
開催月 受付番号 申請者 種別 審議案件 審議方法 審議結果

4月 倫3-01 リハビリテーション科　中澤 研究 新型コロナウイルス（COVID-19）で入院中の高齢者に対する作業療法の効果の検討 通常
再度
審議

4月 倫3-02 外科　東海林 研究
食道癌手術での胃管再建時のICG蛍法を用いた術中胃管漿膜および粘膜血流評価と術後内
視鏡所見との関連についての検討

通常 承認

4月 倫臨迅3-01 脳神経外科　原 研究
東京都板橋区を中心とした脳卒中急性期病院と回復期リハビリテーション病院の実態調査に
よる脳卒中治療および影響を及ぼす因子についての疫学的研究の一部内容変更

迅速 承認

4月 倫臨迅3-02 感染症内科　足立 研究
緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症重点医療機関の入院患者背景に関する
研究

迅速 承認

4月 倫臨迅3-03 脳神経外科　原 その他 症例報告としての論文投稿 迅速 承認

4月 倫臨迅3-04 リハビリテーション科　宮路 研究 COVID-19受け入れ開始前後における、口腔・嚥下に関する勉強会ニーズの変化 迅速 承認

4月 倫臨迅3-05 リハビテーションリ科　増田 研究
COVID-19患者におけるリハビリテーションに関する検討　―公社病院での多施設共同後ろ向
きコホート研究―

迅速 承認

5月 倫臨迅3-06 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（DCF） 迅速 承認

5月 倫臨迅3-07 リハビリテーション科　中澤 その他
COVID-19感染後の患者の不安・抑うつに対し、作業遂行歴面接第2版（OPHI-Ⅱ）を用いてナ
ラティブを引き出す作業を試みた事例

迅速 承認

5月 倫臨迅3-08 歯科口腔外科　高久 医療
（保険適用外医薬品使用）

粘液嚢胞に対するOK432（ピシバニール🄬）を用いた治療法の研究計画書
迅速 承認

5月 倫臨迅3-09 リハビリテーション科　白吉 研究 COVID-19に罹患し入院中心筋梗塞を呈した症例 迅速 承認

6月 倫3-03 泌尿器科　吉川 研究 横紋筋融解症の発症に関連するバイオマーカーの探索的研究 通常
条件付き

承認

6月 倫臨迅3-10 麻酔科　篠崎 研究 脊椎麻酔中の鎮静の気道確保に、ネーザルハイフローを用いた2例の報告 迅速 承認

6月 倫臨迅3-11 麻酔科　篠崎 研究 開頭手術中の脳腫脹の原因が術野対側の出血が原因だった1症例の報告 迅速 承認

6月 倫臨迅3-12 麻酔科　篠崎 研究 妊婦の気腹による腹腔鏡下手術を、脊髄くも膜下麻酔で行った1症例の報告 迅速 承認
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6月 倫臨迅3-13 消化器内科　大岡 研究
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋Irinotecan併用療法のインターグループ
ランダム化第Ⅲ相試験（RINDBeRG試験）

迅速 承認

6月 倫臨迅3-14 消化器内科　大岡 研究
（保険適用外医薬品使用）
塩酸アムルビシン（カルセド®）20mg、50mg

迅速 承認

6月 倫臨迅3-15 リハビリテーション科　宮路 その他 当院口腔・嚥下サポートチームに対するコーチングの実施の効果 迅速 承認

6月 倫臨迅3-16 検査科　鄭 医療 COVID-19剖検例における病理学的および細胞学的、ウイルス学的診断 迅速 承認

6月 倫臨迅3-17 循環器内科　中村 医療 難治性心房頻拍に対するマーシャル静脈ケミカルアブレーション 迅速 承認

6月 倫臨迅3-18 腎臓内科　笠木 医療 遺族の諾否確認不能証明書 迅速 承認

7月 倫臨迅3-19 看護部　高久陽子 研究 COVID-19患者の受け入れを行う急性期病院での院内デイケア開催の報告 迅速 承認

7月 倫臨迅3-20 検査科　鄭 医療
COVID-19剖検例における病理学的および細胞学的、ウイルス学的診断
（研究計画書変更）

迅速 承認

7月 倫臨迅3-21 精神科　成田 医療 精神科リエゾンの依頼内容及び治療経過、退院後処遇に関する後ろ向きコホート研究 迅速 承認

8月 倫臨迅3-22 検査科　能勢 その他 超音波医学会　超音波検査士　体表臓器領域認定試験　症例提出 迅速 承認

8月 倫臨迅3-23 検査科　近藤 その他 超音波医学会　超音波検査士　循環器領域認定試験　症例提出 迅速 承認

8月 倫臨迅3-24 消化器内科　大岡 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（Nivo+IPI） 迅速 承認

8月 倫臨迅3-25 産婦人科　坂巻 研究
経会陰超音波を用いた分娩進行評価法に対する研究
（前向き観察研究／多機関共同研究）

迅速 承認

8月 倫臨迅3-26 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（食道癌S1+PTX） 迅速 承認

8月 倫臨迅3-27 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（食道癌 Weekly DOC） 迅速 承認

