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第 12 回 倫理審査委員会第一 会議要約 

 

開 催 日：2021 年 10 月 12 日(火) 午後 5 時 30 分～午後 6時 45 分 

場 所：WEB開催 

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

吉武委員、時田委員、倉持委員、増井委員、中島委員、大木委員、松井委員 

欠 席 者：萩原委員、清水京子委員、宮前委員、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 9 月分） 

決定事項：審査結果は、臨床研究の承認 5 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 河合麻衣子看護師（看護部） 

「COVID19 の影響で実習経験が不足した看護師への現場型新人看護師教育プログラムの開発」 

（再審査） 

河合看護師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 大月道夫教授（内分泌内科） 

「日本における 21 水酸化酵素欠損症患者の実態調査」 

大月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。 

(3) 研究責任者 野原理子教授（衛生学公衆衛生学） 

「ゲーミフィケーションを取り入れたジョブ・クラフティングプログラムの効果検討」 

研究分担者の櫻谷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。 

(4) 研究責任者 村垣善浩教授（先端生命医科学研究所） 

「医療現場における業務効率化のための検診案内ロボティクスシステムの構築による前向き探索的

観察研究」 

研究分担者の吉光特任講師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。 

(5) 研究責任者 田邉一成特任教授（泌尿器科） 

「腎移植後の慢性腎機能障害患者における腎機能悪化に影響する因子の研究」（中央一括審査） 
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研究分担者の時田教授が申請書類に沿って説明。質疑応答の後、利益相反自己申告書を供覧し、

審査に入った（時田教授は退室）。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 

2021-0082 若年女性への新型コロナワクチン接種後副反応調査 
学生健康管理室 

横田仁子 准教授 

2021-0094 
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 

化学療法・緩和ケア科 

倉持英和 准教授 

2021-0095 MitraClip G4 システムの安全性と性能を評価するための市販後臨床研究 
低侵襲心血管病治療研究部門 

山口淳一 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 

2021-0079 血液型不適合性黄疸に対するガンマグロブリン製剤投与の実態調査 
母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 

2021-0080 
NICU・GCU における家族面会についての調査ー新型コロナウイルス感染拡大に伴う面会制限の影響を

考えるー 

母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 

2021-0081 フォンタン手術後患者の遠隔期における予後と合併症 

循環器小児・成人先天性心疾

患科 

稲井 慶 准教授 

2021-0083 （情報提供施設）実臨床データを用いた膵癌術後補助化学療法の至適投与期間に関する検討 
消化器・一般外科 

本田五郎 准教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0084 人工知能 AI による画像解析と画像下治療・手術での利用 
画像診断・核医学科 

坂井修二 教授 

2021-0086 当院におけるロービジョンケアの効果の評価 
眼科 

篠崎和美 准教授 

2021-0087 
中枢側ネック高度屈曲腹部大動脈瘤に対して Aorfix system を用いた腹部ステントグラフト内挿術の臨

床成績の検討 

心臓血管外科 

新浪 博 教授 

2021-0089 術後目標 PT-INR 到達延長に影響する因子探索 
薬剤部 

木村利美 薬剤部長 

2021-0090 
新開発の乳腺量解析ソフトを用いた乳房 X 線撮影検査（マンモグラフィ）における個人乳腺被ばく線

量評価 

画像診断・核医学科 

坂井修二 教授 

2021-0092 子宮頸癌に対するメトホルミンの有効性についての後方視的検討 
産婦人科 

田畑 務 教授 

2021-0093 

「切除不能進行がんおよび転移・再発固形がん患者に対する Electronic Patient-Reported Outcome 

(ePRO) モニタリングの有用性を検証する多施設共同非盲検ランダム化比較試験」（研究略称名：PRO-

MOTE） 

化学療法・緩和ケア科 

倉持英和 准教授 

2021-0096 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 

長尾充展 准教授 

2021-0097 クローン病関連消化管癌症例の検討 
消化器内科 

米澤麻利亜 助教 

2021-0100 呼吸器外科手術の周術期管理・術後合併症の検討 
呼吸器外科 

神崎正人 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0103 早期膵癌、前癌病変の進展に伴う経時的な画像・臨床病理学的特徴の解析 
消化器・一般外科 

本田五郎 准教授 

2021-0105 小児腎移植の術後急性心不全発生に関する危険因子の後方視的検討 
看護学部 

尾﨑恭子 教授 

2021-0106 AI を用いた産科危機的出血の予測について 
東医療センター産婦人科 

橋本和法 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 

5358 がん診療均てん化のための臨床研究の臨床情報データベース構築と活用に関する研究 
がん包括診療部 

平野 明 部長 

4316-R 
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き観察研究（多

施設共同研究） 

循環器内科 

萩原誠久 教授 

5515 学生の喫煙意識に関する調査 
衛生学公衆衛生学 

松岡雅人 教授 

2020-0095 高齢がん患者に対する高齢者機能評価と放射線治療の実態調査 
放射線腫瘍科 

唐澤久美子 教授 

2021-0079 血液型不適合性黄疸に対するガンマグロブリン製剤投与の実態調査 
母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 

4399 感染性眼内炎の実態調査 
眼科 

飯田知弘 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

3946-R4 先天性心疾患を伴う肺高血圧症例の多施設症例登録研究 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

4348-R 日本集中治療医学会主催の ICU 入室患者登録システム事業への参画 
集中治療科 

野村岳志 教授 

2020-0028 東京女子医科大学循環器内科に心不全入院した患者の予後調査 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

5050-R 
当院ペインクリニック科を受診した帯状疱疹後神経痛患者における治療効果に影響する因子の後方視的

検討 

麻酔科 

長坂安子 教授 

2020-0090 機械学習を用いた CT 画像による COVID 診療戦略アルゴリズムの構築 
救命救急センター 

矢口有乃 教授 

2021-0045 

転移性腎細胞癌患者における治療パターン、治療アウトカム及び医療資源利用状況に関する観察研究：

Patterns of treatment and Outcomes Evaluation in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients in 

Japan (POEM) 

東医療センター泌尿器科 

近藤恒徳 教授 

 

 

【終了報告】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

5211 腎移植後開心術の長期成績の検討 
心臓血管外科 

新浪 博 教授 

3595-R 弁膜症術後患者の遠隔予後に関する研究 
心臓血管外科 

新浪 博 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

3802-R2 腎生検組織に見られる糸球体血管極病変の臨床病理学的解析 
病理診断科 

長嶋洋治 教授 

5042 ガマ腫に対する OK-432 注入硬化療法の有効性と安全性の検討 
耳鼻咽喉科 

野中 学 教授 

 


