
1 

 

第 17 回 倫理審査委員会第一 会議要約 

 

開 催 日：2022 年 3 月 8 日(火) 午後 5 時 30 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、 

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、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、 

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 2 月分） 

決定事項：審査結果は、臨床研究の承認 2 件（うち 1 件は修正を要する）、再審査 1 件 

 

議 題 

１． 臨床研究の審査 

(1) 研究責任者 神崎正人教授（呼吸器外科） 

「肺悪性腫瘍に対するロボット支援胸腔鏡下肺葉切除症例の検討」（計画変更申請） 

利益相反自己申告書を供覧し、審査に入った。その結果、承認とすることとした。 

(2) 研究責任者 多賀谷悦子教授（呼吸器内科） 

「日本の実臨床下における好酸球性炎症を伴う重症喘息および併存疾患に対するメポリズマブの有

効性に関する多施設共同、後ろ向き観察研究（J-Real-Mepo）」 

研究分担者の辻助教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（桂委員は退室）。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。 

(3) 研究責任者 山上 淳准教授（皮膚科） 

「患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患の病態解明」 

山上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、再審査とするこ

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 

2021-0185 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 
衛生学公衆衛生学 

野原理子 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 

2021-0181 
新生児低酸素発作における経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）トレンドモニタリングと看護師による

SPO2 モニタ監視の比較 

足立医療センター 

周産期新生児診療部 

山田洋輔 講師 

2021-0182 Intramuscular hemangioma of intercostal muscle: case report and literature review 
八千代医療センター呼吸器外科 

関根康雄 教授  

2021-0186 切除不能進行・再発胃癌における化学療法前内臓脂肪が予後に及ぼす影響について 
東医療センター外科 

西口遼平 助教 

2021-0187 （情報提供施設）カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022] 
先進電気的心臓制御研究部門 

庄田守男 特任教授 
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【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 

2020-0046 
MSBase を用いた日本人多発性硬化症（MS）患者における疫学調査および他国レジストリデータとの

比較研究 

脳神経内科 

清水優子 特命担当教授 

181203 
SAP(Sensor augmented pump therapy)療法・CGM(Continuous glucose monitoring)による血糖コン

トロールおよび QOL 変化の検討 

糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

5247-R 脳血管障害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 

2021-0116 

特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会データベースを用いた観察研究 Japanese Society of 

Neuroendovascular Therapy Data Base (JSNET-DB)− パルスライダー、W-EB デバイス −

PulseRider and W-EB registry 

脳神経外科 

川俣貴一 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 

2021-0042 分娩中の硬膜外麻酔使用について妊婦と助産師における共有意思決定支援の質向上 
看護部 

内田朋子 看護副部長  

3396-R 法医解剖例における頭部外傷の受傷機転と頭蓋内損傷の重傷度の関係の解析 
法医学 

木林和彦 教授 

3421-R 法医解剖例における薬物検査結果と死亡の関係の解析 
法医学 

木林和彦 教授 

3951-R 法医解剖例における交通事故後に死亡した患者の損傷の解析 
法医学 

木林和彦 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2020-0033 4D CT における脳血管および脳血液灌流の診断的意義についての研究 
画像診断・核医学科 

鈴木一史 講師 

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  

4764-R2 胆道悪性腫瘍における高感度診断システムの開発 - 基礎性能検討 - 
消化器・一般外科 

樋口亮太 講師 

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 

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 

5183 周産期女性と助産師の妊娠・出産・育児に対するイメージ 
看護学部 

小川久貴子 教授 

5734 循環器疾患合併 COVID-19 患者に関する多施設共同観察研究（CLAVIS-COVID） 
東医療センター心臓血管診療部 

布田伸一 教授 

5803 総大腿動脈の治療の現状と臨床成績に関する後ろ向き研究 
東医療センター心臓血管診療部 

布田伸一 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

5705 妊娠に合併した耐糖能異常における網膜症進行に関する全国調査 
糖尿病センター 

北野滋彦 教授 

4602-R 血中 uromodulin の臨床的意義に関する研究 
腎臓内科 

新田孝作 教授 

5571 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 
八千代医療センター消化器内科 

西野隆義 教授 

5505 新型コロナウイルスに対する病院スタッフの認識と準備：グローバル調査 
国際環境・熱帯医学 

杉下智彦 教授 

3991 クローン病の累積手術率の時代的変遷についての検討 
乳腺・内分泌外科 

岡本高宏 教授 

5004-R2 極低出生体重児の協調運動と認知行動発達についての検討 - 学童期の問題との関連について - 
小児科 

永田 智 教授 

5214 脳動脈解離による急性期脳梗塞の発症時の白血球数の変動について 
八千代医療センター脳神経内科 

大橋高志 准教授  

5227 多発性硬化症病者が望むつながりに関する研究 
脳神経内科 

北川一夫 教授 

5397 指定難病データを用いた多発性硬化症、視神経脊髄炎の妊娠出産と治療実態に関する研究 
脳神経内科 

北川一夫 教授 

5778 妊娠中に発症した免疫性血小板減少症の母体から出生した児の血小板数に関する研究 
母子総合医療センター 

和田雅樹 教授 

3482-R4 乾癬性関節炎における画像評価法の検討 
膠原病リウマチ内科 

針谷正祥 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

3658-R4 痛風診療における画像診断の有用性についての検討 
膠原病リウマチ内科 

針谷正祥 教授 

5412 体格別妊娠糖尿病の特徴 
糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

5549 1 型糖尿病における単胎妊娠と双胎妊娠の比較 
糖尿病センター 

馬場園哲也 教授 

5149-R 
成人先天性心疾患におけるうっ血性心不全患者の急性腎障害予測因子としての尿中バイオマーカーに関

する研究 

心臓血管外科 

新川武史 教授 

4321-R 中枢神経脱髄性疾患と脳腫瘍の鑑別における MRS の有用性に関する研究 
脳神経内科 

北川一夫 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 

200202 PCV における長期転帰、再発率、および治療ニーズを判断する研究 
眼科 

飯田知弘 教授 

2021-0020 幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討-国内多施設共同研究- 
消化器・一般外科 

