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1 新規 2172
がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究 ： 多施
設共同前向き登録研究 Cancer-VTE
Registry

消化器内科
<医長>

小島　康志 承認

2 新規 2173
消化器病癌におけるFGFR2,HER2の蛋白質
発現状況の調査を目的とした多施設共同研
究 (DS-Screen)

消化器内科
<医長>

小島　康志
承認
(2017/2/13)

3 新規 2160
肥満患者に対するスマートフォンアプリケー
ション導入での肥満改善効果の検討

国府台病院
総合内科
<医師>

箱島　真理子
[栁内　秀勝]

条件付き承認
(2017/2/13)

１．研究対象者について、「ＢＭＩ25以上の肥満患者」として研究計画書、同意説明文
書等の記載を統一すること。
２．同意説明文書中は「患者さん」の表記で統一すること。
３．研究資金について「研究資金は発生しません」の記載は不適当です。クオカード
の資金出所を含め、糖尿病関連の企業等からの受託研究費より支出することと当該
企業とのCOI について申請書、研究計画書および同意説明文書に記載すること。
３．アプリ開発会社とのCOIに関して明記すること。（無償提供アプリを使用すること、
開発会社との契約等の結びつきは特にないことなどを含む）
４．同意説明文書に各群の被験者に共通して施行される内容について被験者自身
の体験として理解可能な記載を追加すること。
５．2ヶ月につき1回施行されるInBody計測は通常診療の範囲を超えていると考える
ため、研究参加者にとっての負担としてその意義と内容、結果説明などを記載するこ
と。また同検査をこの頻度でおこなうことが保険診療範囲であるのか確認し、範囲外
である場合の研究費の出所については明記すること。

・同意説明文書11「研究終了後5年
間」に修正すること。
・申請書１０⑤相談への担当者は
柳井先生に統一すること。
・個人情報の取り扱いについて、
「同意取得時に連結可能匿名化す
る」等合致した内容を研究計画書
8.2）および申請書8.⑧に記載するこ
と

4 新規 2161
健常者における筋発揮張力維持スロー法（Ｌ
ＳＴ法）の実施が短期的血糖コントロールに
与える影響について

国府台病院
理学療法室
<理学療法士
>

庄子　拓良
条件付き承認
(2017/2/13)

１．研究計画書および申請書に「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所と
の多施設共同研究として実施する。」旨と各施設の役割について明記すること。
２. 分担施設の倫理委員会審査の必要有無を確認し、書面にて回答すること。
３．研究対象者が一般健常者であることを前提に、CGMSについて、使用する針の長
さや仕組み、実際の装着時のイメージや注意点（入浴の可否等も含め）、想定される
有害事象やその対応などの詳細な説明を研究計画書および同意説明文書に追記
すること。（申請書の「予測される不利益」の欄も含む）
４．研究対象者の負担が比較的大きい（カロリーメイトのみの食事、心電図装着等）
こと、健常者として職員を想定していること、などから、研究参加のインセンティブとし
て結果説明を充実させる必要があり、また予想外の検査結果がでた場合の対応も
必要である。予定される説明内容や対応方針について詳細に研究計画書および同
意説明文書に記載すること。
５．以上を総合して、軽微でない侵襲を伴う研究であると判断されるため、モニタリン
グの実施が必要である。モニタリングの手順書等を申請資料に追加すること。

研究計画書（4）
「単施設」を「多施設」に修正するこ
と。
・同意説明文書4.（1）.④「日中は普
段通りの院内の通常業務や日常生
活を行ってもらいます。」は削除に
修正すること。また職種間の偏りを
なくすため、「研究は休日に実施す
る」と明記して下さい。

5 新規 2179
チョウライ病院（ベトナム、ホーチミン市）にお
ける人工呼吸器関連肺炎に対する口腔内ケ
アの介入研究

国際感染症
ｾﾝﾀｰ <特任
研究員>

石金　正裕
[忽那　賢志]

条件付き承認
(2017/2/13)

１．研究計画書について、本研究は、非介入研究部分と介入研究部分が一体となっ
た研究デザインである。2つの異なる内容の研究を同一の研究課題として実施する
理由と、このようなデザインであることが明らかとなるように各記載を修正すること。
またその計画内容に沿って同意説明文書も改訂すること。
２．介入研究であることから、ベトナムの現地状況等も踏まえ、研究参加者から文書
による同意又は口頭同意と記録作成にてインフォームドコンセントを取得すること。な
お、同意説明文書および同意書・同意撤回書については本委員会にて承認された
日本語版の内容を概ね変更することなく現地語に翻訳したものを作成し提出するこ
と。
３．同意説明文書について、研究対象者には介入前の口腔ケアを実施される群（前
期間）と介入後の口腔ケアを実施される群（後期間）の両者が存在することから、そ
れぞれの群に対する説明を含めた内容に修正すること（なお、必要であれば各群に
対応した二種類の同意説明文書を用意することでもよい）。

