
　　　日　時 平成２９年７月１０日（月）　１６時００分 ～１９時００分

　　　会　場 研修センター４階　セミナー室３

　　　出席者

氏　名 出　欠

〔委 員 長〕 石塚　正敏 ○ 跡見学園女子大学教授

〔副委員長〕 加藤　規弘 × 遺伝子診断治療開発研究部長

〔外部委員〕 小澤　優一 ○ 弁護士

（五十音順） 中田　はる佳 × 国立がん研究センター　研究員

丸木　一成 ○ 国際医療福祉大学常務理事

〔内部委員〕 枝元　良広 ○ 病院肝胆膵外科医長

（五十音順） 菊池　邦子 ○ 国府台病院看護部長

木村　弘江 ○ 病院看護部長

佐伯　久美子 ○ 研究所幹細胞治療開発研究室長

仲佐　保 ○ 国際医療協力局運営企画部長

難波　吉雄 × 企画戦略局長

濱本　洋子 ○ 看護大学校看護学部長

北條　泰輔 ○ 副臨床研究センター長

水野　宏一 ○ 国府台病院薬剤部長

正木　尚彦 ○ 病院臨床検査室医長

湯尾　明 ○ 研究所疾患制御研究部長

[小委員会委員長] 徳原　真 ○ 鏡視下手術領域外科医長

安田　和基　 ○ 研究所代謝疾患研究部長

青柳　信嘉 ○ 国府台病院副院長

小澤　三枝子 ○ 看護大学校基礎看護学・看護管理学教授

[小委員会委員
三好　知明 × 国際医療協力局人材開発部長

       副委員長] 秋山　純一 ○ 消化器内科診療科長

福田　尚司 × 臨床研究連携医長

松下　由実 ○ 教育研修室長

中村　直子 ○ 副看護部長
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　　課題数　３２課題　（戸山地区２９課題、国府台地区２課題、看護大学校１課題）

２０名（下表のとおり）

国立国際医療研究センター倫理委員会出欠表

合　　計

役職名等



　　倫理小委員会審議結果・判定表　　[ 平成２９年７月１０日（月）開催分　]

№ 新/再 審査区分 受付番号 課題名 所属部課（科） 申請者 研究代表者 判定 判定日 条件等 附記

■利益相反マネジメント委員会

1 新規 2272

専門看護師の科学的根拠に基づく実践（Evidence-based

practice(EBP)）のための教育プログラムの開発と評価に

関する研究(EBP-CNS 02)

