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1 迅速審査

ＨＬＡ抗体が検出された急性骨髄性白血病患者に対
して血小板輸血をする際に，ＨＬＡ一致の血液型一致
血小板が確保できなかった場合には，やむを得ず血
液型不一致のＨＬＡ一致血小板を輸血する

血液・腫瘍
内科

　西本　 哲郎 平成30年4月13日

2 迅速審査 終末期血液疾患患者の輸血に関する検討
血液・腫瘍
内科

　山下　由紀子 平成30年4月19日

3 通常審査 慢性疼痛患者を対象とした脳波測定と解析
緩和ケア内
科

　石井　 良平 平成30年5月8日

4 通常審査 ３カ月の呼吸理学療法が与える長期効果の検討
リハビリテー
ション科

　田村　　宏 平成30年5月8日

5 通常審査
当院における携帯型迅速クレアチニン測定装置『ス
タットセンサー　エクスプレスｉ』を利用した造影ＣＴ検
査の運用

放射線科 　木下　真由美 平成30年5月8日

6 通常審査
進行がん患者に対するSpiPasを用いたスピリチュア
ルケアの有効性：非ランダム化比較対象試験

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成30年5月8日

7 通常審査
終末期患者におけるがん性腹水に対するトリアムシ
ノロンアセトニド腹腔内投与の有効性の検討

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成30年5月8日

8 通常審査
がん患者の神経障害性疼痛に対するメサドンと他オ
ピオイドとの有効性比較

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成30年5月8日

9 通常審査
メサドンの鎮痛効果およびその発現時間に影響する
要因の特定

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成30年5月8日

10 迅速審査
緩和ケア病棟での入院期間が長くなる中，患者・家
族間で意見が対立した１事例

緩和ケア内
科

　松田　 良信 平成30年5月18日

11 迅速審査
緩和ケア病棟を退院後５時間で在宅看取りとなった
事例

緩和ケア内
科

　松田　 良信 平成30年5月18日

12 迅速審査
投薬を拒否し，終末期での対応について家族内で意
見が分かれ，受容困難であった事例

緩和ケア内
科

　松田　 良信 平成30年5月18日

13 迅速審査
精神疾患のある終末期がん患者のケア　～患者の
ニーズを満たす継続的な関わりにより，緩和ケア病
棟が安心の場となった事例～

看護局 　寺田　 大輝 平成30年5月30日

14 迅速審査 周術期を通じた手術室看護師の役割 看護局 　三井　眞由美 平成30年8月2日

15 迅速審査
手術室ラダーをもとに作成した医師看護師満足度調
査の効果

看護局 　三井　眞由美 平成30年8月2日

16 通常審査
外来化学療法を受ける患者のニーズを明らかにし，
必要な看護支援体制を検討する

看護局 　吉田　由美子 平成30年8月6日

17 通常審査
ＣＯＰＤ患者の骨格筋機能とＣＯＰＤ憎悪および生命
予後の関連

リハビリテー
ション科

　小泉　 美緒 平成30年8月6日

18 通常審査
高齢期慢性閉塞性肺疾患患者の歩行速度の低下は
身体不活動に関連している

リハビリテー
ション科

　田村　　宏 平成30年8月6日

19 通常審査 糖尿病２型教育入院患者に対する骨格筋電気刺激
リハビリテー
ション科

　田村　　宏 平成30年8月6日

20 通常審査
日本の緩和ケア病棟に入院中のがん患者に対する
リハビリテーションの有効性を調べるための前向き観
察研究：実施可能性に関する予備的研究

リハビリテー
ション科

　西山　菜々子 平成30年8月6日

21 通常審査
進行がん高齢患者が終焉を迎える場の患者と家族
の意思決定プロセス

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成30年8月6日

22 通常審査
突発性呼吸困難に対するモルヒネ塩酸塩内用液とヒ
ドロモルフォン塩酸塩錠の比較試験

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成30年8月6日
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23 迅速審査

