
場　所　　　国際医療協力研修センター４階　第１会議室

出席者　 　１９名（下表のとおり）

氏　名 出欠 役職名等

〔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） 中澤　栄輔 ○ 東京大学大学院医学系研究科助教

松林　和彦 ○ 元三菱ﾚｲﾖﾝ株式会社ｱｸｱ技術総括室課長

丸木　一成 ○ 国際医療福祉大学教授

〔内部委員〕 枝元　良広 × 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 ○ 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

正木　尚彦 ○ 病院臨床検査室医長

水野　宏一 ○ 国府台病院薬剤部長

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 大杉　満 × 糖尿病科医長

       副委員長] 岡本　竜哉 ○ ICU・CCU・HCU管理室医長

塚田　訓久 ○ エイズ・治療研究開発センター医療情報室長

南本　亮吾 × 核医学科医長

中村　直子 ○ 副看護部長
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国立研究開発法人国立国際医療研究センター倫理委員会出欠表

日　時　　　平成２９年８月１４日（月）　１６時００分　～ １７時３０分

　　課題数　２５課題

　　（戸山地区　１５課、国府台地区４課題、看護大学校６課題）

合　　計



審査時間 No 区分 新・再 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

16:10～16:25 1 本審査 新規 2253
子どもの心的外傷関連障害治療プログラムの多機関における効果検証と

応用に関する研究
国府台児童精神科 岩垂　喜貴 岩垂　喜貴 条件付き承認 2017/8/14

本研究対象者の選択基準を先行

研究および他の共同研究等との

差異が明らかとなるよう修正す

ること。

16:25～16:40 2 本審査 新規 2302
匿名残余検体を用いた性感染症検査機関における赤痢アメーバ血清抗体

陽性率に関する研究
ACC 柳川　泰昭 渡辺　恒二

承認

（附記）
2017/8/14

共同研究施設に申請課題名と

の関係を整理するよう依頼し

てください。

16:40～16:55 3 本審査 新規 2310
吸気時の3歳未満児胸部レントゲン撮影のための前方視的ランダム化比較

研究
国際医療協力局 杉浦　康夫 杉浦　康夫 条件付き承認 2017/8/14

１本研究で用いられる装置の具

体的な測定原理等について、研

究計画書および同意説明文書に

追記すること。

２企業との共同研究として契約

を締結し実施すること、及び解

析は研究者主体で行うことな

ど、を研究計画書に追記し（研

究組織や利益相反など）、具体

的企業名等については同意説明

文書に明記すること。

4 迅速 再申請 1375 閉塞性動脈硬化症患者の日常生活における身体活動の特徴に関する研究 看護大学校 石井　智香子 石井　智香子 承認 2017/8/14

5 迅速 再申請 2251
慢性心不全患者の再入院に関する実態と関連する要因～セルフモニタリ

ングと病気の不確かさについて～
看護大学校 大黒　えりか 飯野　京子 承認 2017/8/14

6 迅速 新規 2252
看護専門学校に就業する新人教員の問題克服に対する先輩教員の支援ー

Ａ県内の3年課程看護専門学校教員への調査を通してー
看護大学校 鎌田真規子 亀岡　智美 承認 2017/8/14

7 迅速 新規 2295
男性看護師の働きやすさと、女性患者へのケアの困難感・職場内外の人

間関係の関連についての研究
看護大学校 友滝　愛 友滝　愛 承認 2017/8/14

8 迅速 新規 2296 在留外国人結核患者の療養支援に関する研究 看護大学校 野中　千春 樋口　まち子 承認 2017/8/14

9 迅速 新規 2297 医療従事者の手指細菌叢の構成と季節性変化 看護大学校 河瀬　里美 森　那美子 承認 2017/8/14

10 迅速 再申請 1854
B型肝炎ウイルス感染のウインドウ・ピリオドにおける新規スクリーニン

グマーカーの探索

国府台肝炎・免疫セ

ンター
考藤　達哉 考藤　達哉 承認 2017/8/14

11 迅速 再申請 2078 肝疾患相談・支援センター相談員研修会のプログラム開発に向けて
国府台肝炎・免疫研

究センター
北山　裕子 北山　裕子 承認 2017/8/14

12 迅速 再申請 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 箱島　真理子 栁内　秀勝 承認 2017/8/14