看護大学校 友滝　愛 友滝　愛 審議

2 再申請 1968
人工知能（機械学習）を用いた角膜内皮細胞の形状解析

（CEAMA)
眼科 山本　裕香 山本　裕香 審議

・課題名の修正の可否

　後ろ向き観察研究なので、変更の必要はないの

ではないか

・研究期間延長の申請にタイムラグがある件

　2017年1月から6月までの期間に研究のための

データ収集をしていないことの確認

3 新規 2274
慢性腎臓病（CKD）患者の糞便を用いた、尿毒素低減化

合物の薬効評価および腸内細菌叢解析
腎臓内科 勝木　俊 日ノ下　文彦 審議

企業が主導する研究、NCGMは協力施設、参加医

療機関はNCGMのみ

現時点では企業の倫理委員会のみでしか審査され

ていないため、当センターでの本審査が必要と判

断する。

4 新規 2277 院内職員の個人防護具着用率についての研究 国際感染症ｾﾝﾀｰ 片浪　雄一 大曲　貴夫 審議

１．個人情報保護に対する配慮や、倫理的弱者で

ある職員を対象とした研究の倫理性

・業務として情報収集すると事前説明したが、研

究対象としての説明は未実施

・個人を特定できないVTR情報のため、オプトア

ウト不可能

２．患者向け情報公開文書の必要性

・研究対象はVTR撮影された職員である

・ビデオ撮影を行う旨の口頭同意は取得済み

5 新規 2290
慢性肺疾患由来の肺高血圧症に対する早期酸素投与の検

討
呼吸器内科 角和　珠妃 鈴木　学 審議

小委員会委員のコメントであるHOT（在宅酸素療

法）の早期開始について「利益」として記載する

ようにとの指示に対して、利益並びに不利益につ

いての記載が追加されているが、小委員会の協議

では本研究においてHOTの早期開始の効果が検討

されるのであって、こうした記載は除くべきとの

判定となった。したがって、申請書、計画書、同

意説明文書における利益並びに不利益についての

記載部分の削除を条件として、小委員会の審議結

果は「条件付き承認」とする。

■有害事象報告

6 再申請 迅速 2004

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）

国府台病院消化

器・肝臓内科
矢田　智之 矢田　智之 承認 2017年7月7日

7 新規 迅速 2271
オレキシン受容体拮抗薬スボレキサントが人の代謝パラ

メータに及ぼす影響
国府台総合内科 森山　純江 栁内　秀勝 承認 2017年7月7日

8 再申請 迅速② 1350

RET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床

病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向

き観察研究

呼吸器内科 仲　剛 竹田　雄一郎 承認 2017年7月7日

9 再申請 迅速② 1618
育児支援を目的とした低出生体重児の発達と母子相互作

用に関する研究
小児科 鏑木　眞喜子 五石　圭司 承認 2017年7月7日

本

審

査



10 再申請 迅速② 1716 本邦の急性肝炎の発生状況調査と治療法に関する研究 臨床検査室 正木　尚彦 正木　尚彦 承認 2017年7月7日

11 再申請 迅速② 1742
一般社団法人日本呼吸器学会 「インフルエンザ・イン

ターネット・サーベイ」 の実施に関する研究
呼吸内科 森野　英里子 森野　英里子 承認 2017年7月7日

12 再申請 迅速② 1791
悪性血液疾患に対して化学療法を施行した患者の口腔内有

害事象に関する研究
歯科・口腔外科 島田　泰如 島田　泰如 承認 2017年7月7日

13 再申請 迅速② 1822
水痘、帯状疱疹の個室隔離における室内外の大気中水痘

帯状疱疹ウイルスのウイルス量に関する検討
国際感染症ｾﾝﾀｰ 山元　佳 大曲　貴夫 承認 2017年7月7日

14 再申請 迅速② 2102 フローサイトメトリーを用いた新規マラリア検査法の開発
熱帯医学・マラリ

ア研究部
狩野　繁之 狩野　繁之 承認 2017年7月7日

15 再申請 迅速② 2118
2型糖尿病を伴う心不全患者の微量アルブミン尿に対する

ダパグリフロジンの予防・抑制効果に関する臨床試験
循環器内科 岡崎　修 岡崎　修 承認 2017年7月7日

16 再申請 迅速② 2190
多発性骨髄腫患者の下顎骨に認めた骨透亮像に関する後

方視的観察研究
歯科・口腔外科 島田　泰如 島田　泰如 承認 2017年7月7日

17 新規 迅速② 2270
抗がん療法を実施せずBest supportive care(BSC)のみの

治療となった非小細胞肺癌(NSCLC)患者の症例対象研究
第3呼吸器内科 竹田　雄一郎 竹田　雄一郎 承認 2017年7月7日

18 新規 迅速② 2275
ペースメーカーデバイス植え込み後の右心不全発症例の

検討
循環器内科 石井　梨奈 原　久男 承認 2017年7月7日

19 新規 迅速② 2276
脊椎骨折患者に対する側臥位での経皮的椎体形成術の安

全性と有効性についての研究
放射線診断部門 野口　智幸 野口　智幸 承認 2017年7月7日

20 新規 迅速② 2278 初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 小児科 山中　純子 七野　浩之 承認 2017年7月7日

