
倫理審査委員会審査記録 

 

Ⅰ）開催日  平成３１年２月１８日（月） 午後７時００分～午後７時３０分 

 

Ⅱ）開催場所  公立松任石川中央病院 １階北棟講義室 

 

Ⅲ）出席委員  学識経験者：松葉委員、柴田委員、高澤委員 

                院内職員：谷委員、横山委員、三井委員、塚谷委員、織田委員、 
前田委員、丹羽委員、西川委員 
 

 

Ⅳ）臨床研究にかかる院内審査案件の報告 
  現在までの院内審査とした事項 38 件について報告・説明した。 

(1)特別養護老人ホームにおける看護職と介護職の看取りに対する意識調査～看取りケアにおける

看護職と介護職の現状の課題～ 
・平成 30 年 10 月石川県看護学会に発表し終了。 

(2)多分割呼吸停止とゴールドマーカーの併用による膵臓 VMAT の有用性について 
 ・症例数は現在まで 10 例。多分割呼吸停止とコールドマーカーを併用することで治療計画に必

要とされる margin を減らすことが出来るため、リスク臓器への線量を有意に減少させることが

可能と分かった。このことについて JASTRO2017,2018 で発表を行い終了。 
(3)入院患者同士の交流の実態とその影響 
 ・当院分約 100 名に対して実施し、平成 29 年度に金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 4
年生の卒論として発表し、終了。 

(4)半導体検出器ＳＰＥＣＴを用いた核医学検査の精度向上に関する研究 
・300 例の症例あり。半導体 SPECT(D-SPECT)の有用性を様々な疾患群で検討中である。

123I-MIBG を用いた研究については既に論文として報告し継続中。 
(5)高齢者の摂食・嚥下機能低下に影響を及ぼす因子の検討－大腿骨頸部骨折手術患者の分析より

－ 
・平成 30 年 4 月より、4 階北病棟の看護研究メンバーに研究そのものを移譲し、現在平成 31 年

度の看護研究発表に向けて準備中。(データ収集中)移譲に関しては看護部長に報告済み。 
(6)発熱患者における SIRS とｑSOFA の比較～院内トリアージへのｑSOFA の導入を見据えて～ 
・平成 31 年度発表予定。 

(7)疫学調査「口腔がん登録」 
 ・症例数は平成 29 年度 3 例、平成 30 年度 3 例。継続中。 
(8)脂肪性肝炎を伴う脂肪肝疾患患者の臨床的特徴と経過の検討 
 ・登録症例 0 件。継続中。 
 
 
 
 



(9)男性前立腺癌術後尿失禁に対する陰茎クランプ器具の有用性に関する検討 
・登録 13 症例（尿失禁がごく少量のためデータの一部が採取できなかった 3 症例は登録・デー

タ採取後に脱落症例とした。したがって検討はデータのそろった 10 症例で解析した。） 
解析に必要な症例数に到達し、新規開発陰茎クランプの有用性および安全性が確認できたため終

了。 
(10)虚血性心疾患指導にかかわる看護師の意識調査 
 ・40 例登録し、院外発表予定で継続中。 
(11)周手術期の継続看護における情報交換カンファレンス内容の構築に関わる検討 
 ・平成 30 年 11 月、看護研究発表会にて報告し終了。 
(12)ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術・尿路変更 5 症例 
 ・症例無し。この術式は 2018 年 4 月に保険承認されたが、施設条件の維持が当院では困難と判

断。現在手術開始を見合わせている。施設基準の変更等があればすぐに対応する考えである。 
(13)半導体検出器SPECTにおける2核種同時収集 -Tc-99mと I-123の場合- 両核種の投与量の比率

の違いが画像に及ぼす影響について 
・症例は扱わない。画像の解析、検討が終了し第 46 回日本放射線技術学会秋期学術大会で発表

し終了。 
(14)就労している男性 2 型糖尿病患者の食事に対する家族支援尺度の作成 
・130 名の症例(当院は 50 例)。データ調査、回収、分析後論文作成中。尺度は開発され、学会へ

の論文投稿準備中。 
(15)点滴固定交換を受ける患児へのプレパレーションの効果 
 ・プレパレーション前 39 症例、後で 24 症例。倫理審査承認後から、プレパレーション導入前評

価は終了しており、導入後の評価を現在行っている。0～1 歳台の入院患児が多かったことや、

対象年齢の入院患児数が少なかったことから、市ノ山先生に対象人数や年齢について相談のため

面談した。前後で 30 名ずつ、2 歳から未就学までを研究対象とした。目標症例数が集まれば再

度集計、分析について相談、面談し助言をいただく予定。研究論文ははじめにから倫理的配慮ま

で編集済み、データを得れば結果から結論までまとめていく予定で継続中。 
(16)一般病棟看護師が行う終末期がん患者の「その人らしさ」を踏まえた看護実践の構造 
・当院から 6 症例(全体の目標は 20 症例)。当院でのインタビューは終了しデータ分析中で継続

中。 
(17)石川県における薬剤耐性菌の保有状況の把握 
 ・ESBL28 株。中間報告で 9 株の遺伝子検査の結果を受け、継続中。 
(18)放射線治療用 Cone-BeamCT（CBCT）による放射線治療計画について 
・ファントム実験と既存画像の解析のため症例数は考慮していない。電子密度変換のためファン

トム実験は実施。その内容については平成 30 年の中部放射線技術学会にて発表を行った。今後

はファントム実験によって得たデータを利用して実際の治療計画装置で CBCT の画像を用いて

治療計画を行う予定で継続。 
(19)日本腎生検レジストリーを利用したわが国における巣状分節性糸球体硬化症 variant の予後に

ついての二次調査 
・6 症例登録。その後経過、臨床データを登録し継続中 

 



(20)IgM 陽性形質細胞浸潤が主体の尿細管間質性腎炎患者の免疫組織学的解析と臨床的特長の検

討 
・1 症例登録。金沢大学より腎生検組織の未染スライドが福井大学に提供された。継続中。 

(21)日本人工関節学会が実施している日本人工関節登録制度への参加 
・4 例登録(現時点で同意書をもらった数)。2019 年より登録開始。ある程度の症例がまとまれば

データを日本人工関節学会に届ける予定。継続中。 
(22)テキストマイニングを利用した新人看護師のコミュニケーションに関する特長 
・研究対象者 9 名に対し口頭、文書で説明し同意を得た。現在提出されたレポートを分析中。継

続中。 
(23)FDG-PET for a case with NIFTP, new category of thyroid neoplasm (NIFTP と診断した一