13 迅① 再申請 1274
非扁平上皮非小細胞肺がんに対するペメトレキセド投与時の副作用発現

の予測因子に関する観察研究
呼吸器内科 竹田　雄一郎 竹田　雄一郎 承認 2017/8/2

14 迅① 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 秋山　純一 秋山　純一 承認 2017/8/2

15 迅① 再申請 2104
ヒト免疫不全ウイルス陽性女性と出生した児の長期予後に関するコホー

ト研究　The Japan Women and Children HIV Cohort Study (JWCICS)
小児科 田中　瑞恵 田中　瑞恵 承認 2017/8/2

倫理委員会審議結果・判定表　　[ 平成２９年８月１４日（月）開催分　]



審査時間 No 区分 新・再 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

16 迅② 再申請 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 横堀　雄太 横堀　雄太 条件付き承認 2017/8/14

今回の再申請では目標症例数な

どが大きく変更されています。

その経過がわかりやすいよう

に、研究計画書の研究対象、目

標症例数、研究期間などの項目

につき、変更前の数字等を併記

して下さい。あわせて今回の変

更に至った理由も簡潔に記載し

て下さい。

17 迅② 新規 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 承認 2017/8/14

18 迅② 新規 2298
呼吸同期IMRTにおける呼吸再現性とMulti-Leaf Collimator(MLC)位置変

動、治療精度に関する研究
放射線診療部門 金井　一能 金井　一能 承認 2017/8/14

19 迅② 新規 2299 関節リウマチに合併した間質性肺炎の急性増悪に関わるリスクの検討 膠原病科 八島　在紗 山下　裕之 承認 2017/8/14

20 迅② 新規 2300
心血管リスクを有する患者における最適な血圧管理についての探索的研

究
糖尿病内分泌代謝科 辻本　哲郎 辻本　哲郎 承認 2017/8/14

21 迅② 新規 2301
実臨床における多発性骨髄腫に対するTandemASCT治療費と生存期間の

関係性
薬剤部 小室　雅人 小室　雅人 承認 2017/8/14

22 迅② 新規 2303
EGFR遺伝子変異陽性進行・再発非小細胞肺癌におけるTKI耐性獲得後の

至適治療の検討
第三呼吸器内科 竹田　雄一郎 竹田　雄一郎 承認 2017/8/14

23 迅② 新規 2305 救急外来の外国人対応における業務負荷量調査 国際診療部 二見　茜 佐々木　亮 条件付き承認 2017/8/14

小委員会委員の指摘事項には概ね回答

しているが、「測定者」と「研究対象

者」の役割が不明確なので、申請書8⑤

概要の研究方法、研究計画書2-3pの研

究方法、同意説明書3pの情報の取り扱

い部分に、それぞれの実施内容をわか

りやすく記載するよう修正を求める。

また、誤記部分について附記として修

正を求める。

（申請書3④）審査対象書類（計画

書、同意書）作成年月日と申請書類

の作成日齟齬

（申請書3⑤）参考資料:前回倫理委員

会承認通知書はないはず（〇を削

除）

（申請書8⑤3））救急外来スタッフ

が研究対象であることの記載がない

（同意説明書3p）一部「だ、であ

る」調の表現が残っている。

患者情報の項6行目の「その保護」が

不明瞭なので、「患者が特定される

情報は収集しない」旨記載するこ

と。

24 迅② 新規 2306
外来における抗菌薬適正使用を推進、支援する手法に関するアンケート

調査

AMR臨床ﾘﾌｧﾚﾝｽｾﾝ

ﾀｰ
具　芳明 大曲　貴夫 承認 2017/8/14

25 迅② 新規 2308 糖尿病に対する適切な医療提供体制・医療の質指標に関する研究 糖尿病情報センター 今井　健二郎 大杉　満 承認（附記） 2017/8/14

アンケートが修正等される場

合においては再申請をして下

さい。