糖尿病患者における低血糖を含めた血糖変動と糖尿
病合併症との関連についての多施設共同研究
（Hyogo Diabetes Hypoglycemia Cognition
Complications study(HDHCC study)）

糖尿病・内
分泌内科

　紺屋　 浩之 平成30年9月20日

24 迅速審査

日本の緩和ケア病棟に入院中のがん患者に対する
リハビリテーションの有効性を調べるための前向き観
察研究：実施可能性に関する予備的研究（version
1.1）

リハビリテー
ション科

　西山　菜々子 平成30年9月28日

25 迅速審査
当院における携帯型迅速クレアチニン測定装置『ス
タットセンサー　エクスプレスｉ』を利用した造影ＣＴ検
査の運用

放射線科 　木下　真由美 平成30年9月28日

26 迅速審査
緩和ケア認定看護師と臨床検査技師によるがん情報
の連携　　～がん患者指導管理につなぐことを目的と
した取り組み～

看護局 　江頭　佐都美 平成30年11月9日

27 通常審査
当院におけるＧＬＰ－１受容体作動薬の長期的作用
についての検討

糖尿病・内
分泌内科

　紺屋　浩之 平成30年12月8日

28 通常審査
当院における高齢糖尿病患者における早期認知障
害（ＭＣＩ）の特徴についての検討

糖尿病・内
分泌内科

　紺屋　浩之 平成30年12月8日

29 通常審査
軽度認知障害（ＭＣＩ）患者に対する抗認知症薬投与
の有効性

神経内科・脳
神経センター

　片岡　政子 平成30年12月8日

30 通常審査
重心動揺計検査を用いた認知症疾患，軽度認知障
害（ＭＣＩ）の鑑別診断への応用

神経内科・脳
神経センター

　片岡　政子 平成30年12月8日

31 通常審査
呼吸リハビリテーションと栄養療法との併用効果につ
いて

リハビリテー
ション科

　田村　宏 平成30年12月8日

32 通常審査
マンモグラフィ装置（ＡＭＵＬＥＴ　Ｉｎｎｏｖａｌｉｔｙ）の新機
能である「なごむね」の圧迫制御の臨床的有用性の
確認

放射線科 　木下　真由美 平成30年12月8日

33 通常審査 脳波・脳磁図による神経疾患の診断技術の開発
緩和ケア内科・
脳神経センター 　石井　良平 平成30年12月8日

34 通常審査
肝細胞癌に対する薬物療法施行症例の多施設共同
前向き観察研究　Osaka Liver Forum 主催（大阪大
学消化器内科グループ）

消化器内科 　竹田　晃 平成30年12月8日

35 通常審査
薬薬連携を活用した，抗がん剤における皮膚障害マ
ネージメント

薬剤科 　見田　秋与志 平成30年12月8日

36 通常審査 輸血拒否に対する運用マニュアル 倫理委員会 　荒木　信人 平成30年12月8日

37 迅速審査
消化器内視鏡に関連する疾患，治療手技データベー
ス構築　（Japan Endoscopy Database(JED) Project
への参加）

消化器内科 　臼井　健郎 平成31年1月31日

38 迅速審査
末期心不全に対する当院サポーティブケアチームの
取組

看護科（サ
ポーティブケ
アチーム）

　江頭　佐都美 平成31年1月31日

39 迅速審査
血液疾患関連患者の臨床データおよび治療経過に
関する疫学観察研究並びに疫学調査「血液疾患登
録」への活用

血液・腫瘍
内科

　西本　 哲郎 平成31年2月21日

40 迅速審査

日本の緩和ケア病棟に入院中のがん患者に対する
リハビリテーションの有効性を調べるための前向き観
察研究：実施可能性に関する予備的研究
（version1.2）

リハビリテー
ション科

　西山　菜々子 平成31年3月28日

41 迅速審査
平成２９年１０月３１日付芦市病総第７３号「がん患者
の臨床検査値を用いた新規予後予測法の探索」の実
施期間の延長

薬剤科 　岡本　 禎晃 平成31年3月28日