例,FDG-PET 画像供覧) 
・１症例登録。平成 30 年 11 月 15 日から 17 日に沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1 沖縄コンベンショ

ンセンターで開催された第 58 回日本核医学会学術総会において一般演題として口頭発表を行い

終了。 
(24)BCP に着目した震災時における減災対策への取り組み 
・症例は HCU 看護師 15 名。平成 30 年 11 月 20 日～12 月に HCU 看護師対象へ看護研究への参

加説明会と BCP 勉強会を行うための資料、パワーポイント作成。平成 31 年 1 月 24 日看護研究

説明会と BCP 勉強会を行った。夜勤で参加できない対象者には後日行う予定。平成 31 年 1 月

24 日～2 月 14 日まで付箋によるアンケート提出をしてもらう。アンケートをまとめ次第、結果

をまとめ考察していく。継続中。 
(25)糖尿病患者指導に携わる病棟看護師の実態調査～指導における病棟看護した抱える困難とは

～ 
・症例無し。看護研究におけるインタビューへの協力依頼を書面にて説明し同意を得た。同意し

た看護師に対しインタビュー実施を開始予定で継続。 
(26)慢性心不全の終末期ケアに対する看護師の行動変容 
 ・症例はなし。インタビュー内容について検討中で継続。 
(27)地域高齢者におけるプレクリニカル脳アミロイドアンギオパチーに関する前向き縦断研究 
・1 例登録。当院の倫理審査が 2018 年 12 月 25 日に終了したことを受けて、2019 年 1 月 9 日に

第 1 例目の PET 検査を行った。継続中。 
(28)門脈ガス血症の生命予後に関する検討 
・登録症例 5 件。学会発表をもって終了。 

(29)胃 GIST に対する治療の現状についての検討 
・登録症例 24 件。学会発表をもって終了。 

(30)実地診療における Collagenous Colitis 
・登録症例 2 件。学会発表をもって終了。 

(31)抗ウイルス薬マヴィレット配合錠により C 型肝炎ウイルスを駆除した後に発症する肝癌を予

測する因子の探索 
・登録症例 3 件。継続中。 

(32)消化管アミロイドーシス診療における消化管内視鏡検査の役割 
・登録症例 3 件。学会発表をもって終了。 



(33)好酸球性胃腸症の再発に関する検討 
・登録症例 13 件。学会発表をもって終了。 

(34)血管造影室における災害時に備えた取り組み 
 ・すべての項目が中断されている。今後計画修正を行いながら進めていく。継続中。 
(35)胃がん術後指導を受けた患者への退院指導の実態と看護師の認識の違いを検討した取り組み

ー調査結果からみた傾向、調査結果を活かしたパンフレット改善を試みてー 
 ・患者 19 例、病棟看護師 15 例登録。平成 30 年度に胃がん手術を受けた患者対象者 36 名へアン

ケートを送付、19 名分を回収しアンケート集計途中の段階。また同時期に看護師にもアンケー

トを行い集計済み。今までに回収したアンケートの意見を踏まえ、パンフレットの修正に取りか

かっている。今後は全患者からアンケートが集まり次第データを出し、2 月中にはパンフレット

を完成させ試行していきたい。継続中。 
(36)BioJet システムを用いた前立腺生検の癌局在診断における有用性に関する検討 
 ・2019 年 1 月末時点で 5 症例終了、登録は続行する。規定の 5 症例及び IRB 承認が揃ったため、

先進医療 A の申請手続きを開始した。継続中。 
(37)精神科に通院する女性の会～BIRDS～の活動報告 
 ・BIRDS 参加者の内写真を掲示する方 4 名に対し口頭と文書で説明し同意を得た。パワーポイ

ントで資料を作成し、2 月 3 日当院業務改善発表会で発表し終了。 
(38)精神疾患患者の居場所探し精神科に通院する女性の会～BIRDS～を通して 
 ・BIRDS 参加者の内写真を掲示する方 4 名に対し口頭と文書で説明し同意を得た。6 月 21 日～・

23 日に開催される日本精神科看護学術集会 in 長崎「実践報告」に応募した。継続中。 
説明：(9)について、臨床研究法の改正に伴い、2019 年の３月迄に終了しない場合は改正後のもの

に合わせなければならなかったが、既に終了することが出来たので、改正前の旧制度下で申

請することが出来た。（現在は臨床研究法の移行期間で、４月以降の申請になると、当院で認

定臨床研究審査委員会を立ち上げなければならない。） 
説明：(27)について、この案件は金沢大学神経内科との共同研究で、その内の PET 部分を当院が

担当するものです。まだ開始したばかりで、現在 1 例の検査を実施済み、もう 1 件例は検査

予約中という段階です。 
○検査する患者さんは金沢大学の患者さんですか。 
説明：その通りです。 
○院内審査案件について、異論がありませんでしたら承認するということでよろしいでしょうか。 

 
  ○以上(1)～(38)について承認されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅴ）学術報告等にかかる院内審査案件の報告 
申請番号 申請者 申請内容 学会名日時等 判定日 判定 備考

２９－３１
外科
石井　要

周術期化学療法におけるペグフィルグラスチム使用症例の検討
第25回日本乳癌学会学術集会
H29.7.13～15
福岡

H29.8.4
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（13回目）

２９－３２
外科
石井　要

検診を契機に発見された同時性乳癌および乳腺原発悪性リンパ腫の
第15回日本臨床腫瘍学会学術集会
H29.7.27～29
神戸

H29.8.4
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（14回目）

２９－３３
甲状腺診療科
道岸隆敏

悪性リンパ腫と甲状腺癌に罹患後に発生した腹直筋内神経鞘腫の
第53回日本医放射線学会　秋季臨床大会
H29.9.8～10
松山市、ポスター発表

H29.8.21 承認

２９－３４
甲状腺診療科
道岸隆敏

眼球突出を伴う機能低下型グレヴス病の1例
第60回日本甲状腺学会学術集会
H29.10.5～７
大分、別府、ポスター発表

H29.8.21 承認

２９－３５
甲状腺診療科
道岸隆敏

A Case Of Graves' Disease occurred after Percutaneous
Ethanol Injection Therapy for a Non-toxic Functioning Thyroid
Nodule.