21 新規 迅速② 2279
慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈拡張

術の成績報告
循環器内科 久保田　修司 久保田　修司 承認 2017年7月7日

22 新規 迅速② 2280

IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期

の決定と段階的に強度を高める化学療法による神経芽腫

中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験

小児科 山中　純子 七野　浩之 承認（附記） 2017年7月7日

【附記】

余剰検体の具体的な使用は、

現時点では未定とのことであ

るが、体細胞変異を扱う場合

には、然るべき手続きをとる

こと。

23 新規 迅速② 2281

救急医療領域における生体侵襲と生体反応の病態解明と

その臨床応用に関する多施設共同研究：重症外傷の疫学

的研究

救急科 萩原　章嘉 萩原　章嘉 承認 2017年7月7日

24 新規 簡易審査 2282
multiplex LAMP法の輸入感染症診断における性能評価の

ための後ろ向き研究
国際感染症ｾﾝﾀｰ 忽那　賢志 忽那　賢志 条件付き承認

小委員会委員のコメント、事務局からの連絡に対

して適切に対応してあり、バイオバンク資料の使

用許可書類提出（6月23日）中であり、許可書の提

示を条件として、小委員会の審議結果は迅速②

「条件付き承認」とする。

25 新規 迅速② 2284
下顎骨に歯原性線維腫を生じた母斑基底細胞癌症候群の1

例（症例報告）
歯科・口腔外科 島田　泰如 島田　泰如 承認 2017年7月7日

26 新規 迅速② 2285
肺癌に合併したVTE(Venous Thromboembolism：静脈血

栓塞栓症）症例の臨床的特徴に関する後方視的研究
呼吸器内科 田村　賢太郎 鈴木　学 承認（附記） 2017年7月7日

【附記】

1. 情報公開文書　研究の対象

となる方

「入院する」を過去形へ修正

する。例えば、「入院した

（する）」

2. 情報公開分のヘッダーに版

数（Version）を記載する



27 新規 迅速② 2286
終末期がん患者の感染症診療に関する医療者の意向と、意

向の差異に繋がる要因を同定する研究

国際感染症セン

ター
森岡　慎一郎 森岡　慎一郎 承認 2017年7月7日

28 新規 迅速② 2287

International Study for Treatment of Standard Risk

Childhood Relapsed ALL 2010 付随研究　再発 ALL 臨床

検体バイオバンク化に関する研究

小児科 山中　純子 山中　純子 承認（附記） 2017年7月7日

【附記】

申請書 8⑤4)

類似研究：有り、先行研究・

附随研究について追記するこ

と

29 新規 迅速② 2288

International Study for Treatment of Standard Risk

Childhood Relapsed ALL 2010 A randomized Phase Ⅲ

Study Conducted by the Resistant Disease Committee

of the International BFM Study Group

小児科 山中　純子 山中　純子 承認（附記） 2017年7月7日

【附記】

申請書中、8.⑤.4）に類似研

究に関する欄への記載を要

す。

30 新規 迅速② 2289

International Study for Treatment of Standard Risk

Childhood Relapsed ALL 2010　付随研究　アスパラギ

ナーゼの薬物動態学的、薬力学的解析に関する研究

小児科 山中　純子 山中　純子 承認（附記） 2017年7月7日

【附記】

申請書 8⑤4)

類似研究：有り、先行研究・

附随研究について追記するこ

と

31 新規 迅速② 2291
感染症診療適正化のためのカルバペネム系抗菌薬使用モ

ニタリングの効果

国際感染症セン

ター
山元　佳 山元　佳 承認 2017年7月7日

32 新規 迅速② 2293
患者満足と医療安全の向上を目指した入院前術前サポー

ト導入に関する実態調査
看護部 中村　直子 中村　直子 承認 2017年7月7日

新規 延期 2273 心サルコイドーシスのPETによる分子イメージング 放射線核医学科 南本　亮吾 南本　亮吾

新規 延期 2283
頬と舌の運動と咀嚼および食塊形成能力の関連性につい

ての調査（頬舌運動試験）
歯科・口腔外科 吉江　祐介 丸岡　豊

新規 取り下げ 2292 保存期CKD入院患者に対する点滴負荷の影響 腎臓内科 坂本　絵美 日ノ下　文彦