9月 倫臨迅3-28 救急科　野田 医療
（保険適用外医薬品使用）
高容量長期デクスメデトミジン使用後離脱症状に対するクロニジン塩酸塩漸減療法

迅速 承認

9月 倫臨迅2-47 外科　東海林 研究 コロナ「重点医療機関」における勤務医のバーンアウトの解析（計画変更） 迅速 承認



9月 倫臨迅3-29 循環器内科　藤波 研究
Transcatheter aspiration of a thrombus and percutaneous transluminal coronary 
recanalization for ST-segment elevation myocardial infarction related to coronavirus disease

迅速 承認

10月 倫臨迅3-30 脳神経外科　原 研究
東京医科歯科大学および関連施設による臨床研究「急性期破裂脳動脈瘤の塞栓術における
術前アスピリン投与の効果と安全性に関する多施設共同二重盲検比較試験」への参加

迅速 承認

10月 倫臨迅3-31 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（食道癌 S1+PTX）　ID：363-469-5 迅速 承認

10月 倫臨迅3-32 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（食道癌 S1+PTX）　ID：368-461-9 迅速 承認

10月 倫臨迅3-05 リハビリテーション科　増田 研究
COVID-19患者におけるリハビリテーションに関する検討　―公社病院での多施設共同後ろ向
きコホート研究―（計画の一部変更）

迅速 承認

10月 倫臨迅3-33 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（DCF療法）　ID：376-681-6 迅速 承認

11月 倫3-04 小児科　中澤 研究 「ヒト疾患特異的 iPS 細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する研究」 通常 承認

11月 倫臨迅3-34 麻酔科　篠崎 医療 意志を表明できないために同意が得られない患者の（手術・麻酔・検査・処置）合意書 迅速 承認

11月 倫臨迅3-35 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（DCF療法）　ID：377-978-8 迅速 承認

11月 倫臨迅3-36 外科　東海林 医療 抗がん剤使用迅速審議申請書（S1+PTX療法）　ID：346-946-3 迅速 承認

11月 倫臨迅3-37 外科　井川 医療 意志を表明できないために同意が得られない患者の（手術・麻酔・検査・処置）合意書 迅速 承認

12月 倫臨許3-01 循内　中村 研究 カテーテルアブレーション施行患者を対象としたTMDU多施設レジストリ研究
院長の許

可
承認

12月 倫臨迅3-39 消内　大岡 研究
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋Irinotecan併用療法のインターグループ
ランダム化第Ⅲ相試験（RINDBeRG試験）（研究計画変更）

迅速 承認

12月 倫臨許3-02 外科　東海林 研究 深頸部膿瘍後嚥下障害の全国調査の協力
院長の許

可
承認

12月 倫臨許3-03 循環器内科　中村 研究 カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022]
院長の許

可
承認

12月 倫臨迅3-40 乳腺外科　小倉 研究 CDK4/6阻害薬による好中球減少症の発現予測因子および治療効果予測因子の検討 迅速 承認



1月 倫臨迅3-41 乳腺外科　青木 研究 当科にて経験した乳癌脳転移症例の検討 迅速 承認

1月 倫臨迅3-42 検査科　鄭 その他 COVID-19を含む剖検例における病理学的および細胞学的特徴の検討 迅速 承認

1月 倫臨許3-04 歯科口腔外科　高久 研究 疫学調査「口腔がん登録」の調査
院長の許

可
承認

1月 倫臨迅3-43 脳神経外科　原 その他 症例報告としての論文投稿 迅速 承認

1月 倫臨迅3-44 整形外科　劉 その他 川崎病に合併した環軸椎回旋位固定の1例（症例報告） 迅速 承認

1月 倫臨迅3-45 循環器内科　垰本 医療 遺族の諾否確認不能証明書 迅速 承認

1月 倫臨迅3-46 整形外科　羽田野 医療 医師を表明できないために同意の得られない患者の（手術・麻酔・検査・処置）の合意書 迅速 承認

2月 倫3-05 緩和ケア内科　山田 医療 認知症患者の胃がん手術の適否について
通常

（臨時）
承認

2月 倫臨迅3-47 循環器内科　垰本 研究
心房内伝導速度遅延部位と心房細動器質（CARTOFINDERなど）・心房細動再発率の関連の
検討

迅速 承認

2月 倫臨迅3-48 感染症内科　足立 医療 HIV感染妊婦の国内未承認薬を用いた母子感染予防 迅速 承認

2月 倫臨迅3-49 リハビリテーション科　渡邊 研究 重症COVID-19の入院経過中に肘部管症候群をきたした患者への作業療法 迅速 承認

2月 倫臨迅3-50 検査科　鈴木 その他 mycobacterium mageritenseによる腹膜透析関連腹膜炎の一症例（症例報告） 迅速 承認

3月 倫3-06 乳腺　青木 医療 BRACAnalysis診断システムの実施について 通常 承認

3月 倫臨迅3-51 薬剤科　豊田 研究 悪性腹膜中皮腫にニボルマブ+イピリムマブ併用療法を施行した1例 迅速 承認

3月 倫臨迅3-52 薬剤科　豊田 研究 DCF療法施行時の発熱性好中球減少症に対する予防的経口抗生剤の有用性の検討 迅速 承認

3月 倫臨許3-05 循環器内科　中村 研究 カテーテルアブレーション施行患者を対象としたTMDU多施設レジストリ研究（計画変更）
院長の許

可
承認

3月 倫臨迅3-53 循環器内科　垰本 その他 非通常型房室結節リエントリー性頻拍の非典型的な焼灼反応にて成功した例の症例報告 迅速 承認


