
平成２７年 沖縄病院倫理委員会承認事項 

課題：２７－０１ 

   神経疾患診療におけるドライブレコーダーを用いたビデオモニタリングについて 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：藤崎 なつみ、宮城 哲哉、中地 亮、吉田 剛             ☆承認 

課題：２７－０２ 

   多施設共同後方視的観察研究の論文化 

   実施責任者：生島 荘一郎（日本赤十字社医療センター呼吸器内科） 

   実 施 者：大湾 勤子                       ☆承認 

課題：２７－０３ 

   院内製剤及び使用に関する指針について 

   実施責任者：八木 秀明（薬剤科長） 

   実 施 者：沖縄病院薬剤科                      ☆承認 

課題：２７－０４ 

   本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術要因の解析：多施設共同研究                   

実施責任者：饒平名 知史 

   実 施 者：河崎 英範、伊地 隆晴、平良 尚広           ☆承認                    

課題：２７－０５ 

   経口オキシコドン製剤からフェンタニル貼付剤への切り替えによる排便への影響 

   実施責任者：小藪 真紀子 

   実 施 者：八木 秀明、小迫 晶寛、仲村 早紀、大嶺 彩      ☆承認 

課題：２７－０６ 

   肢帯型筋ジストロフィー症における臨床病型と画像所見に関する研究について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：藤崎 なつみ、宮城 哲哉、中地 亮、石原 聡      ☆承認 

課題：２７－０７ 

   The eye Tribe Tracker を用いた眼球運動評価について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：由谷 仁、中川 恵嗣                  ☆承認 

課題：２７－０８ 

   酸素投与による造影 CT 検査後の造影剤腎症予防効果の検討について 

   実施責任者：河崎 英範 

   実 施 者：川畑 勉、饒平名 知史、伊地 隆晴、久志 一朗、平良 尚広、 

古堅 智則、大湾 勤子、仲本 敦、比嘉 太、知花 賢治、 

新垣 珠代、古謝 亜紀子、諏訪園 秀吾、中地 亮、石原 聡、 



田代 雄一、宮城 哲也、城戸 美和子          ☆承認 

課題：２７－０９ 

   EGFR 遺伝子変異陰性の進行・再発非小細胞肺癌（扁平上皮癌を除く）に対するペ

メトレキセド＋カルボプラチン併用化学療法後のペメトレキセド維持療法とエルロ

チニブ維持療法の有効性と安全性の検討とバイオマーカーの検索について 

   実施責任者：仲本 敦 

   実 施 者：仲本 敦                        ☆承認 

課題：２７－１０ 

   EGFR 遺伝子変異陰性の進行・再発非小細胞肺癌（扁平上皮癌を除く）に対するペ

メトレキセド＋カルボプラチン併用化学療法後のペメトレキセド維持療法とエルロ

チニブ維持療法の有効性と安全性の検討について 

   実施責任者：仲本 敦 

   実 施 者：仲本 敦                        ☆承認 

課題：２７－１１ 

   肺癌化学療法時の低リスク群発熱性好中球減少症に対するシタフロキサシン

（STFX)の効果と安全性を検討する第Ⅱ相試験について 

   実施責任者：仲本 敦 

   実 施 者：仲本 敦                        ☆承認 

課題：２７－１２ 

   パーキンソン病およびパーキンソン病関連疾患患者の認知機能と脳血流シンチ所見

との関連について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：田代 雄一                       ☆承認 

課題：２７－１３ 

   緩和ケア病棟の看護師がターミナルケア時に抱く困難感 

   実施責任者：仲本 敦 

   実 施 者：大湾 勤子、比嘉 太、知花 賢治、藤田 香織、熱海 恵理子 

新垣 珠代、久場 睦夫、川畑 勉、河崎 英範、饒平名 知史 

平良 尚広、伊地 隆晴、古堅 智則           ☆承認 

課題：２７－１４ 

   高齢者肺癌に対する外科治療に安全性と有用性を評価するための多施設共同前向き

調査 

   実施責任者：河崎 英範 

   実 施 者：饒平名 知史、古堅 智則、伊地 隆晴、平良 尚広、川畑 勉 

                            ☆承認 

 



課題：２７－１５ 

   発作性運動性誘発性舞踏アテトーシス（ＰＫＣ）症例の検討について 

   実施責任者：宮城 哲哉 

   実 施 者：神経内科医師                      ☆承認 

課題：２７－１６ 

   神経難病のための地域連携と遠隔医療に関するインターネット上のデーターベース

に、レスピレーター情報を追加する研究 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：植月 洋平、照喜名 通（ＮＰＯｱﾝﾋﾞｼｬｽ事務局長）☆承認 

課題：２７－１７ 

   遺伝性ニューロパチーに対する経口クルクミンの有効性の評価研究（他施設共同 

研究、ランダム化比較試験、二重盲検比較試験） 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：神経内科医師                      ☆承認 

課題：２７－１８ 

   ８０歳以上の標準治療肺結核症例の後方視的検討 

   実施責任者：仲本 敦 

   実 施 者：大湾 勤子、比嘉 太、知花 賢治、藤田 香織、熱海 恵理子、 

新垣 珠代、久場 睦夫                 ☆承認 

課題：２７－１９ 

   看護師が抱く死を受け入れられない終末期がん患者へ寄り添う思いの構造 

   実施責任者：伊波 弘幸（名桜大学 教授） 

   実 施 者：木村 華子（名桜大学 学生）              ☆承認 

課題：２７－２０ 

   神経筋疾患におけるＭＲ spectroscopy の検討について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実 施 者：田中 大策、多和田 真之、八木 茉璃          ☆承認 

課題：２７－２１ 

   Is cervical radiculopathy associated with neuralgic amyotrophy? 

