対応案件 

27) 継続の可否；「【1033】維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観察研究

（ETERNAL Study）」【初回審議 第 42 回迅速 2018 年 5 月 30 日】(湘南鎌倉総合病院、羽生総合病

院、湘南藤沢徳洲会病院、大隅鹿屋病院、神戸徳洲会病院、古河総合病院) 

・研究計画書等変更(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

28) 継続の可否；「【1037】AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実証実験」

【初回審議 第 148 回 2018 年 6 月 6 日】(岸和田徳洲会病院、湘南藤沢徳洲会病院、湘南鎌倉総合

病院) 

・研究計画書等変更(湘南鎌倉総合病院) 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・研究計画書等の変更は適切な時期に申請ください。 

 

29) 継続の可否；「【1369】複雑性虫垂炎に対する Interval Appendectomy 療法の有効性の検討」【初回審

議 第 62 回迅速 2020 年 1 月 29 日】(岸和田徳洲会病院、宇治徳洲会病院、吹田徳洲会病院、高砂

西部病院、野崎徳洲会病院、八尾徳洲会総合病院、神戸徳洲会病院、名古屋徳洲会総合病院) 

・研究計画書等変更(神戸徳洲会病院) 

 

審議結果：承認 

 

30) 継続の可否；「【1373】Phoenix コホート（Prospective study）日常臨床におけるインフリキシマブおよび

インフリキシマブバイオシミラーの難治性潰瘍性大腸炎に対する有効性の検証-多施設共同前向き観察

研究-」【初回審議 第 62 回迅速 2020 年 1 月 29 日】(札幌東徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

31) 継続の可否；「【1473】がん患者の就労支援に向けた電子患者日誌の活用に関する研究」【初回審議 第

173 回 2020 年 6 月 3 日】(千葉西総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 



 

32) 継続の可否；「【1535】多枝病変患者の治療法選択におけるアンギオグラフィーを用いた冠血流予備能

比（QFR）の有用性の検討 (DECISION QFR: DEtermination of the appropriate proCedure of 

revascularization In the multidisciplinary heart team discusSION based on Quantitative 

Flow Ratio)」【初回審議 第 69 回迅速 2020 年 8 月 26 日】(札幌東徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

33) 継続の可否；「【1660】Cryo AF グローバルレジストリ研究」【初回審議 第 76 回迅速 2021 年 2 月 24

日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

コメント 

・研究計画書等の変更は適切な時期に申請ください。 

 

34) 継続の可否；「【1742】慢性腎臓病患者における新型コロナワクチン接種後の抗体値に関する検討」【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 

 

35) 継続の可否；「【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」【初回審議 第 83 回迅速 2021 年 7 月 28 日】(宇治

徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

36) 継続の可否；「【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」【初回審

議 第 83 回迅速 2021 年 7 月 28 日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

37) 継続の可否；「【1792】TAVR Low Risk 臨床試験(製造販売承認取得後) 外科的大動脈弁置換術

(SAVR)に対し低リスクの患者における経カテーテル大動脈弁置換システム(TAVR)を用いた経カテーテ



ル大動脈弁置換術(TAVR)」【初回審議 第 85 回迅速 2021 年 8 月 25 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 

 

審議結果：承認 

 

コメント（札幌東徳洲会病院） 

・研究計画書等の変更は適切な時期に申請ください。 

 

38) 継続の可否；「【1872】アダプティブデザインを用いた新興・再興感染症対応 国際多施設ランダム化比

較試験と重症呼吸器感染症に対する臨床研究体制の基盤構築」【初回審議 第 192 回 2022 年 1 月 5

日】(湘南鎌倉総合病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

39) 継続の可否；「【1904】本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術(MIS)の実態調査」【初回審議 第

105 回迅速 2022 年 2 月 22 日】(千葉徳洲会病院) 

・研究計画書等変更 

 

審議結果：承認 

 

生命科学・医学系指針対応案件 

40) 継続の可否；「【1886】新型コロナワクチン接種（1 回目および 2 回目接種）にかかわる免疫原性および安

全性調査（5 歳から 11 歳）」【初回審議 第 101 回迅速 2022 年 1 月 26 日】(順天堂大学、東京医療セ

ンター、かずえキッズクリニック、はやしクリニック) 

