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第 15 回 倫理審査委員会第一 会議要約 

 

開 催 日：2022 年 1 月 11 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、柳沢委員、高木委員、桂委員、塚原委員、時田委員、 

倉持委員、増井委員、中島委員、大木委員、松井委員、谷口委員 

欠 席 者：萩原委員、清水京子委員、清水優子委員、宮前委員、吉武委員 

(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、 

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 12 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． 倫理審査委員会委員向け研修（講師：塚原委員） 

テーマ「倫理審査の視点」「臨床研究法施行 5 年後の見直し」「令和２年・３年改正個人情報保護

法を踏まえた 生命・医学系指針の見直し」 

 

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 

2021-0156 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 
消化器・一般外科 

江川裕人 教授 

2021-0158 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 
神経精神科 

西村勝治 教授 

2021-0159 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 
学生健康管理室 

横田仁子 准教授  

2021-0161 ダーモスコープによる口腔粘膜疾患の観察 
歯科口腔外科 

岡本俊宏 教授 

2021-0164 抗 HLA 抗体検査試薬開発のための臨床性能試験 
消化器・一般外科 

江川裕人 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 

2021-0143 早期がん診断のための血液バイオマーカーの探索と臨床性能の検証 
薬理学 

丸 義朗 教授 

2021-0147 
肝細胞癌に対する肝移植適応の新基準（5-5-500 基準）時代における、新基準内患者に対する肝移植以

外の治療（肝切除、RFA、TACE）の妥当性についての検討 

消化器外科 

小寺由人 准教授 

2021-0149 日本外傷データバンクへの患者登録と登録データを用いた臨床研究 
東医療センター救急医療科 

庄古知久 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0151 小児外科疾患における診断・治療に関する後方視的研究 
八千代医療センター小児外科 

幸地克憲 臨床教授 

2021-0157 先天性心疾患修復術後遠隔期の再手術前後の画像解析 
画像診断・核医学科 

長尾充展 准教授  

2021-0160 
コロナ禍における感染性眼内炎の発生率や起炎菌の変化、病態及び視力予後に関する多施設後ろ向き観

察研究 

糖尿病センター 

北野滋彦 教授 

2021-0162 クロザピン治療における入院治療および採血・通院間隔に関する当事者・家族の意識調査 
神経精神科 

稲田 健 准教授 

2021-0163 上部消化管出血の再出血・予後に関わるリスク因子の検討 
消化器内科 

徳重克年 教授 

2021-0165 麻酔科医師のワークエンゲージメントと仕事の資源に関する研究 
衛生学公衆衛生学 

野原理子 教授  

2021-0169 定位脳手術に関する安全性及び有効性に関する研究 
脳神経外科 

堀澤士朗 助教 

2021-0171 （試料情報提供施設）抗 MOG 抗体関連疾患を対象とした全国疫学調査 
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 

5759 大腸癌患者における狭窄・閉塞症例の特徴と栄養管理の検討 
東医療センター外科 

塩沢俊一 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

5568 消化管静脈瘤に対する治療成績の検討 
東医療センター外科 

塩沢俊一 教授 

5627 65 歳以上の大腸癌手術患者における残存歯数の臨床学的意義の検討 
東医療センター外科 

塩沢俊一 教授 

2303-R9 高血圧ならびに内分泌代謝疾患におけるプロレニンと（プロ）レニン受容体の病態生理学的意義の解明 
高血圧・内分泌内科 

市原淳弘 教授 

2021-0122 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 
泌尿器科 

田邉一成 特任教授 

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 

2020-0083 

誘導型抑制性 T 細胞を用いた生体肝移植患者における免疫寛容の誘導と免疫拒絶反応の早期予測バイ

オマーカー探索研究（「生体肝移植における誘導型抑制性 T 細胞（JB-101）による免疫寛容誘導能及び

安全性を評価する第 I／II 相臨床試験」（治験実施計画書番号：JB-101-01）の付随研究） 

消化器・一般外科 

江川裕人 教授 

5494 人工知能を用いた腎移植診療支援に関する後ろ向き観察研究 
泌尿器科 

田邉一成 特任教授 

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  

2020-0096 胆道疾患に対する胆道内視鏡の有効性・安全性についての検討 
消化器内科 

高山敬子 講師 

2021-0117 日本における 21 水酸化酵素欠損症患者の実態調査 
内分泌内科 

大月道夫 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0149 日本外傷データバンクへの患者登録と登録データを用いた臨床研究 
東医療センター救急医療科 

庄古知久 教授 

 

 

【終了報告】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

5174 
生物学的製剤（インフリキシマブ、アダリムマブ）を使用した潰瘍性大腸炎（UC）の治療経過・効果

判定について 

消化器内科 

徳重克年 教授 

5793 
右房塞栓を伴う進行性腎細胞癌に対する手術治療において、超低体温循環停止法と循環維持法との手術

成績及び中長期成績の比較 

東医療センター泌尿器科 

近藤恒徳 教授 

5541 
膀胱全摘出術の術式による術後骨格筋量の変化についての検討（ロボット補助下膀胱全摘出術と開腹膀

胱全摘出術） 

東医療センター泌尿器科 

近藤恒徳 教授 

5233-R 
近赤外線脳酸素モニターは、経カテーテル大動脈弁留置術における高頻度ペーシング後の血行動態回復

遅延を予測できるか？ 

麻酔科 

長坂安子 教授 

5622 
転移性腎癌に対するニボルマブ治療において、血中γGTP 値およびその変化率が予後に与える影響に

ついての検討 

東医療センター泌尿器科 

近藤恒徳 教授 

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 

2020-0012 
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後の穿刺経路腫瘍 細胞播種(Needle tract 

seeding)の二次調査 

消化器内科 

高山敬子 講師 

2020-0013 
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後の穿刺経路腫瘍 細胞播種(Needle tract 

seeding)の三次調査 

消化器内科 

高山敬子 講師 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

3922-R 心エコー図を用いた強皮症患者の無症候性心機能障害の評価 
血液内科 

田中淳司 教授 

5450 看護師を対象にした医療的ケアを必要とする小児と家族への社会資源活用に関する教育の評価 
看護学部 

青木雅子 教授 

2020-0055 新「ストーマ管理度」開発のための多施設共同研究（中止） 
消化器・一般外科 

板橋道朗 教授 

 