87th Annual Meeting of the American Thyroid Association
October 18-22,2017.(Presentation date,October 19)
The Fairmont Empress & Victoria Conference Centre, Victoria,
BC, Canada
Poster presentation

H29.8.21 承認

２９－３６

リハビリテー
ション室
長田　　勉

「どうやって考える？患者（利用者）を診るために必要な視点と考え方
平成29年度第1回加賀地区理学療法ネットワーク研修会
H29.9.15、講義と症例提示
公立松任石川中央病院

H29.8.21 承認

２９－３７
看護部
太田　佳美

病棟再編成時における乳腺カンファレンスの有効性
日本乳がん学会中部地方会
H29.9.9～10
長野県飯田市

H29.8.25 承認

２９－３８
甲状腺診療科
辻　　志郎

フェルラ酸服用前後における11C-PIB PETおよび18F-FDG PETの
定量解析

第57回日本核医学会学術総会
H29.10.5～７
横浜、一般演題・口頭発表

H29.9.13 承認

２９－３９
看護部
西川由紀子

母児同室に向けた病棟の現状分析
第11回看護実践学術集会
H29.10.14～15
金沢大学十全講堂、ポスター発表

H29.9.7 承認

２９－４０
ICU
西村桃子

予期せぬ状況に直面した家族に対する受け持ち看護師の介入

第24回石川県看護学会
H29.11.11
石川県地場産業振興センター
口演

H29.9.7 承認

２９－４１
４階西病棟
小西登紀子

A病院における尿路結石患者の食生活の実態調査
第11回看護実践学術集会
H29.10.14～15
金沢大学十全講堂、口演

H29.9.7 承認

２９－４２
４階西病棟
本田　沙織

治療に消極的な患者に対するストレスコーピングに焦点を当てた関
わり

第24回石川県看護学会
H29.11.11
石川県地場産業振興センター
口演

H29.9.7 承認

２９－４３
外来室１
中村　百子

救急外来におけるトリアージ未実施症例とアンダートリアージ症例
の分析～患者の受診時間帯と受診科別での調査～

日本救急看護学会
H29.10.6
金沢市本多の森会議室
口演

H29.9.7 承認

２９－４４
耳鼻咽喉科
塚谷　才明

完全側臥位法の有用性と限界－100歳の症例から学んだ事－
第23回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
H29.9.15～16
幕張メッセ、口述発表

H29.9.7 承認

２９－４５
耳鼻咽喉科
塚谷　才明

術前にＮＩＦＴＰを予測した１例

第50回日本甲状腺外科学会
H29.10.26～27
コラッセふくしま（福島市）
ポスター発表

H29.9.7 承認

２９－４６
外科
石井　要

緩和ケアにおける栄養管理

第8回日本経腸栄養学会北陸支部学術集会
H29.8.19
富山
演題口演

H29.9.13
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（15回目）

２９－４７
外科
石井　要

乳がん終末期における意思決定支援への取り組み

第14回日本乳癌学会中部地方会
H29.9.9
飯田市（長野県）
演題口演

H29.9.13
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（16回目）

２９－４８
経営管理課
山本　誠

カーペットの採用と徹底管理

全日本病院協会
H29.9.9
金沢市
ポスター発表

H29.9.19
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（1回目）

２９－４９
薬剤室
高本美由喜

ハイリスク薬であるインスリンの適正使用と、低血糖を代表とする
医療事故やインシデントの回避を目的とする

第28回石川県糖尿病治療懇話会
H29.9.30
金沢市
口頭発表

H29.9.21 承認

２９－５０
３階東病棟
中川　由紀

インスリンに関するインシデント減少に向けた取り組み

第28回石川県糖尿病治療懇話会
H29.9.30
金沢市
口頭発表

H29.9.21 承認

２９－５１
腎高血圧内科
舟本　智章

血液透析を離脱しえた２型糖尿病に併発した急性間質性腎炎の1
例

第25回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会
H29.10.28
金沢市

H29.10.12 承認

２９－５２
薬剤室
金原　寛子

当院における簡易懸濁法の現状と課題
第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、ポスター発表

H29.10.5 承認

 



２９－５３
５階東病棟
野崎　美子

一般科看護師の精神疾患患者に対する感情、思いの変化～注射業

第30回日本総合病院精神医学会総会
H29.11.17～18
富山
ポスター発表

H29.10.31 承認

２９－５４
放射線室
川上　　渉

多分割呼吸停止とゴールドマーカーの併用による膵臓VMATの有
用性について

日本放射線腫瘍学会第30回学術大会
平成29年11月17日～19日
大阪

H29.11.8 承認

２９－５５
外科
石井　要

当科での高度侵襲手術における周術期栄養管理方法の検討
第25回JDDW
H29.10.12～15
福岡

H29.11.20
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（17回目）

２９－５６
外科
石井　要

がん化学療法における外科医の役割
第79回日本臨床外科学会総会
H29.11.22～25
東京

H29.11.20 承認

２９－５７
甲状腺診療科
米山　達也

Artificial neural networkによる負荷心筋スキャンの診断能
第6回半導体ＳＰＥＣＴ研究会
H29.11.19
名古屋、口演

H29.12.4
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（1回目）

２９－５８
栄養管理室
川崎　明恵

経腸栄養ステップアップ表の使用状況を調査
第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、ポスター発表

H29.12.14 承認

２９－５９
腎高血圧内科
舟本　智章

腎生検病理診断コンサルテーション
第61回日本腎臓学会学術集会
H30.6.8～10
新潟

H29.12.14 承認

２９－６０
放射線室
山本治樹

当院におけるソマトスタチン受容体シンチグラフィについて
第１０８回日本核医学医学技術学会北陸地方会
H30.1.20
金沢

H29.12.15 承認
メーカー主催のため学術
報告としてカウントしない

２９－６１
検査室
吉野　敦子

腹水中に出現し、腺癌を鑑別を要した血管肉腫の1例
第59回日本臨床細胞学会総会　春期大会
H30.6.1～3
札幌

H29.12.15 承認

２９－６２
栄養管理室
南田　菜穂

NST介入までの期間が及ぼす栄養状態への影響
第25回石川NST研究会
H30.1.20
金沢

H29.12.19 承認

２９－６３
救急医療部
安間　圭一

避難所の情報共有について考える
第２３回日本集団災害医学会総会・学術集会
平成３０年２月１日～３日、横浜、ポスター発表

H30.1.11 承認

２９－６４
腎高血圧内科
高澤　和也

腎生検時の出血に対するカルバゾクロム追加投与の効果について
ヨーロッパ腎臓学会
H30.5.24～27
または日本腎臓学会

H30.1.18 承認

２９－６５
4階北病棟
酒井　尚美

嚥下サポートチーム（ＳＳＴ）活動の中で見えてきた効果と課題
第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、ポスター発表

H30.1.29 承認

２９－６６
５階西病棟
樋口　陽子

経腸栄養における白湯先行投与法の有用性
第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、ポスター発表