6 新規 2157
精神障害当事者の「病いの語り」を促進する
看護援助に関する研究

看護大学校
<教授>

森　真喜子
承認

(2017/2/2)

7 新規 2158
看護サービス相互認証協定によるASEAN域
内のNurse Migrationへの影響に関する探索
的研究 (ASEAN MRA)

看護大学校
<講師>

須藤　恭子
承認

(2017/2/2)

8 再申請 1672
当院における血液培養採取状況および陽性
率, コンタミネーション率の調査

国府台病院
総合内科
<医師>

増井　良則
承認

(2017/2/2)

9 再申請 1910
2型糖尿病におけるSGLT2阻害薬の効果の
検討

国府台病院
総合内科
<医師>

箱島　真理子
[栁内　秀勝]

承認
(2017/2/2)

10 再申請 2074
精神科医療の普及と教育に対するガイドライ
ンの効果に関する研究

国府台病院
児童精神科
<診療科長>

宇佐美　政英
承認

(2017/2/2)

11 新規 2159
北インド・チベット難民社会における多剤耐
性結核の背景因子分析

国府台病院
総合内科
<医師>

津田　尚法
条件付き承認
(2017/2/2)

Tibetan Delek Hospitalの病院長の履歴書を提出すること。

12 再申請 1478
FDG-PET/CTの不明熱診断への応用  -ガ
リウムSPECTとの比較研究

放射線核医
学科
<医長>

南本　亮吾
承認

(2017/2/2)

13 再申請 1596
自己骨髄由来培養間葉系細胞移植による
末梢動脈疾患に対する血管新生治療

心臓血管外
科 <医長>

福田　尚司
承認

(2017/2/2)

14 再申請 1598
HIV関連顔面脂肪萎縮に対する形成外科的
手法を用いた修復術の安全性と有効性に関
する研究

ｴｲｽﾞ治療・研
究開発ｾﾝﾀｰ
<室長>

塚田　訓久
[岡　慎一]

承認
(2017/2/10)

15 再申請 1666
病型の異なる糖尿病患者における血糖値と
血糖変動に関与するホルモン値の検討

糖尿病内分
泌代謝科
<医師>

高橋　信行
[梶尾　裕]

条件付き承認
(2017/2/10)

本研究用の血液検体の保管方法や将来的な二次利用についての記載を研究計画
書のプロトコールに記載してください。

16 再申請 1840
急性Ⅰ型糖尿病、劇症Ⅰ型糖尿病における
CKD発症に関する後ろ向きコホート研究

糖尿病内分
泌代謝科
<医師>

高橋　信行
[梶尾　裕]

承認
(2017/2/10)

17 再申請 1873
新規検査試薬 「cobas6800/880
MTB/MAI/MTB-RIF/INH」 の開発に関する
性能評価

呼吸器内科
<医師>

高崎　仁
承認

(2017/2/10)

18 再申請 2012

再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎患者に
対する維持療法時におけるボノプラザン長
期投与時の安全性に関する検討　（VISION
study）

消化器内科
<医長>

秋山　純一
承認

(2017/2/2)
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19 再申請 2019
小児における抗血小板薬の効果のモニタリ
ングに関する研究

小児科
<医師>

大熊　喜彰
承認

(2017/2/2)

20 再申請 2025
HIV感染例における腎・尿細管能が予後に及
ぼす影響の研究

ｴｲｽﾞ治療・研
究開発ｾﾝﾀｰ
<医師>

西島　健
[潟永　博之]

承認
(2017/2/2)

21 再申請 2058
次世代シークエンサーによる結核菌の全ゲ
ノム解析を用いた薬剤耐性結核の診断およ
び治療法の開発に関する研究

感染症制御
研究部
<部長>

切替　照雄
条件付き承認
(2017/2/10)

説明文書等にある「患者さま」の記載を適切に修正して下さい（「患者さん」「参加者」
など）。
研究開始時の各文書の版数が「1.0」以上となるよう適切に修正して下さい。

22 再申請 2091
東京オリンピックに向けたエイズ予防のため
の基盤整備

ｴｲｽﾞ治療・研
究開発ｾﾝﾀｰ
<医師>

水島　大輔
承認

(2017/2/2)

23 再申請 2097 新たな色覚定量検査表の開発研究
眼科
<医師>

大平　文
承認

(2017/2/10)

【附記】　目標登録症例数は、NCGMのみでなく研究全体として、正常15名＋異常15
名の30名と記載してください。

24 新規 2116

閉経後婦人における細菌性膣症の病像・リ
スク要因の解析ならびに現行標準治療の有
効性の検討　（課題名変更）　2016/11/4 不
承認

産婦人科
<医師>

荻野　満春
[矢野　哲]

承認
(2017/2/10)

25 新規 2156 外国人成人の水痘症例の検討
国際感染症
センター
<医師>

高谷　紗帆
[忽那　賢志]

条件付き承認
(2017/2/10)