・研究計画書等変更(順天堂大学) 

 

審議結果：承認 

 

 

 

1) 実施報告；「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））（福

岡徳洲会病院 006-22-52、中部徳洲会病院 022-22-51） 

 

2) 実施報告；「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）（八尾徳洲会総合病院 004-22-51） 

 

 製造販売後調査（実施報告、終了報告） 

 



3) 実施報告；「テプミトコ®錠 250mg 使用成績調査（MET 遺伝子エクソン 14 スキッピング変異陽性の切除

不能な進行・再発の非小細胞肺癌）」（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））（和泉市立総合医療センター070-22-51） 

 

4) 実施報告；「リンヴォック®錠特定使用成績調査（全例調査)」(アッヴィ合同会社）（松原徳洲会病院 001-

22-53） 

 

5) 終了報告；「尋常性乾癬及び関節症性乾癬患者におけるコセンティクス皮下注投与時の長期安全性及

び有効性を検討する特定使用成績調査」（マルホ株式会社）（湘南藤沢徳洲会病院 008-16-52） 

 

6) 終了報告；「ゼルヤンツ錠 5mg 特定使用成績調査（潰瘍性大腸炎患者を対象とした長期使用に関する

調査）（プロトコール No.A3921248）」（ファイザーR&D 合同会社）（中部徳洲会病院 022-20-51） 

 

7) 終了報告；「カイプロリス®使用成績調査〔再発又は難治性の多発性骨髄腫〕」（小野薬品工業株式会社）

（湘南鎌倉総合病院 024-16-58） 

 

8) 終了報告；「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）（鎌ケ谷総合病院

064-13-55） 

 

9) 終了報告；「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） 

 

10) 終了報告；「バリシチニブ（オルミエント®）特定使用成績調査既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者

を対象とした全例調査」(日本イーライリリー株式会社)(福岡徳洲会病院 006-17-62） 

 

11) 終了報告；「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）（プロトコル No. ：C4591019）」（ファイザー株式会社(イーピーエス株式

会社)）（宇治徳洲会病院 007-21-52、羽生総合病院 011-21-51、鎌ケ谷総合病院 064-21-51、岸和田

徳洲会病院 003-21-51、札幌東徳洲会病院 012-21-51、山形徳洲会病院 057-21-51、四街道徳洲会

病院 061-21-51、松原徳洲会病院 001-21-51、神戸徳洲会病院 014-21-51、吹田徳洲会病院 071-21-

51、生駒市立病院 074-21-51、静岡徳洲会病院 059-21-51、千葉徳洲会病院 017-21-51、大垣徳洲会

病院 066-21-51、八尾徳洲会総合病院 004-21-52、野崎徳洲会病院 002-21-51、和泉市立総合医療

センター070-21-53） 

 

 

4. その他 

・SOP の改訂について 

 

 



5. 次回開催について 

2022 年 5 月 11 日（水）15 時 00 分～ 

 

 

以上 

  



【別紙】 

 

・報告 15）1643 110施設 

 

国立病院機構本部 

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 

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 

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ろうさい病院 

労働者健康安全機構千葉ろうさい病院 

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ろうさい病院 

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 

防衛省共済組合防衛省共済組合本部診療所 

自衛隊三沢病院 

自衛隊岐阜病院 

自衛隊那覇病院 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 

順天堂大学医学部附属浦安病院 

順天堂大学医学部附属練馬病院 

 

 

・第 106回迅速審査結果報告 1）1856 他 20施設 



 

国立病院機構北海道がんセンター 

国立病院機構函館病院 

国立病院機構東京医療センター 

国立病院機構京都医療センター 

国立病院機構大阪医療センター 

国立病院機構岡山医療センター 

国立病院機構広島西医療センター 

国立病院機構高崎総合医療センター 

国立病院機構三重中央医療センター 

国立病院機構神戸医療センター 

国立病院機構長崎医療センター 

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宮崎江南病院 

防衛省共済組合防衛省共済組合本部診療所 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 

 