H30.1.29 承認

２９－６７
検査室
唐木　崇成

効率的な派遣準備を目指して
第23回日本集団災害医学会総会学術集会
H30.2.1～3
横浜

H30.2.6
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（1回目）

２９－６８
栄養管理室
長東　菜穂

NST介入までの期間が及ぼす栄養状態への影響
第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、ポスター発表

H30.2.7 承認

２９－６９
泌尿器科
前田　雄司

ロボット支援手術のトレーニング：現実訓練と仮想現実訓練の共存
第106回日本泌尿器科学会総会
H30.4.19～22
京都

H30.2.20 承認

２９－７０
核医学診療科
米山　達也

ＴＳＨ抑制下の１２３ＩスキャンでＰｌｕｍｍｅｒ病と診断した１
例

日本核医学会第86回中部地方会
H30.2.17
名古屋

H30.2.21 承認

２９－７１
薬剤室
東　弥生

当院におけるデスノマブによる骨吸収薬関連顎骨壊死（ARONJ)の
発症状況について

第12回日本緩和医療薬学会年会
H30.5.25～27
東京ビッグサイト

H30.2.21 承認

２９－７２
外科
石井　要

医師・看護師・薬剤師への栄養療法はどうしたら普及させられるか
～松任メソッドを用いた当院の取り組み～

第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、一般演題示説

H30.3.5
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（18回目）

２９－７３
外科
石井　要

褥瘡症例に対するＮＳＴによる栄養サポートの現状
第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会
H30.2.22～23
横浜、一般演題口演

H30.3.5
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。
（19回目）

２９－７４
甲状腺診療科
道岸　隆敏

非中毒性機能性結節の経皮エタノール注入療法後にＧｒａｖｅｓ病を
発症した一例

第91回日本内分泌学会学術集会
H30.4.26～28
宮崎　ポスター発表

H30.3.16 承認

 



２９－７５
看護部
遠藤　瑞穂

1施設の皮膚・排泄ケア認定看護師への近隣施設からのストーマ
ケア相談における対応の問題点

第27回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会
H30.5.19～20
札幌　口演

H30.3.20 承認

２９－７６
歯科口腔外科
岡部　克彦

両側に第二大臼歯の歯根吸収を伴った下顎智歯の濾胞性歯嚢胞
を認めた一例

第43回（公社）日本口腔外科学会中部支部学術集会
H30.6.23
名古屋　口演

H30.3.28 承認

２９－７７
核医学診療科
米山　達也

Evalution of various FDG uptake of left ventricular myocardium
in FDG-PET study

第77回日本医学放射線学会総会
H30.4.12～15
横浜、口演

H30.3.30 承認

３０－１
外来室2
太田　佳美

乳がん終末期における在宅看取りへの取り組みと看護しの役割
第26回日本乳癌学会学術総会
H30.5.16～19
京都　京都国際会館、示説展示

H30.4.25 承認

３０－２
外来室3
石田　美紀

当院における排尿ケアチームの早期介入への取り組み
日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会
H30.5.19～20　北海道札幌　口演予定

H30.4.26 承認

３０－３
3階東病棟
中川　由紀

インスリンに関するインシデント減少に向けた取り組み

第61回日本糖尿病学会年次学術集会
2018年5月24日（木）～26日（土）
東京都千代田区霞が関１－４－２　大同生命霞が関ビル
東京国際フォーラム　展示ホール
5月26日（土）16:30～　ポスター発表（発表3分、討論2分）

H30.4.26 承認

３０－４
ICU
村田　篤彦

ICUにおけるインシデントの発生原因とせん妄の関係
日本集中治療医療会第2回東海北陸支部学術集会
2018年6月9日
石川県地場産業振興センター　ポスター発表

H30.5.10 承認

３０－５
腎高血圧内科
舟本　智章

自己免疫性膵炎軽快後に画像所見で発見されたIgG4関連腎臓病
の一例

第48回日本腎臓学会西部学術集会
H30.9.28～9.29
徳島県徳島市あわぎんホール

H30.5.11 承認

３０－６
歯科口腔外科
岡部　克彦

口腔領域に初発症状を呈したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の１
第63階公益社団法人日本口腔外科学会総会学術大会
2018　11/2～11/4
幕張メッセ　国際会議場　示説発表

H30.5.17 承認

３０－７
ICU
竹内　瞳

当院におけるがん疼痛研修会の取り組み

日本緩和医療学会学術大会
平成30年6月15日（金）～17日（日）
兵庫県神戸市　神戸ポートピアホテル
ポスター発表

H30.5.21 承認

３０－８
放射線室
山本　治樹

半導体検出器SPECTにおける2核種同時収集 -Tc-99mとI-123
の場合- 両核種の投与量の比率の違いが画像に及ぼす影響につ
いて

第7回半導体SPECT研究会
2018年6月2日　金沢
口述発表

H30.5.23 承認

３０－９
外科
石井　要

当科における高齢者乳癌に対する初期治療の現状
第26回日本乳癌学会学術総会
H30.5.16～18（発表16日）
京都　京都国際会館、一般演題示説

H30.6.7
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－１０
外科
石井　要

終末期においてNSTが出来ること
第43回日本外科系連合学会学術集会
2018年6月21日～23日（発表23日）
東京、シンポジウム（口演）

H30.6.7 承認

３０－１１
外科
石井　要

がん化学療法施行時における口内炎対策としてのグルタミンを用
いた栄養支持療法

第55回日本外科代謝栄養学会学術集会
2018年7月5日～7日（発表6日）
大阪、ワークショップ（口演）

H30.6.7 承認

３０－１２
外科
石井　要

男性における大腸、乳腺、尿管に発止した同時性3重複癌の一例
第16回日本臨床腫瘍学会学術集会
2018年7月19日～21日（発表20日）
神戸、一般演題示説

H30.6.7 承認

３０－１３
診療部
岡本　俊介

十二指腸壁内血腫の症例研究
日本消化器病学会北陸支部第126回例会
2018年6月10日　福井大学医学部　講義棟
スライド発表

H30.6.8 承認

３０－１４
放射線室
川上　渉

多分割呼吸停止とゴールドマーカーの併用による膵臓VMATの有
用性について

ASTRO（米国放射線腫瘍学会）
2018年10月21日～24日
Henry B. Gonzales convention center(米国サンアントニオ)
ポスター発表

H30.6.13 承認

３０－１５
放射線室
中市　徹

PET画像における腫瘍代謝体積を求める手法の評価及び正確で
実装可能な手法の開発

Society of Nuclear Medicine 2018 Annual Meeting,2018/6/23-
20186/26, Pennsylvania Convention Centeor, Philadelphia,
Pennsylvania,USA