英語版情報公開文書に関して、研究の内容が正しく伝わるよう、以下の点を含め表
現を適切に修正して下さい。
・研究課題名が研究内容を適切に現すよう修正して下さい（例えば課題名冒頭に”
Analysis of”を追加する等）
・”refuse to”の表現では参加拒否の申告をためらわせる可能性はないでしょうか。
・”For adolescents aged over 18”は「18歳以上の未成年」と解釈されない可能性もあ
りますので適切に修正して下さい（18 or 19, 18~19等）。

26 新規 2162 マラリアの臨床像、重症化危険因子の検討
国際感染症
センター
<医師>

高谷　紗帆
[加藤　康幸]

条件付き承認
(2017/2/10)

英語版情報公開文書に関して、研究の内容が正しく伝わるよう、以下の点を含め表
現を適切に修正して下さい。
・”For adolescents aged over 18”は「18歳以上の未成年」と解釈されない可能性もあ
りますので適切に修正して下さい（18 or 19, 18~19等）。

27 新規 2163
多施設データベース構築による消化管出血
患者のＣｌｉｎｉｃａｌ ｏｕｔｃｏｍｅ調査 ： 多施設共
同後ろ向き観察研究

消化器内科
<医師>

永田　尚義
承認

(2017/2/10)

28 新規 2164
肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療にお
ける呼吸性変動と局所制御、有害事象の発
生に関する研究

放射線治療
科 <医長>

中山　秀次
条件付き承認
(2017/2/10)

NCGMでの匿名化対応表の所持
→個人情報管理者（企画戦略局長）に依頼。としてください。

29 新規 2165
前立腺癌に対する放射線治療後の直腸出
血を生じる要因の研究

放射線治療
科 <医長>

中山　秀次
条件付き承認
(2017/2/10)

NCGMでの匿名化対応表の所持
→個人情報管理者（企画戦略局長）に依頼。としてください。

30 新規 2166
カンボジア・Svay Rieng 州立病院における分
娩時・早期新生児ケア(INC)の観察研究

国際医療協
力局
<医師>

岩本　あづさ
条件付き承認
(2017/2/10)

カンボジアの申請書類と承認通知書の提出が必要です。

31 新規 2167
ザンビア共和国レフェラル保健医療施設に
おける到着時死亡症例の死因に関する現状
調査

国際医療協
力局
<医師>

横堀　雄太
承認

(2017/2/10)

・申請書 8① 侵襲の有無：侵襲なし
→軽微な侵襲 に変更してください。
・アンケートの版数が申請書と原資
料で相違しています。統一して下さ
い。

32 新規 2168
HIV感染例の慢性腎臓病の有病率とその関
連因子についての研究

ｴｲｽﾞ治療・研
究開発ｾﾝﾀｰ
<医師>

西島　健
[潟永　博之]

承認
(2017/2/10)

33 新規 2169
抗ＨＩＶ療法の時代におけるＨＩＶ感染例の予
後と関連因子の研究

ｴｲｽﾞ治療・研
究開発ｾﾝﾀｰ
<医師>

西島　健
[潟永　博之]

承認
(2017/2/10)

34 新規 2170 HIV関連リンパ腫についての全国調査
血液内科
<医長>

萩原　將太郎
承認

(2017/2/10)

【附記】
誤記を修正して下さい：計画書p13「6.1 利益またら貢献度の予測」

35 新規 2171 高齢者に対する胃ESDの安全性の検討
消化器内科
<医師>

渡辺　一弘
承認

(2017/2/10)

36 新規 2174
抗凝固薬内服患者における上部消化管の
粘膜障害と消化器ディスペプシア症状に関
する調査

消化器内科
<医師>

守安　志織
[永田　尚義]

承認
(2017/2/10)

37 新規 2175
男性HIV患者の脂質管理の工夫 ～Positive
deviance法を用いた解析から～

ｴｲｽﾞ治療・研
究開発ｾﾝﾀｰ
<看護支援調
整職>

池田　和子
承認

(2017/2/10)

38 新規 2176
抗凝固薬内服患者における内視鏡治療後
の出血および血栓塞栓症リスク ： 単施設後
ろ向き観察研究

消化器内科
<医師>

柳澤　直宏
[渡辺　一弘]

承認
(2017/2/10)

39 新規 2177
川崎病の急性期治療の有効性に関する多
施設共同前向きコホート研究　(PEACOCK)

小児科
<医師>

末永　祐太
[大熊　喜彰]

承認
(2017/2/10)

研究名が「他施設」となっています。
「多施設」に修正して下さい。

40 新規 2178
喀血・血痰を呈する肺アスペルギルス感染
症患者における血管増生の後方視的研究

呼吸器内科
<医師>

山本　章大
[鈴木　学]

承認
(2017/2/10)

41 新規 2180
白色絨毛における臨床的意義の検討 ： 後ろ
向き観察研究

消化器内科
<医師>

木村　花菜
[櫻井　俊之]

承認
(2017/2/10)


