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第 14 回 倫理審査委員会第一 会議要約 

 

開 催 日：2021 年 12 月 14 日(火) 午後 5 時 30 分～午後 6 時 35 分 

場 所：WEB 開催 

出 席 者：馬場園委員長、須藤委員、柳沢委員、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、高木委員、清水優子委員、桂委員、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承認案件/終了報告一覧（2021 年 11 月分） 

決定事項：審査結果は、臨床研究の承認 5 件（うち修正を要するものが 4 件） 

 

議 題 

１． 臨床研究の審査 

(1) 研究責任者 横田仁子准教授（学生健康管理室） 

「COVID-19 パンデミックで大学生が感じたストレス要因の質問紙調査」 

横田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 西村勝治教授（神経精神科） 

「慢性腎臓病の腎代替療法における患者と医療者双方向性の意思決定支援モデルの開発」 

研究分担者の高野臨床心理士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 岡本俊宏教授（歯科口腔外科） 

「ダーモスコープによる口腔粘膜疾患の観察」 

研究分担者の貝淵講師が吉光特任講師（先端生命医科学研究所）同席の下、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 江川裕人教授（消化器・一般外科） 

「肝門部胆管癌手術における手術成績予測のための  Charlson Comorbidity Index の有用性の検討」 

研究分担者の樋口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、承認

とすることとした。 

(5) 研究責任者 江川裕人教授（消化器・一般外科） 

「抗 HLA 抗体検査試薬開発のための臨床性能試験」 

江川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
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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 

2021-0135 膠原病患者血清に誘導されるサイトカインシグナル研究 
膠原病リウマチ内科 

針谷正祥 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 

2021-0126 消化器癌手術における術後感染症が癌予後に与える影響の多施設共同調査 
東医療センター外科 

横溝 肇 講師 

2021-0129 新型コロナウイルスワクチンが妊婦に与える影響を調査する多施設共同研究 
産婦人科 

田畑 務 教授 

2021-0130 
食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察において腫瘍マーカー測定の有用性を探索的に

評価する統合解析研究計画書 

消化器・一般外科 

成宮孝祐 講師 

2021-0133 脳腫瘍術後 寡分割照射の有用性に関する検討 
放射線腫瘍科 

唐澤久美子 教授 

2021-0134 慢性炎症を伴った疾患における炎症関連病態予測バイオマーカーの探求 
薬理学 

丸 義朗 教授 

2020-0119 急性肺炎にて入院した患者の入院期間延長に寄与した要因の検討 
総合診療科 

島本 健 臨床教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0137 局所進行胆道癌に対する Conversion surgery の治療成績と予後因子解析 
八千代医療センター消化器外科 

片桐 聡 臨床教授 

2021-0138 先天性食道狭窄症及び先天性十二指腸狭窄症の病型診断における超音波内視鏡の有用性について 
八千代医療センター小児外科 

矢部清晃 助教 

2021-0139 膵がんに対する化学放射線治療の成績 
放射線腫瘍科 

唐澤久美子 教授 

2021-0141 局所進行子宮頸癌の放射線治療 
放射線腫瘍科 

唐澤久美子 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 

5716 COVID-19 感染症抑制のためのライフスタイルの変化が糖尿病患者に与えた影響の検討 
糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

2020-0004 てんかんのある小児における水泳・入浴のアンケート調査 
小児科 

伊藤 進 准講師 

4247 多施設共同研究で集積された血液試料を 2 次利用したがん検診に有用な腫瘍マーカーの開発研究 
薬理学 

丸 義朗 講師 

5104-R 当院で診断した IgA 腎症の長期予後に関する研究 
腎臓内科 

新田孝作 教授 

4822-R2 血液浄化療法における合併症および予後に関する研究 
血液浄化療法科 

土谷 健 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0109 法医解剖例における生化学検査の有用性の検討 
法医学 

木林和彦 教授 

2021-0057 小児期に腎代替療法を導入した思春期・若年成人患者のうつと QOL の調査 
腎臓小児科 

服部元史 教授 

2020-0088 3D カメラによる乳房再建術後の経時的変化の検討 
八千代医療センター形成外科 

松峯 元 准教授 

2020-0004 てんかんのある小児における水泳・入浴のアンケート調査（11 月 2 回目の計画変更承認） 
小児科 

伊藤 進 准講師 

2021-0125 
2019 年度から 2021 年度シーズンの東京女子医科大学病院小児科における Respiratory syncytial 

virus(以下 RS ウイルス)感染症の動向に関する研究 

小児科 

永田 智 教授 

5266 大腸癌の治療成績の検討 
消化器・一般外科 

山口茂樹 教授 

 

 

【終了報告】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

4956 意思表明に向けた準備能力測定尺度の開発 
看護学部 

長江弘子 教授 

5065-R 「独り暮らし」高齢者の在宅死を可能にする訪問看護モデルの検証 
看護学部 

長江弘子 教授 

5221 地域包括ケアシステムにかかわる多職種が共に学ぶ ACP 教育プログラムの開発と評価 
看護学部 

長江弘子 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

5718 
地域包括ケアシステムにかかわる多職種が共に学ぶアドバンス・ケア・プランニング（ACP）教育プロ

グラムの実用可能性の検討 

看護学部 

長江弘子 教授 

5557 精巣発育不良を手術適応とした移動性精巣症例の検討 
八千代医療センター小児外科 

幸地克憲 臨床教授 

5501 
転移性腎癌に対するニボルマブ治療において、好塩基球/好中球数比の変化率が与える影響についての

検討 

東医療センター泌尿器科 

近藤恒徳 教授 

3913-R 
糖尿病足潰瘍患者の下肢切断および糖尿病足感染症による死亡に対する Toe-brachial index (TBI) の影

響： Ankle-brachial index (ABI) との比較 

糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

4244-R 静脈血栓塞栓症における非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬治療の前向き追跡研究（KUROSIO study） 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

2020-0087 
院内の教育活動におけるクリニカルコーチと師長・主任・教育担当者・教員との連携・協働のあり方の

検討 

八千代医療センター看護局 

山内典子 看護師 

 