   （和訳：頚椎症性神経根症は腕神経叢障害と関連しているか？） 

   実施責任者：吉田 剛（沖縄県立中部病院医師） 

   実 施 者：諏訪園 秀吾                      ☆承認 

課題：２７－２２ 

   気管腕頭動脈瘻の予防的治療としての胸骨Ｕ字状切除術の有用性について 

   実施責任者：安藤 匡宏 

   実 施 者：諏訪園 秀吾                      ☆承認 



課題：２７－２３ 

   低用量マイクロライド治療下におけるアジスロマイシン投与時の臨床的有用性の検

討について 

   実施責任者：小藪 真紀子 

   実 施 者：鈴田 浩孝、仲村 早紀、小迫 晶寛、加茂 章弘     ☆承認 

課題：２７－２４ 

肺炎の多様性解明と基礎疾患病態に基づく予防・治療法確立に関する研究について 

（多施設共同臨床研究） 

実施責任者：比嘉 太 

   実 施 者：大湾 勤子、仲本 敦、知花 賢治、藤田 香織、新垣 珠代☆承認 

課題：２７－２５ 

外来がん化学療法導入用患者パンフレットの活用状況調査について 

   実施責任者：坂元 朝子 

   実施分担者：玉村 依子、国吉 美代子、土井 晴代          ☆承認 

課題：２７－２６ 

筋ジストロフィー患者の意思決定への支援について 

   実施責任者：幸地 友恵 

   実施分担者：幸地 友恵、徳永 純一、稲福 由美子、友利 恵理子   ☆承認 

課題：２７－２７ 

療養介助員による患者とのよりよいコミュニケーションを図る為の取り組みに 

ついて 

   実施責任者：座間味 由美 

   実施分担者：座間味 由美、金城 智恵美、稲福 由美子、友利 恵理子 ☆承認 

課題：２７－２８ 

同一部位へ褥瘡発生を繰り返す患者の事例を通して 

   実施責任者：喜屋武 弘彰 

   実施分担者：喜屋武 弘彰、大城 清武、仲松 さと子、宮城 睦子   ☆承認 

課題：２７－２９ 

地域ＤＯＴＳ（包括的支援）の確立にむけての取り組みについて 

   実施責任者：當山 千代子 

   実施分担者：波照間 貴子、比屋根 順子、岩﨑 仁美         ☆承認 

課題：２７－３０ 

肢体型筋ジストロフィー症における臨床病型と画像所見に関する研究について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実施分担者：中地 亮                        ☆承認 

 



課題：２７－３１ 

結核診断における血清ペリオスチン測定の有用性に関するパイロットスタディに 

ついて 

   実施責任者：金城 武士（琉球大学医学研究科感染症・呼吸器・消化器内科学助教） 

   実施分担者：大湾 勤子、仲本 敦、比嘉 太、知花 賢治、藤田 香織、 

新垣 珠代                       ☆承認 

課題：２７－３２ 

新病棟引っ越しに伴う患者・スタッフの心理状態に関する研究について 

実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実施分担者：宮城 睦子、友利 恵理子                ☆承認 

課題：２７－３３ 

市販シリコン製品の手術器財への応用について 

実施責任者：河崎 英範 

   実施分担者：宮城 睦子、友利 恵理子                ☆承認 

課題：２７－３４ 

肺癌消化管転移の後ろ向き検討について 

   実施責任者：平良 尚広 

実施分担者：平良 尚広                       ☆承認 

課題：２７－３５    

特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き調査について 

   実施責任者：大湾 勤子 

   実施分担者：仲本 敦他１０名                    ☆承認 

課題：２７－３６    

新病棟引っ越しに伴う患者・スタッフの心理状態に関する研究について 

   － 引っ越し後のフォローアップ調査 － 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実施分担者：宮城 睦子、友利 恵理子、西病棟スタッフ、指導室スタッフ 

         吉村 直樹（那覇市教育委員会）             ☆承認 

課題：２７－３７    

筋強直性ジストロフィー患者の心電図の経時的分析による致死性不整脈の因子分析

とデバイス適応の検討について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実施分担者：伊藤 英樹、堀江 稔、酒井 宏（滋賀医科大学） 

            瀬川和彦（国立精神神経医療研究センター）        ☆承認             

 

 



課題：２７－３８    

筋強直性ジストロフィーの呼吸療法に関する研究について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実施分担者：久留 聡（国立病院機構鈴鹿病院） 

         高橋 俊明（国立病院機構仙台西多賀病院） 

                松村 剛、斎藤 利雄（国立病院機構刀根山病院）    ☆承認 

課題：２７－３９    

筋強直性ジストロフィー患者の認知機能と脳血流シンチ所見の関連について 

   実施責任者：諏訪園 秀吾 

   実施分担者：安藤 匡宏、田代 雄一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）                    

☆承認 

 