本田五郎 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 

2020-0103 小児小腸バルーン内視鏡に関する実態調査：治療内視鏡・腹部術後内視鏡の有効性と安全性 
消化器内科 

大森鉄平 准講師 

5246-R 脳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 
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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 

2021-0159 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 

5215 
女性医療人キャリア形成センター女性医師再研修部門における相談内容に基づいた近年の女性医師復職

時の問題点の分析 

皮膚科 

石黒直子 教授 

5044 変形性膝関節症における術中神経血管損傷リスク評価の検討 
整形外科 

岡崎 賢 教授 

5216 女性医師に対する復職支援・再研修の成果調査 
皮膚科 

石黒直子 教授 

2020-0052 クロザピン治療における採血・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 

3407-R4 乾癬と乾癬性関節炎に関する観察研究 
皮膚科 

石黒直子 教授 

5618 膵頭十二指腸切除後腹腔内出血に対するアンケート調査 
消化器・一般外科 

樋口亮太 講師 

5082-R 目標血中濃度を到達するためのバンコマイシン投与レジメンおよび安全性の評価 
薬剤部 

木村利美 薬剤部長 

2021-0067 骨格筋画像アトラスの作成 
小児科 

石垣景子 准教授 

5787 重症患者におけるリフィーディング症候群の実態調査 
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 

3928-R3 植込型補助人工心臓装着後の合併症とリハビリテーションの役割についての検討 
循環器内科 

萩原誠久 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 

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 

5054 
集中治療領域における急性腎障害に対する腎代替療法の導入・離脱基準および非導入群との臨床効果、

血液データの推移についての検討 

東医療センター救急医療科 

庄古知久 教授 

180308 慢性閉塞性肺疾患患者における外来呼吸リハビリテーション実施１年後の身体活動量評価（中止） 

八千代医療センター 

リハビリテーション科 

桂 秀樹 教授 

4600-R MRI を用いた拡散強調画像による脳機能評価 
八千代医療センター小児科 

髙梨潤一 教授 

170203 T4 又はＮ2-3 胃癌に対する術前 SOX 療法の有効性に関する前向き介入研究 
化学療法・緩和ケア科 

倉持英和 准教授 

2705-R 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の前向き追跡調査（多施設共同研究） 
消化器内科 

徳重克年 教授 

4886-R2 
切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学療法における有効性と安全性の前

向き観察研究 REVIVE study（CSPOR GC-01） 

八千代医療センター化学療法科 

倉持英和 准教授 

2021-0124 
切除不能進行大腸癌、胃癌におけるトリフルリジン・チペラシル塩酸塩配合錠（ロンサーフ🄬）の有効

性に関するバイオマーカーの探索研究 

化学療法・緩和ケア科 

倉持英和 准教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

4784-R 単身男性自衛官の肥満に関わる生活習慣と職場のソーシャル・サポートとの関連 
看護学部 

清水洋子 教授 

2020-0085 オートポジショニング機能搭載 CT 装置による操作フロー改善の検討 
画像診断・核医学科 

坂井修二 教授 

5737 臨床判断モデルを活用した小児科外来における看護学統合実習の評価 
看護学部 

青木雅子 教授 

5173 大腸癌手術患者における術後 3 日目の血清 CEA 値の意義の検討 
東医療センター外科 

塩沢俊一 教授 

4545-R3 全自動血液凝固測定装置の性能評価 
血液内科 

田中淳司 教授 

5371 卵巣明細胞癌における鉄イオンの輸送を介した細胞増殖 
病理診断科 

長嶋洋治 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 

5744 小児看護継続教育プログラム案の検証 
看護部 

白石和子看護部長 

2020-0022 心不全入院患者における治療実態と予後に関する研究 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

4760 睡眠障害患者における認知機能の研究 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

3502-R 東京女子医科大学病院 循環器内科における末梢血管疾患に関する後方視的研究 
循環器内科 

萩原誠久 教授 
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承認番号 研究課題名 研究責任者 

2235-R4 睡眠時無呼吸症候群の動脈硬化の経時的観察と脳心血管イベントにいたるメカニズムを探る 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

4965 心臓サルコイドーシス患者における予後追跡調査に関する前向き研究 
循環器内科 

萩原誠久 教授 

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 

第１ー３Ｆ東病棟 

加藤千尋 助産師 

4663 妊娠中のラクトミン、酪酸菌、糖化菌配合剤の切迫早産治療効果に関する後方視的検討 
八千代医療センター婦人科 

正岡直樹 特任教授 

4664 妊娠糖尿病（GDM）既往妊娠の周産期予後に関する後方視的検討 
八千代医療センター婦人科 

正岡直樹 特任教授 

5519-R 集中治療患者における腎バイオマーカーと急性腎障害の検討 
八千代医療センター救急科 

貞廣智仁 准教授 

5580 甲状腺未分化癌における腫瘍免疫機構の解明 
八千代医療センター病理診断科 

中澤匡男 教授 

2020-0003 心臓外科術後患者の集中治療室への再入室の予測が可能なスコアリングシステムの検討 
集中治療科 

清野雄介 准講師 

4806 
重症心不全患者における経胸壁心臓超音波による ASV（Adaptive-Servo Ventilator）至適圧設定方法

の確立とその予後に関する研究 

循環器内科 

萩原誠久 教授 

 


