
場　所　　　研究所地下１階　会議室ＡＢ

出席者　 　２３名（下表のとおり）

区分 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

原　徹男 ○ センター病院副院長

加藤　規弘 ○ 研究所遺伝子診断治療開発研究部長

小澤　優一 ○ 石井法律事務所弁護士

番匠　史人 ○ ひふみ総合法律事務所弁護士

中澤　栄輔 ○
東京大学大学院医学系研究科
公共健康医学専攻医療倫理学分野講師

中田　はる佳 × 国立がん研究センター研究支援センター生命倫理部研究員

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 ○ 国際医療福祉大学常任理事

加藤　順子 ○ 金沢工業大学客員教授

渡邉　淳 ○
日本医科大学付属病院遺伝診療科部長
日本医科大学大学院医学研究科分子遺伝医学専攻准教授

湯尾　明 × 埼玉県保健医療部参事

正木　尚彦 ○ センター病院臨床検査科診療科長

濱本　洋子 × 看護大学校看護学部長

青柳　信嘉 ○ 国府台病院副院長

小澤　三枝子 ○ 看護大学校教授

徳原　真 ○ センター病院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

明石　秀親 × 国際医療協力局連携協力部連携協力部長

水野　宏一 ○ 国府台病院薬剤部長

塚田　訓久 ○ エイズ治療・研究開発センター医療情報室長

霜田　雅之 ○ 膵島移植プロジェクトプロジェクト長

南本　亮吾 ○ 放射線核医学科診療科核医学科医長

荒川　玲子 ○ 臨床ゲノム科医長

木村　麻紀 ○ 看護部
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倫理審査委員会審議結果・判定表　【平成３０年８月２０日（月）開催】