H30.6.13 承認

３０－１６
3階東病棟
水本　菜々

急性期病院での希望を支えた終末期がん患者の1事例－「犬に会
いたい」思いに寄り添う－

第23回日本緩和医療学会学術集会
平成30年6月14日～16日
場所：神戸ポートピアホテル
発表方法：ポスター発表

H30.6.20 承認

３０－１７
4階西病棟
篠崎　裕子

他職種連携による退院支援の早期介入の重要性～後遺症が残存
した脳出血患者の事例を通して～

日本臨床脳神経外科学会
2018年7月14日(土)15日(日)
石川県金沢市昭和町20－1　石和県立音楽堂
発表方法：示説

H30.6.26 承認

３０－１８
放射線室
山本　治樹

マルチモダリティにおける心筋シンチの有用性（仮題）
ミニレクチャー：CT-Fusionの作成に関して

第70回北陸循環器核医学研究会
2018年7月28日(土)
金沢　口述

H30.7.3 承認

 



３０－１９
栄養管理室
室塚　登紀子

血液透析患者における体組成と栄養摂取量の変化について
第5回腎と栄養研究会
平成30年9月8日
AP東京八重洲通り　演題発表

H30.7.6 承認

３０－２０
診療部
太田　昇吾

胃瘻増設後の瘻孔感染により閉鎖不全となった際にOTSCが有用
であった１例

第111回　日本消火器内視鏡学会北陸支部例会
平成30年6月24日(日)
福井済生会病院
パワーポイント

H30.7.9
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－２１
甲状腺診療科
米山　達也

腫瘍診断目的のFDG-PET検査における糖尿病患者での心筋集積
の検討

第54回日本医学放射線学会秋季臨床大会
2018/10/5-7
福岡　ポスター発表

H30.7.9 承認

３０－２２
甲状腺診療科
米山　達也

腫瘍診断目的のFDG-PET検査における絶食時間で比較した心筋
集積の検討

第58回日本核医学会学術総会大会
2018年11月15日～17日
沖縄　ポスター発表

H30.7.9 承認

３０－２３
甲状腺診療科
米山　達也

内視鏡下甲状腺全摘術後に錐体葉による再発を認めたバセドウ病
の1例

第60回日本甲状腺学会学術集会
2018年11月22日～24日
埼玉県川越市　口演発表

H30.7.9 承認

３０－２４
甲状腺診療科
米山　達也

甲状腺全摘術施行した慢性甲状腺炎の急性憎悪の1例
第60回日本甲状腺学会学術集会
2018年11月22日～24日
埼玉県川越市　口演発表

H30.7.9 承認

３０－２５
検査室
大場　恵

リンパ節穿刺吸引細胞診で推定し得た化膿性肉芽腫性リンパ節炎

第57回日本臨床細胞学会秋季大会
平成30年11月17日～18日
パシフィコ横浜
ポスターを使った口頭発表

H30.7.9 承認

３０－２６
泌尿器科
前田　雄司

前立腺癌術後尿失禁に対する新型陰茎クランプの有用性

第32回日本泌尿器内視鏡学会総会
2018年11月27日～11月29日
仙台国際センター、仙台市
示説

H30.7.17 承認

３０－２７
看護部
山下　伸子

精神科リエゾンチームにおける精神科認定看護師の役割と活動

第25回日本精神科看護専門学会学術集会
平成30年10月26日（金）27日（土）
香川県高松市
示説

H30.7.17 承認

３０－２８
外科
石井　要

栄養管理の質を上げるために必要なこと
第9回日本静脈経腸栄養学会北陸支部会
2018年8月18日
福井、要望演題口演

H30.7.17 承認

３０－２９
循環器内科
大谷　啓輔

CTO病変に対する冠動脈CTの使用について
第38回CVIT東海北陸地方会
2017.10.7ホテル金沢
オーラル

H30.8.3
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－３０
循環器内科
大谷　啓輔

高度石灰化に対するCROSSERの有用性について
第38回CVIT東海北陸地方会
2017.10.7ホテル金沢
オーラル

H30.8.3
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－３１
循環器内科
大谷　啓輔

CROSSER先行手技は有用であるか
第39回CVIT東海北陸地方会
2018.5.12ウインク愛知
オーラル

H30.8.3
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－３２
循環器内科
大谷　啓輔

冠動脈気管支動脈吻合の検討
第39回CVIT東海北陸地方会
2018.5.13ウインク愛知
オーラル

H30.8.3
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－３３

血液浄化セン
ター
長瀬　ゆか

当院での看護師特定行為研修の実態報告
第21回日本腎不全看護学会　学術集会
2018年11月10日～11日　長野市
ポスターセッション

H30.8.8 承認

３０－３４
放射線室
山本治樹

半導体SPECT装置でのTc-99mとI-123同時収集における投与放
射能の比率が再構成画像に及ぼす影響

第46回日本放射線技術学会秋期学術大会
2018.10.4～6　仙台

H30.8.8 承認

３０－３５
看護部
浦川夏未

「CAG:橈骨翌日カテ」CPのバリアンス分析と今後の取り組み

第19回日本クリニカルパス学会学術集会
平成30年10月12日～13日
北海道函館市　函館国際ホテル
口演

H30.8.17 承認

３０－３６
栄養管理室
川崎明恵

病棟担当制導入による管理栄養士の役割
第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会
2019年2月14日、15日
グランドプリンスホテル新高輪・国際館パミール

H30.8.17 承認

３０－３７

リハビリテー
ション室
小林　沙織

高齢者への完全側臥位法手技導入の実際と必要条件について
第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
平成30年9月8日～9日
仙台国際センター、口述発表

H30.8.22 承認

３０－３８
放射線室
舟本　和彰

放射線治療用Cone-BeamCT（CBCT）による放射線治療計画につ
いて

第11回中部放射線医療技術学術大会
2018年11月17，18日
富山国際会議場、口述発表

H30.8.24 承認

３０－３９
薬剤室
金原　寛子

当院嚥下サポートチーム回診患者における薬剤介入とその効果
第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
平成30年9月8日～9日
仙台国際センター、口演

H30.9.6 承認

 



３０－４０
診療部
塚谷才明

放射線治療と嚥下性肺炎-頭頸部癌患者における検討-

第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
平成30年9月8日～9日
仙台国際センターにて報告予定
国内誌に投稿予定

