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第 16 回 倫理審査委員会第一 会議要約 

 

開 催 日：2022 年 2 月 8 日(火) 午後 5 時 45 分～午後 6 時 00 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、松井委員、谷口委員 

欠 席 者：萩原委員、清水京子委員、宮前委員、大木委員 

(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（2022 年 1 月分） 

決定事項：審査結果は、臨床研究の承認 1 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 野原理子教授（衛生学公衆衛生学） 

「労働者を対象としたジョブ・クラフティングに関する調査」 

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。 

 

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】 

なし 

 

【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 

2021-0176 大型血管炎の外科治療および周術期管理に関するレジストリ研究 LVV surgical registry 
膠原病リウマチ内科 

宮前多佳子 准教授 

2021-0177 体腔内病変に対する超音波内視鏡および超音波内視鏡下穿刺吸引法の有効性・安全性についての検討 
消化器内科 

高山敬子 講師 

2021-0179 
化学放射線療法を施行した膠芽腫の MRI による治療効果判定ならびに MRI による予後予測に関する研

究（JCOG0911A2） 

先端生命医科学研究所 

村垣善浩 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 

5035 術前生検診断が非浸潤性乳管癌であった患者の術後最終病理と予後 
乳腺・内分泌外科 

岡本高宏 教授 

5407 薬剤性細動脈障害を伴う移植腎における巣状分節性糸球体硬化症の発症機序の解明 
病理診断科 

長嶋洋治 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

180502 リキッドバイオプシーを用いた切除不能 RAS 野生型大腸癌に対する抗 EGFR 抗体の効果予測 
化学療法・緩和ケア科 

倉持英和 准教授 

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 

4098-R2 糖尿病患者における足潰瘍の発症、増悪に関与する危険因子の検討 
糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

2021-0056 血中タンパク質 AIM の造影剤腎症における動態と早期バイオマーカーとしての臨床応用 
足立医療センター内科 

小川哲也 教授 

5640 悪性胸膜中皮腫におけるエピプラキン 1（EPPK1）の果たす役割について 
呼吸器内科 

多賀谷悦子 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 

2021-0051 
てんかん患者におけるペランパネル一次単剤療法の有効性・安全性に関する観察研究（PORTABLE 

STUDY） 

東医療センター脳神経外科 

久保田有一 准教授 

 

 

【終了報告】 

承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0013 本邦の ADPKD 患者における CKD G5 期の実態調査（ADPKD G5 レジストリー） 
多発性嚢胞腎病態研究部門 

望月俊雄 特任教授 

5277 睡眠時無呼吸症候群における CPAP 使用による感冒予防効果の検討 
神経精神科 

西村勝治 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

5366 妊婦健診におけるウロモジュリンの測定意義に関する研究 
腎臓内科 

新田孝作 教授 

5302 当院の女性自然気胸手術例の検討 
呼吸器外科 

神崎正人 教授 

5101-R 糖尿病外来管理医師における画像診断報告書の確認と診療方針に及ぼす影響 
糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

5365 膵上皮内癌の画像・病理所見に関する多施設共同研究 
消化器内科 

徳重克年 教授 

2020-0117 心房細動を伴う心不全患者におけるジゴキシン投与設計モデルの開発 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

190707 
原発性アルドステロン症に対するミネラルコルチコイド受容体拮抗薬治療が性ホルモン、体組成の変化

に及ぼす影響の検討 

高血圧・内分泌内科 

市原淳弘 教授 

5193-R2 
次世代シーケンサーを用いたビスフォスフォネート関連顎骨壊死患者の口腔組織由来間葉系幹細胞の解

析 

歯科口腔外科 

岡本俊宏 教授 

5597 自己免疫性膵炎に合併した炎症性膵嚢胞症例の全国調査 
八千代医療センター消化器内科 

西野隆義 教授 

5764 
スルファメトキサゾール／トリメトプリム配合剤の投与患者における急性腎障害発症の危険因子および

急性腎障害が予後に及ぼす影響についての検討 

八千代医療センター薬剤部 

小林恵美子 薬剤師長 

2020-0039 COVID-19 流行が日本の造血幹細胞移植に与えた影響の調査 
血液内科 

田中淳司 教授 

2020-0111 膵癌腹膜転移に対する有効な治療法を検討するための多施設共同後ろ向き研究 
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 

3985 造血幹細胞移植における造血機能および免疫動態解析に関する研究 
血液内科 

田中淳司 教授 

5584 Cowden 症候群に対する実態調査 
消化器内科 

徳重克年 教授 

200602 早産児の栄養に対するネーザルハイフロー療法とネーザル CPAP 療法の影響：後方視的検討 
母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 

5474-R 慢性 C 型肝炎透析患者における肝線維化の男女差について -パイロットスタディ- 
東医療センター血液浄化部 

小川哲也 部長 

5401 心移植患者におけるアンモニア PET 検査の有用性についての検討 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

5677 植込型補助人工心臓である EVAHEART®植込み術後の腎機能の変化に関する観察研究 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

2021-0061 下大静脈腫瘍塞栓を伴う腎細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害剤併用療法の有用性の検討 
泌尿器科 

高木敏男 教授 

5600 本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基盤創出 
泌尿器科 

田邉一成 教授 

5164 縦隔腫瘍に対するロボット支援手術の検討 
呼吸器外科 

神崎正人 教授 

4968-R 小児腎移植後再発性巣状分節性糸球体硬化症に対する血漿交換療法の経過の検討 
腎臓小児科 

服部元史 教授 

2020-0048 
重症先天性腎尿路異常（CAKUT）患者における新生児期血清クレアチニン値と腎予後（多施設共同観

察研究） 

腎臓小児科 

三浦健一郎 准教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2021-0107 当院における COVID19 感染症に対する抗体カクテル療法の効果と副作用 
東医療センター内科 

マーシャル祥子 助教 

2967-R4 マラリア迅速診断キット導入に伴うマダガスカル共和国医療従事者の行動変容プロセス 
国際環境・熱帯医学 

杉下智彦 教授 

5701 救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査 
東医療センター救急医療科 

庄古知久 教授 

5606 腎移植後の慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常の予後についての検討 
高血圧・内分泌内科 

市原淳弘 教授 

5392 基礎看護教育 3 年課程修了時の学生の道徳的感受性 
東医療センター 

内潟安子 特任教授 

5389-R 心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開発のための心不全レジストリ 
心臓血管外科 

布田伸一 教授 

2257-R １型糖尿病患者における血糖と糖尿病網膜症等の合併症との関係 
糖尿病センター 

北野滋彦 教授 

 


