
2022 年度第 1 回 横浜旭中央総合病院倫理委員会 審査概要 

開催日時 

開催場所 

2022 年 7 月 11 日（月） 

横浜旭中央総合病院 B 棟地下 1 階 大会議室 

委員名 山野 賢一（委員長）、小櫃 久仁彦、佐藤 秀一、鈴木 哲太郎、澤木 直彦、千代田 絵里

香、小串 興平、岸 小春、村田 実希郎（外部委員）、黒岩 誠（外部委員）、山崎 真紀

子（外部委員） 

議事及び審議

結果を含む議

論の概要 

研究に関する変更の審査課題 4 件 

○研究課題番号：1803                                        

 研究課題名 ：一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業                                 

（Japan Neurosurgical Database ：JND）                     

研究責任者 ：脳神経外科 小櫃 久仁彦 

変更内容  ：研究協力者の変更 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：1908                                     

研究課題名 ：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 

研究責任者  ：整形外科 土田 将史 

変更内容  ：研究協力者の変更 

審議結果  ：承認  

 

○研究課題番号：2102                                    

研究課題名 ：神奈川県循環器救急患者の現状と予後に関する研究 

（神奈川循環器救急 Registry） 

研究責任者  ：循環器内科 佐藤 陽 

変更内容  ：研究協力者の変更 

審議結果  ：承認  

 

○研究課題番号：2103                                        

 研究課題名 ：「Assessment of Client’s Enablement」における臨床有用性と 

構成概念 妥当性の検討                                                   

研究責任者 ：作業療法士 玖島 弘規 

変更内容  ：研究期間の延長 

審議結果  ：承認 

 

 

継続研究審査課題 12 件 

○研究課題番号：1402                                     

研究課題名  ：再発危険因子を有するハイリスク StageⅡ結腸がん治癒切除例に 



             対する術後補助化学療法としての mFOLFOX6 療法または XELOX 療法の 

至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 

研究責任者 ：外科 石田康男 

審議結果  ：承認  

 

○研究課題番号：1803                                        

 研究課題名 ：一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業  

        （Japan Neurosurgical Database ：JND）                   

研究責任者 ：脳神経外科 小櫃 久仁彦 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：1804                                        

 研究課題名 ：リキッドバイオプシーによる胃がん及び大腸がんの手術後の再発の 

初期発見法の検討                   

研究責任者 ：院長 山中 太郎 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：1805                                        

 研究課題名 ：カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト 

（Ｊ-ＡＢレジストリ）                  

研究責任者 ：循環器内科 佐藤 陽 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：1806                                        

 研究課題名 ：腎臓疾患における遺伝子変異の同定                  

研究責任者 ：腎臓内科 白井 小百合 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：1908                                     

研究課題名 ：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 

研究責任者  ：整形外科 土田 将史 

審議結果  ：承認  

 

○研究課題番号：2002                                        

研究課題名  ：認知症高リスク高齢者に対する進展予防を目指した多因子介入による

ランダム化比較研究 

研究責任者 ：院長 山中 太郎 

審議結果  ：承認 



 

○研究課題番号：2008                                        

研究課題名  ：DPC データを用いた心疾患における医療の質に関する事業 

研究責任者 ：循環器内科 佐藤 陽 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：2010                                        

研究課題名  ：96週間以上ヌーカラを使用している EGPA 患者を対象に実臨床に 

おけるヌーカラの長期安全性及び有効性を評価する国内、単群、多施設 

共同研究 

       A single arm, multi-center study to assess the long-term realworld  

safety and effectiveness of Nucala in EGPA patients who have  

already used Nucala for at least 96 weeks in Japan. 

研究責任者 ：内科 小田井 剛 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：2102                                    

研究課題名 ：神奈川県循環器救急患者の現状と予後に関する研究 

（神奈川循環器救急 Registry） 

研究責任者  ：循環器内科 佐藤 陽 

審議結果  ：承認  

 

○研究課題番号：2103                                        

 研究課題名 ：「Assessment of Client’s Enablement」における臨床有用性と 

         構成概念 妥当性の検討                                                   

研究責任者 ：作業療法士 玖島 弘規 

審議結果  ：承認 

 

○研究課題番号：2107                                        

 研究課題名 ：補聴器による聴き取りを向上させる要素の検討 

研究責任者 ：耳鼻咽喉科 河口 幸江 

審議結果  ：承認 

 

 

臨床研究終了課題 9件 

○研究課題番号：1403                                        

研究課題名 ：再発危険因子を有する StageⅡ大腸癌に対する UFT/LV療法の臨床的 

有用性に関する研究                   



研究責任者 ：外科 石田  康男 

 

○研究課題番号：1404                                  

 研究課題名 ：StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての mFOLFOX6 

療法または XELOX療法における 5-FU 系抗がん剤およびオキサリプラチ 

ンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 

研究責任者 ：外科 石田康男 

 

○研究課題番号：1801  

研究課題名 ：神奈川県における急性期脳梗塞に対する再開通療法の登録観察研究  

研究責任者 ：脳神経外科 吉田 陽一 

 

○研究課題番号：1904 

研究課題名 ：当院の医療療養型病棟におけるポリファーマシーに対する取り組み 

研究責任者 ：内科 大塚 博之 

  

○研究課題番号：2003                                        

研究課題名  ：救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査 

研究責任者 ：救急科 古見 健一 

 

○研究課題番号：2007                                        

研究課題名 ：シナカルセトからエボカルセトへの切り替えに対する考察 

研究責任者 ：薬剤部 牧野 以佐子 

 

○研究課題番号：2009 

研究課題名 ：炎症性腸疾患患者における深部静脈血栓症について：その頻度と特徴に

ついての検討 

研究責任者 ：血管外科 白杉 望 

  

○研究課題番号：2104 

研究課題名 ：透析患者における病院・保険薬局の連携 

研究責任者 ：薬剤部 牧野 以佐子 

  

○研究課題番号：2105 

研究課題名 ：ロナプリーブの運用方法における課題と展望 

研究責任者 ：薬剤部 門脇 圭佑 

  

 