H30.9.6 承認

３０－４１
２階東病棟
黛　陽子

急性期病院看護師が抱く認知症ケアに対する意識と対応可から見
えてきたもの

第12回看護実践学会学術集会
平成30年9月1日（土）
石川県地場産業振興センタ－　本館
示説

H30.9.6 承認

３０－４２
外来１
中村　百子

救急外来におけるアンダートリアージ症例の分析からみた現状と
課題～院内トリアージの質の向上を目指して～

日本看護学会急性期看護
平成30年9月7日～8日（発表7日）
大分県別府市：別府国際コンベンションセンター
口演発表

H30.9.6 承認

３０－４３
経営管理課
山本　誠

災害時における人的資源の有効利用を目指した,職員登録システ
ムの開発と発展

第３８回医療情報連合大会　第１９回日本医療情報学会学術大会
平成30年11月22日～25日
福岡国際会議場・福岡サンパレス　ポスター発表

H30.9.11 承認

３０－４４
HCU病棟
長山　愛

高齢患者における消化器外科手術後の早期離床への取り組みの効

看護協会-急性期看護-学術集会
平成9月7日（金）・8日（土）
別府国際コンベンションセンター/ビーコンプラザ
大分県別府市山の手町12番1号　口演

H30.9.11 承認

３０－４５

地域包括福祉
支援センターお
かりや
北本　綾

病院併設型の特別養護老人ホームにおける看護職と介護職の看
取りに対する意識調査-看取りケアにおける看護職と介護職の現
状と課題-

第25回石川県看護学会
平成30年10月27日
石川県地場産業振興センター　口演

H30.9.11 承認

３０－４６
4階東病棟
石黒　久美子

大切な家族を看取った家族の悲嘆の回復に向けて～
Bowlbyの「悲嘆のプロセス」を用いて～

第25回石川県看護学会
平成30年10月27日（土）
石川県地場産業振興センター　本館　口演

H30.9.14 承認

３０－４７
外科
石井　要

乳癌に対する術前PET-CT検査にて偶然発見された肺癌との重複癌
第15回日本乳癌学会中部地方会
2018年9月8日～9日（発表9日）
三重県津市、一般演題口演

H30.9.28
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－４８
外科
石井　要

当院における経腸栄養管理について〜PTEGは胃瘻？腸瘻？
第17回日本PTEG研究会学術集会
2018年9月16日（発表16日）
福岡県博多市、一般演題口演

H30.9.29
条件付き承

認

※次回より承認日が発
表前となるよう、余裕を
持って事前申請して下さ
い。

３０－４９
甲状腺診療科
道岸　隆俊

機能性甲状腺結節の一例；経皮エタノール注入療法後にGraves
病を発症

第54回日本医学放射線学会秋季臨床大会
2018/10/5-7
福岡市　福岡国際会議場
10月5日　ポスター発表

H30.10.1 承認

３０－５０
甲状腺診療科
道岸　隆俊

腹直筋内に神経鞘腫が発生した甲状腺乳頭癌の一例

第51回日本甲状腺外科学会学術集会
2018年10月25日（木）26日（金）
横浜市　横浜ベイホテル東急ホテル
ポスター発表

H30.10.1 承認

３０－５１
甲状腺診療科
道岸　隆俊

機能性甲状腺結節のPEIT後にGraves病を発症した一例

第28回臨床内分泌代謝Update
2018年11月2日（金）～3日（土）
福岡市　福岡国際会議場
ポスター発表　2018年11月3日（土） 15:00-15:50　7番目

H30.10.1 承認

３０－５２
甲状腺診療科
道岸　隆俊

大量のPTUが奏功しなかった妊娠を希望するグレイヴス病の1例

第61回日本甲状腺学会学術集会
2018年11月22日（木）～24日（土）
川越市　ゥエスタ川越
口演　11月24日（土）　8:45-9:55　7番目

H30.10.1 承認

３０－５３
4階東病棟
寺田　美智子

直腸骨盤内腫瘍の臀部皮膚炎に対し疼痛緩和を行った1事例

第34回北陸ストーマ研究会
平成30年10月6日
金沢大学付属病院
口演　5分

H30.10.5 承認

３０－５４
外来2
太田　佳美

乳がん終末期における看取りに対して意思決定支援に関わった1
例

第21回日本在宅ホスピス協会全国大会in金沢
平成30年11月3日～4日　石川県　金沢市（石川県立音楽堂）
示説展示

H30.10.12 承認

３０－５５
5階東病棟
野崎　美子

地域の中核病院の精神科リエゾンチームの活動
第31回日本総合病院精神医学会総会
2018年11月30日から12月1日
ＴＦＴビル（東京都江東区）　ポスター発表

H30.10.19 承認

３０－５６
総務課
松井　隆史

地域に開かれた業務改善発表会の取り組み
全国医療経営士実践研究大会　札幌大会
平成30年10月20日～21日
札幌ビューホテル大通公園　21日　口述発表

H30.10.19 承認

３０－５７
耳鼻咽喉科
塚谷　才明

初期の珪肺による頸部・縦隔石灰化リンパ節腫大を甲状腺癌から
の転移と誤った1例

第51回日本甲状腺外科学会学術集会
2018年10月25日（木）
横浜市　横浜ベイホテル東急ホテル
ポスター発表また、欧米誌に投稿準備中

H30.10.24 承認

３０－５８
薬剤室
東　弥生

当院におけるカペシタビンとオテラシルカリウム　ギメラシル　テガ
フール（S-1）の適正使用に向けた取り組み

日本臨床腫瘍薬学会　学術大会　2019
2019年3月23日～24日
札幌コンベンションセンター　ポスター発表

H30.11.9 承認

３０－５９
甲状腺診療科
横山　邦彦

FDG-PET for a case with NIFTP, new category of thyroid
neoplasm (NIFTPと診断した一例,FDG-PET画像供覧)

第58回日本核医学会学術総会大会
2018年11月15日～17日
沖縄　沖縄コンベンションセンター
一般演題　口頭発表

H30.11.14 承認

３０－６０
腎高血圧内科
舟本　智章

アンギオテンシン２受容体拮抗薬（ARB)との併用で発症した腎障
害を伴うリチウム（Li)中毒の２例

第64回日本透析医学会学術集会・総会
2019年6月28日-30日　パシフィコ横浜

H30.12.14 承認

 



