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第 11 回 倫理審査委員会第一 会議要約 

 

開 催 日：2021 年 9 月 14 日(火) 午後 5 時 30 分～午後 6時 20 分 

場 所：WEB 開催 

出 席 者：馬場園委員長、須藤委員、清水京子委員、高木委員、清水優子委員、桂委員、塚原委員、 

時田委員、増井委員、大木委員、松井委員 

欠 席 者：萩原委員、柳沢委員、宮前委員、吉武委員、倉持委員、中島委員、谷口委員 

(事 務 )：研究推進センター研究管理課 倫理審査事務室 時田センター長（委員兼務）、井内、 

佐藤、太田 

配布資料：①前回会議要約 

②迅速審査承認案件/終了報告一覧（2021 年 8 月分） 

決定事項：審査結果は、臨床研究の承認 3 件（ただし、修正を要する） 

 

議 題 

１． 臨床研究の審査 

(1) 研究責任者 倉持英和准教授（化学療法・緩和ケア科） 

「JON 2101-H 免疫チェックポイント阻害薬投与後かつ AFP 400 ng/mL 以上の進行肝細胞癌に対

するレンバチニブとラムシルマブのランダム化比較第 III 相試験 SELECT-400 trial」 

倉持准教授が申請書類に沿って説明。質疑応答の後、審査に入った。その結果、指摘事項につい

て修正がなされたら承認とすることとした。 

(2) 研究責任者 宮本範子助教（歯科口腔外科） 

「2 型糖尿病患者における歯髄幹細胞の細胞特性の検討と骨再生療法の確立」 

宮本助教が申請書類に沿って説明。質疑応答の後、審査に入った。その結果、指摘事項について

修正がなされたら承認とすることとした。 

(3) 研究責任者 菊池 賢教授（感染症科） 

「COVID-19 感染症を発症したHIV 患者における臨床的特徴」 

菊池教授が申請書類に沿って説明。質疑応答の後、審査に入った。その結果、指摘事項について

修正がなされたら承認とすることとした。 

 

２． その他 

(1) 前回会議要約確認 

資料①の確認がなされた。 

(2) 承認案件/終了報告 

馬場園委員長より、資料②に沿って報告がなされた。 

- 以上 - 
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資料① 

【前回会議要約】http://www.twmu.ac.jp/CARP/clinicalresearch/reb/ を参照 

 

資料② 

【対面審査承認案件報告】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0068 高年初産婦を対象とする出産・育児に向けた心とからだの準備プログラムの開発 
八千代医療センター 

加藤千尋 助産師 

2021-0070 脊髄性筋萎縮症患者における SMN 蛋白の変動の検討 

遺伝子医療センターゲノム 

診療科 

齋藤加代子 特任教授 

 

 

【迅速審査承認案件報告：新規申請】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0063 下垂体・傍鞍部腫瘍に関する各種因子と予後に関する検討 
脳神経外科 

川俣貴一 教授 

2021-0064 （情報提供施設）アンケート調査による日本人糖尿病の死因に関する研究 
糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

2021-0067 骨格筋画像アトラスの作成 
小児科 

石垣景子 准教授 

2021-0069 糖尿病における合併症と各種臨床因子の関連に関する研究 

八千代医療センター糖尿病・

内分泌代謝内科 

大沼 裕 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0071 （情報提供施設）病理学的探索を基盤とした小児期発症肺高血圧症の病態解明 
循環器小児科 

原田 元 助教 

2021-0072 コロナ禍における NICU の面会制限が親子の関係形成及び母親のメンタルヘルスに及ぼす影響 
母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 

2021-0073 ミクリッツ病患者唾液腺でのインターロイキン 37 発現についての検討 
看護学部 

南家由紀 准教授 

2021-0075 
Operative Management of Early Gallbladder cancer (OMEGA) – an analysis of management and 

outcomes in gallbladder cancer surgery 

消化器・一般外科 

江川裕人 教授 

2021-0076 デジタル X 線撮影装置の撮影ナビゲーションシステムおよび被ばく線量管理システムに関する検討 
画像診断・核医学科 

坂井修二 教授 

2021-0077 
大動脈ー腸骨動脈病変に対する実臨床戦略に基づく血管内治療に対するレジストリー

COMFORT(COnteMporary strategy For aORToiliac intervention)registry 

低侵襲心血管病治療研究部門 

山口淳一 特任教授 

2021-0078 小児急性脳症治療法に関するアンケート調査 
八千代医療センター小児科 

髙梨潤一 教授 

 

 

【迅速審査承認案件報告：計画変更申請】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

5146-R 外来看護師の外来看護の認識・実践に基づく看護記録の実態調査及びその関連要因に関する研究 
看護学部 

國江慶子 講師 

3731-R 抗 HLA 抗体検出精度に関わる研究（リンパ球クロスマッチおよび PRA 検査） 
移植管理科 

石田英樹 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2020-0092 HLA ミスマッチ解析法による臓器移植予後の検討 
消化器・一般外科 

江川裕人 教授 

3735-R 原発性胆汁性肝硬変に対する肝移植後予後因子に関する多施設前向き研究 
消化器・一般外科 

江川裕人 教授 

5789 肝内胆管癌に対する最適な外科手術に関する研究 
消化器・一般外科 

有泉俊一 准教授 

5791 肝癌に対する全身麻酔下ラジオ派焼灼治療の治療成績に関する研究 
消化器・一般外科 

有泉俊一 准教授 

5354 抗血小板薬、静脈血栓塞栓症予防薬内服継続下での高難度肝胆膵外科手術の安全性の検討 
消化器・一般外科 

有泉俊一 准教授 

3734-R5 
日本の臨床現場における関節リウマチ患者を対象とした多施設共同による長期、前向き、非介入、観察

研究（Corrona RA Registry Study） 

膠原病リウマチ内科 

針谷正祥 教授 

2020-0005 てんかん、熱性けいれんのある乳幼児における保育所就園、保護者就業に関する全国アンケート調査 
小児科 

伊藤 進 准講師 

3345-R2 膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登録研究 
消化器内科 

徳重克年 教授 

 

 

【終了報告】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

4607-R 透析中の母体より出生した児の臨床的検討 
母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

5805 末期心不全患者の治療や療養場所の選択に関する意思決定プロセス 
看護部 

白石和子 看護部長 

4538-R2 ヒト粘膜上皮細胞シートの作製と解析の検討（中止） 
先端生命医科学研究所 

大和雅之 教授 

5020-R 高分解能光干渉断層計による非侵襲的網膜網脈絡膜血管抽出法における臨床的有用性評価 
眼科 

飯田知弘 教授 

200902 
脳梗塞急性期に対する遠隔虚血コンディショニングの有効性を検証する無作為化非盲検並行群間比較試験 

REMOTE ISCHEMIC CONDITIONING FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE(RICAIS) 

脳神経内科 

北川一夫 教授 

5576 腎移植後の腹部動脈瘤の治療経験（中止） 
心臓血管外科 

新浪 博 教授 

5467 開腹・開胸による腹部大動脈瘤手術における肋間動脈再建の脊髄灌流に対する重要性の検討（中止） 
心臓血管外科 

新浪 博 教授 

4250-R 先天性単心室に対するフォンタン術後の成人期合併症の画像解析 
画像診断・核医学科 

坂井修二 教授 

 