一般/遺伝子 審査区分 整理番号 課題名 所属部課（科） 申請者 研究責任者 判定 判定日 委員会からの指示事項 備考

一般 本審査 3003
携帯端末機を利用した外来癌化学療法中の患者を対象とする有害

事象モニタリングシステム（開発番号02）の予備調査
看護大学校 外崎　明子 外崎　明子 継続審議 2018/8/27

・研究計画書14.（2）に東京理科大学における倫理

審査委員会の審議を受ける旨を追記すること。

一般 本審査 2391 第三国定住難民の健康データ分析 国際診療部 二見　茜 忽那　賢志 継続審議 2018/8/27

・研究の進捗状況（現在の症例数等）、研究期間の

延長による研究完遂の見込みについて回答するこ

と。

・研究計画書に第三国定住難民であるタイからの難

民・マレーシアからの難民について、ミャンマー人

である旨を明記すること。

・研究計画書に主要評価項目を明記すること。

遺伝子 本審査 175 包括的同意の取得に基づくバイオバンクの構築 バイオバンク 廣井　透雄 國土　典宏 承認 2018/8/27

同意説明文書9の「知的財産権」「研究に関

する権利は、研究者と研究機関に属する」

の記載の妥当性について今後検討するこ

と。

一般 迅速 2542 病棟看護師が患者教育を展開する際に直面する問題の解明 看護大学校 上國料　美香 上國料　美香 承認 2018/7/24

一般 迅速 3001
介護・診療報酬同時改定後の訪問看護ステーションの安定経営に

関連する因子の検討
看護大学校 村木　泰子 小澤　三枝子 承認 2018/7/24

一般 迅速 3002
病院に就業する看護師の学習方法に関する研究－2011年調査結果

との比較－
看護大学校 亀岡　智美 亀岡　智美 承認 2018/7/24

一般 迅速 2438
心療内科で実施する心理療法の認知神経科学的メカニズムの解明

のための観察研究
国府台病院 庄子　雅保 河合　啓介 承認 2018/7/19

一般 迅速 2466
過敏性腸症候群に対するビデオ教材を併用した認知行動療法プログ

ラムのランダム化比較研究
国府台病院 村上　匡史 河合　啓介 承認 2018/7/19

一般 迅速 3004 関節リウマチ患者の自己注射指導のための調査研究 国府台病院 友井　富美 友井　富美 承認 2018/7/19

一般 迅速② 1870
カンボジア農村部における小児の慢性低栄養の疫学

的・社会文化的決定要因に関する研究
国際医療協力局 岩本　あづさ 岩本　あづさ 承認 2018/8/17

一般 迅速② 2189
20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学

研究
小児科 吉本　優里 七野　浩之 承認 2018/8/17

一般 迅速① 2347
渡航前相談レジストリの多施設ネットワーク構築と診

療支援ツールの開発・利用
国際感染症センター 山元　佳 山元　佳 承認 2018/7/10

一般 迅速② 2373

2型糖尿病におけるIoT活用の行動変容を介する血糖改

善効果の検証：多施設共同無作為化非盲検群間比較試

験（PRISM-J：Prevention of Worsening Diabetes

through Behavioral Changes by an IoT-based Self-

Monitoring System in Japan）

糖尿病情報センター 坊内　良太郎 植木　浩二郎 承認 2018/8/17

一般 迅速② 2513
看護師における勤務終了時の脱水状態と関連要因を検

討する横断観察研究
7階東病棟 齊藤　大介 齊藤　大介 承認 2018/8/17



一般/遺伝子 審査区分 整理番号 課題名 所属部課（科） 申請者 研究責任者 判定 判定日 委員会からの指示事項 備考

一般 迅速① 2529
薬剤関連顎骨壊死における口腔内微生物叢メタゲノム

解析

分子炎症制御プロジェ

クト
矢原　寛子 反町　典子 承認 2018/7/10

一般 迅速② 3005
海外渡航中および渡航後の体調不良にかんして渡航後

外来に受診した小児例の実態調査
国際感染症センター 山元　佳 山元　佳 承認 2018/8/17

一般 迅速① 3007 新規体外診断薬の有用性評価 バイオバンク 鈴木　哲史 廣井　透雄 承認 2018/7/10

一般 迅速② 3008
両側下顎枝矢状分割術後に生じた末梢性顔面神経麻痺

の一例（症例報告）
歯科口腔外科 島田　泰如 島田　泰如 承認 2018/8/17

一般 迅速② 3009
成人スティル病の診断/疾患活動性評価における血清ア

ルドラーゼ値の有用性について
膠原病科 猪塚　真志 山下　裕之 承認 2018/8/17

・文書による同意までは必要ないが、承認後に

登録される患者さんについては口頭同意を得る

こと。

一般 迅速② 3010 造血細胞移植医療の全国調査 小児科 吉本　優里 七野　浩之 承認 2018/8/17

一般 迅速② 3011 後期高齢者乳癌の予後に関する後ろ向き研究 乳腺内分泌外科 松本　華英 清水　千佳子 承認 2018/8/17

一般 迅速② 3013
過敏性腸症候群に対するビデオ教材を併用した認知行

動療法プログラムのランダム化比較研究（CBT-IE-T）
心療内科 菊地　裕絵 菊地　裕絵 承認 2018/8/17

・本研究は長時間の研究での時間的拘束が考え

られ、軽微な侵襲と考えられるため、申請書等

を変更する事。

・計画書７の手順に従い、保護者へのオプトア

一般 迅速② 3014
過敏性腸症候群に対する桂枝加芍薬湯の有効性：多施

設共同プラセボ対照二重盲検無作為化試験
消化器内科 秋山　純一 秋山　純一 承認 2018/8/17

同意書の「国立国際医療センター」の記載は

「国立国際医療研究センター」に修正する事。

一般 迅速② 3015
誘導結合プラズマ質量分析装置を用いた血液疾患患者

検体における微量元素分析に関する研究
難治性疾患研究部 志村　まり 志村　まり 承認 2018/8/17

一般 迅速② 3021 新規体外診断薬の有用性評価（膵疾患） バイオバンク 鈴木　哲史 廣井　透雄 承認 2018/8/17

遺伝子 迅速 212 人工遺伝子とナノキャリアDDSによるHBV不活化を目指した研究 国府台病院 杉山　真也 溝上　雅史 承認 2018/7/19

遺伝子 迅速 290
1細胞解析を用いた、肝胆膵がんにおける構成細胞の系譜解析とそ

のデータベース化
国府台病院 杉山　真也 溝上　雅史 承認 2018/7/19