３０－６１
栄養管理室
中野　明日香

当院における緩和ケア食導入と今後の課題
第26回石川NST研究会
平成31年1月26日（土）１４：００～
地場産業振興センター　新館　コンベンションホール

H30.12.25 承認

３０－６２
甲状腺診療科
米山　達也

TSH抑制下の123Iスキャンで中毒性多結節性甲状腺腫と診断した1
日本核医学会第88回中部地方会
2019年2月16日　名古屋　口演

H31.1.7 承認

３０－６３
検査室
澤本　剛志

災害医療に関わって［災害時に求められる検査技師の役割］
第44回石川県医学検査学会
2019年3月21日　アビオシティ加賀　口演発表

H31.1.11 承認

３０－６４
検査室
唐木　崇成

災害医療に関わって
第44回石川県医学検査学会
2019年3月22日　アビオシティ加賀　口演発表

H31.1.11 承認

３０－６５
甲状腺診療科
米山　達也

Comparison of FDG uptake of left ventricular myocardium
between first and second FDG-PET studies

第78回日本医学放射線学会総会
2019/4/11-14 横浜　口演

H31.1.22 承認

３０－６６
診療部
蓬田　裕美子

画像上異常所見を認めなかったが診断しえたIgG4関連腎臓病の1
例

日本内科学会第76回北陸支部生涯教育講演会
2019年3月17日　石川県地場産業振興センター

H31.1.22 承認

３０－６７

地域包括福祉
支援センターお
かりや
砂川　桂

介護施設における褥瘡ケアの1例を通して
第15回日本褥瘡学会中部地方学術集会
2019年3月10日
石川県地場産業振興センター、口演

H31.1.22 承認

３０－６８
5階西病棟
樋口　陽子

経腸栄養水分先行投与法導入後の実態調査を通して
第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会
2019年2月14日、15日
グランドプリンスホテル新高輪・国際館パミール　ポスター発表

H31.1.22 承認

 
 ○学術報告等にかかる審査案件について質問等ありますか。 
 
 ○以上平成２９年度分 47 件、平成３０年度分 68 件について、承認されました。 
 
Ⅵ）これまでの審査事項にかかる経過報告 
【平成１６年度審査分】 
１．農薬中毒の報告 
    現在のところ該当無し。 
【平成１９年度審査分】 
２．末梢血液細胞の遺伝子発現プロファイル解析および遺伝子多型解析による消化器癌患者の病態解

析 
  期間満了のため終了。 
【平成２０年度審査分】 
３．わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総合データベース構築に関

する研究 
  2018 年は 23 例。継続中。 
【平成２２年度審査分】 
４．先端医療技術を駆使した膵腫瘤組織ゲノム解析および遺伝子発現解析膵癌および腫瘤形成性膵炎

の病態解明 
  期間満了ため終了。 
５．日本臨床データベース機構への手術・治療情報登録における個人情報の取扱いについて 
  2017 年 1 月～12 月の登録手術症例は 703 例。 
  2018 年 1 月～12 月の登録手術症例は 633 例。 
 



【平成２３年度審査分】 
６．多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKD レジストリー） 
  登録症例なし、期間満了のため終了。  
【平成２６年度審査分】 
７．虚血性心疾患患者の微生物叢と血液中の分子の発言解析 
  登録症例なし、期間満了のため終了。 
８．National Clinical Databese への症例登録（泌尿器科） 
  2018 年分で 400 症例登録。NCD 症例登録は、日本泌尿器科学会の専門医更新に必須となったの

で、恒久的更新が必要。 
９．虚血性心疾患の予測因子となる新規血中タンパク質の解析 
  登録症例なし、継続中。 
１０．北陸地区における包括的薬剤耐性菌サーベイランスと伝播様式の解析 
  遺伝子解析対象菌 C.difficile：25 株、糸状真菌：3 株 
１１．２型糖尿病患者を対象とした「GLP-1 First」療法および「Insulin-GLP-1 Relay」療法の

ランダム化並行群間比較試験 
  2 例登録。期間満了のため終了。 
１２．FDG-PET/CT の不明熱診断への応用－ガリウム SPECT との比較研究（略称：JPET-FOU） 
  当院の登録症例は 0、本研究は、先進医療として国立国際医療研究センター病院が主幹となり、

国内多施設共同研究を進めてきた。平成 30 年 9 月末で症例登録終了。主幹病院の依頼にしたが

い平成 31 年 1 月 31 日付けで先進医療の取り下げ実施。 
１３．金属尿管ステントResonance の腫瘍性尿管狭窄に対する有用性の検討 
  当院から７症例登録、本臨床研究（他施設共同、主幹：筑波大学）で予定症例数に到達したため 

終了。 
１４．認知症または認知症が疑われる被験者を対象としたF-18FDG-PET とC-11PIB-PET による早

期診断の研究（第Ⅱ期） 
  F-18 FDG-PET 28 例、C-11 PIB-PET 23 例がエントリーされ、金沢大学神経内科にて追跡調

査中。血液データを含め、現在まで、特に有害事象は認めず。 
【平成２７年度審査分】  
１５．乳児痔瘻に対する「十全大補湯」の有効性と腸内細菌叢変化の検証 
  現在 3 例実施で金沢大学にて検討中。 
１６．人工ニュートラルネットワークを用いた心筋血流解析用データベースの構築とその診断制度に

関する研究 
  当院から 250 症例。心筋 SPECT のデータを用いて人工知能による診断ソフトウェアを開発し制

度を検討した。データ登録は終了し、今後さらに解析を追加する予定。 
  発表論文：Nakajima K、…,Yokoyama K,et al Eur.J.NuclMed Mol Imaging 2017:44,2280-89 
１７．認知症患者における嗅覚障害の有無と程度を評価する 
  12 症例。今後も継続して実施していきたい。 
１８．末梢白血球を用いた遺伝子発現プロファイル解析および遺伝子多形解析による新たな生活習慣

病病態評価法の確立ならびに再評価 
  期間満了ため終了。 



 
１９．日本循環器学会事業の一環である循環器疾患治療実態調査 JROAD による「レセプト及び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」 
  医療サービス課より平成 28 年度分のレセプトおよびDPC データを提出。 
２０．RAS 遺伝子（KRAS/RAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に

対するｍFOLFOX６＋ベバシズマブ併用療法とｍFOLFOX６＋パニツマブ併用療法の有効性

及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験 
  今年度登録症例なく終了。 
２１．抗ウイルス藥ハーボニーによりC 型肝炎ウイルスを排除後に発症する肝癌を予測する因子の探

索 
  47 例登録し、継続中。  
２２．脳動脈瘤の流体力学的解析 

担当者の退職に伴い終了。 
２３．抗ウイルス薬ヴィキラックスによりC 型肝炎ウイルス排除による免疫機能への影響の検討とウ

イスル排除後の肝発癌を予測する因子の探索 
  10 例登録し終了。  
２４．実地診療における膵癌患者の臨床的特徴と治療の検討 
  20 例登録し、継続中。 
【平成２８年度審査分】  
２５．血液ｍRNA 測定による膵癌診断薬の実用化研究 
  期間満了ため終了 
２６．フッ素 18（F-18）FDG 並びに炭素 11 標識(C-11)PIB PET を用いたアルツハイマー型認知症

の診断 
F-18 FDG-PET 38 例、C-11 PIB-PET 38 例、計 76 例施行した。継続中。アミロイドAβタン

パク沈着を検出するC-11 PIB PET は、生体脳（living brain）でアミロイドAβタンパクの存在

を非侵襲的に評価できると判明した。従って、アルツハイマー病と他の認知症との鑑別のデファ

クトスタンダードのひとつを獲得しつつある。今後は予防的治療効果判定にも有用な検査と考え

られている。当院独自に、C-11 PIB-PET 検査を用いて認知症のアミロイドタンパク沈着に関す

る観察研究を行った。 
２７．ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺摘除術における骨盤底再建：超急性期尿禁制に寄与する因

子 
  登録期間までに 100 症例で検討。2 件の学会発表を行なった。研究機関の 2019 年 6 月 23 日で終

了予定。 
２８．心臓核医学専用装置Ｄ－ＳＰＥＣＴと従来の汎用型２検出器ガンマカメラｅ．Ｃａｍにおける

心臓核医学検査の比較及び検証 
  40 症例登録。60 症例まで継続。 
２９．冠動脈二次イベントと末梢血中ＣＤ２７１陽性単核球の関連についての検討 
  担当者の異動に伴い終了。 
 
 



３０．強迫、不安、PTSD を対象とした認知行動療法の全国アウトカム・データベース構築のための

非盲検単群臨床試験 
  症例数０。担当者が 30 年度末で退職のため終了。 
３１．プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観的画像診断・評価法の確立を目指す

臨床研究 
  症例数０件。全国 40 施設共同の多施設研究であり、金沢大学神経内科は臨床施設の一つとして

被験者の検討と的確症例の選択と同意の取得を行う。当院 PET センターでは、同意取得済み被

験者に対して脳 FDG-PET と脳アミロイド PET 検査を行う。現在までに金沢大学からの症例の

検査依頼はない。 
３２．胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後に実施する上部消化管内視鏡検査の適切な間隔を検討

する無作為化比較研究 
  43 症例登録。継続中。 
３３．ＰＥＴ画像における腫瘍代謝体積を求める手法の評価及び正確で実装可能な手法の開発 
  ファントム実験によるため、症例数は０。JSRT2017 と SNMMI2019 で発表済。日本放射線技

術学会に発表予定。  
３４．悪性胃十二指腸閉塞に対する内視鏡的ステント留置術の治療効果に関する観察研究 
  症例登録なし。終了。 
３５．肺高血圧症患者における治療薬の反応性と末梢血液中の血管内皮前駆細胞および間葉系幹細胞

の関連についての検討 
  担当者の異動に伴い終了。 
 
３６．看護師の糖尿病指導に対する意識向上に向けた取り組み～行動変容ステージ別の指導を取り入

れて～ 
  平成 29 年 11 月看護研究発表会にて発表し終了。 
３７．急性期病院の看護師が抱く認知症ケアに対する認識とその影響要因 

平成 30 年 9 月看護実践学会に発表し終了。 
３８．甲状腺癌アイソトープ内用療法症例の登録調査 
  当院からの登録症例数 3 例。甲状腺癌全的術後に放射性アイソトープであるヨウ素 131 の内用療

法を受けた症例を全国的に臨床データベースに登録して調査することを目的とした前向きの観

察研究であり、金沢大学が主幹となっている。 
４１．食道がんに対する内視鏡的治療に関する研究 
  12 症例登録。継続中。 
４２．膵癌、自己免疫性膵炎に対する化学療法あるいはステロイド治療前後の生体における免疫応答

の解明 
  登録症例無し。終了。 
４３．膵癌、胆道癌患者における免疫反応の前向き研究 
  15 症例登録。継続中。 
４４．S-1＋パクリタキセル腹腔内併用療法 
  症例数１。治療終了。 
 



４５．慢性腎不全患者のたんぱく質制限食が腎機能低下抑制に及ぼす効果についての多施設研究 
  症例数 6 例。2019 年 10 月まで継続。 
４６．健診受診者が糖尿病の受診勧奨を受けてから現在に至るまでの生活の実態 
   アンケート協力者 43 例の中からインタビューに応じた 7 名について、中間報告「糖尿病受診勧

奨機会から現在の療養生活に至る構造」H30 年 1 月。修士論文として発表。実態について分析中。 
４７．栄養状態の変化に関わる因子の調査 
  第 33 回日本静脈経腸栄養学会学術集会にて発表報告したため終了。 
４８．大腸粘膜アセチルコリンエステラーゼ染色の有効性の確認と導入にむけて 
  症例数０。Positive 症例の検体（ヒルシュスプルング病）が入手できず終了。 
４９．慢性肝疾患患者における糖鎖関連肝線維化マーカーM2BPGi の検討 
  登録症例なし。継続中。 
５０．ロンサーフ使用症例の後ろ向き観察（コホート研究） 
  症例数０。研究期間終了に伴い終了 
５２．経腸栄養ステップアップ表の使用状況を調査 
  第 33 回日本静脈経腸栄養学会学術集会にて発表報告し論文作成中。 
５３．S-1＋パクリタキセル腹腔内併用療法（Ｓ・Ｋ氏） 
  症例数１。治療終了。 
５４．母指ＣＭ関節症の日常生活動作への影響に関する調査 
  症例数５。十分な症例数が集まったとして終了 
５５．救急外来における、アンダートリアージ症例の分析からみた現状と課題～院内トリアージの質

の向上を目指して～ 
  平成 30 年 10 月救急看護学会に発表し終了。 
５６．S-1＋パクリタキセル腹腔内併用療法（U・M 氏） 
  症例数１。治療終了。 
５７．透析患者のからだとこころと透析環境の実態調査 
  平成 30 年 11 月第 21 回日本腎不全看護学会学術集会にて発表し終了。 
説明：全て滞りなく継続中または終了しています。 

 
○質問等がなければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 
  ○以上１．～５７．について承認されました。 
 
Ⅶ）その他 
 説明：来年度以降、当院主導で新臨床研究法に関わるような案件は、認定臨床研究審査委員会を通

す必要があるが、その場合は院内で組織することが難しいため、例えば金沢大学の審査委員会

に依頼するという方法を取りたいと思います。 
○ご意見がなければ承認としてよろしいでしょうか。 
 
○承認されました。 

ほかに意見なく終了。 


