
2021年度 聖路加国際大学 研究倫理審査委員会 議事録要旨 

 

日 時： 2021年11月30日（火） 

場 所： メール審議：新規審議案件がないため、メール審議をもって開催に代えた 

 

委 員：  

出席／森 慎一郎、紺井 理和、田村 友秀、角田 博子、小島 史嗣、長谷川 大輔、成本 一隆、伊藤 雄伍、 

包國 幸代、中島 千春、横山 映理子、小松崎 朗子、髙地 恵市、八重 ゆかり、鶴若 麻理、片岡 弥恵子

阿部 仁美、仲野 真由美、高 友希子、墨岡 亮、佐藤 恒、赤堀 勇 

   欠席／なし 

  

 

1.審議事項：新規申請（本審査）  司会：委員長 森 愼一郎 

審査課題 0 課題 

 

2．審議事項：その他の本審査 

なし 

 

3．報告事項：新規申請の承認報告 

迅速審査及び書類審査該当の新規申請研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

4．報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告 

既に承認されている研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

5.報告事項：他委員会の承認報告 

中央倫理審査委員会にて承認されている研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

6. 委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

なし 

 

 

7.事務局からの報告、連絡事項 

なし 

 

 

8．次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2021年12月28日(火) １8：00～（Web会議）にて開催。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2021/11/30審査分）

本審査 なし

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2021/11/30研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名 氏名
審査
区分

判定

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2021年　11月　30日



公開用

2.その他本審査 （2021/11/30審査分）

なし

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2021年　11月　30日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2021/11/30研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名 氏名
審査
区分

判定



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2021/10/19～2021/11/19審査分）

21-R110 乳癌治療における遺伝子検査の経済的負担の意識に関する研究 腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認

21-R122
小児がんの子どもの入院に伴う親ときょうだいの生活の変化・現状およ
び認識とQOLに関する縦断調査

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

21-RC124
ペースメーカ植込みが認知機能に与える影響に関する検討 - 前向き比
較研究

循環器内科 医師 鈴木 隆宏 承認

21‐J026 COVID-19に対する隔離対応が細菌性肺炎患者に与える影響の検討 臨床研修部 医師 田村 旺子 承認

21-R119 集中治療室における早期経腸栄養開始の効果について 栄養科 管理栄養士 松元 紀子 承認

21-R120
一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対するステロイドと交換輸血の有効性
についての後方視的研究

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

21-R121 乾燥まむしウマ抗毒素の使用実態調査 救急部 医師 一二三 亨 承認

21‐R123
当院における新型コロナウイルス感染症患者家族の長期予後研究〜
PICS-F〜

救急部 医師 白﨑 加純 承認

21-R125
経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対す
る 治療介入 の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究

心臓血管外科 医師 阿部 恒平 承認

21-R126 おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 小児科 医師 稲井 郁子 承認

21-R127 乾癬患者の掌蹠病変の特徴 皮膚科 医師 中野 敏明 承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2021年　11月　30日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2021/11/30研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名 判定



公開用

4.報告事項：既承認研究の軽微な変更・その他の報告（2021/10/19～2021/11/19審査分）

変更申請 15-R040 小児固形腫瘍観察研究 小児科 医師 長谷川 大輔 承認

変更申請 17-R068 ノロウィルス不顕性感染に関する前向きコホート研究 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 承認

変更申請 18-R138
成人急性胃腸炎患者における、ノロウイルスを含むウイルス性混合感
染の実態調査と喫食歴及び宿主因子の評価

消化器内科 医師 山本 和輝 承認

変更申請 19-RK092 人工知能を応用した乳腺画像解析研究 放射線科 医師 福田 俊憲 承認

変更申請 20-R073
マンモグラフィ検診受診閉経後女性を対象とした、メタボローム解析によ
る乳房構成と血中代謝物の関連に関する探索的研究

乳腺外科 医師 土田 寧恵 承認

変更申請 20-R121 当院における高齢者乳癌の現状 乳腺外科 医師 土田 寧恵 承認

変更申請 20-RC103 マスサイトメーターを用いた非侵襲的なループス腎炎病型予測 アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人 承認

変更申請 20-RZ082
関節リウマチ患者を対象とした生物学的製剤 Golimumab の使用と予後
評価に関する観察研究

アレルギー膠原病科 医師 田巻 弘道 承認

変更申請 20-RZ236
COVID-19 後遺症に関する実態調査(中等症以上対象)
付随研究:COVID-19 関連心臓障害に関する調査研究

循環器内科 医師 水野 篤 承認

変更申請 21-J015
糖尿病患者の血糖管理が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の転
機に与える影響

臨床研修部 医師 村田 幹 承認

変更申請 21-RZ101

D9673R00004 HER2Low レトロスペクティブ疫学研究
HER2low 乳がんの有病率を推定し、 HER2 low の切除不能及び／又は
転移性乳がん患者に対するリアルワールドでの標準治療、治療パター
ン及び転帰を明らかにする多施設共同研究 RetroBC HER2L 研究

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

氏名 判定

2021/11/30研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名



公開用

実施状況報
告

20-R031 急性非代償性心不全の実態に関する多施設観察研究 循環器内科 医師 水野 篤

実施状況報
告

20-R067 人型ロボットPepperによる検査説明の表情に基づく評価パイロット研究 循環器内科 医師 水野 篤

実施状況報
告

20-R118 日本循環器学会Twitter解析 循環器内科 医師 水野 篤

終了報告 18-R087
補体関与疾患の治療前後における血液脳脊髄液組織中補体成分量の
変動及び臨床評価項目の変化の関係性評価

アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人

終了報告 19-R156
「産褥早期の疼痛や体力回復に対する、産科麻酔の効果に関する定量
的検討」（前向き観察研究）

麻酔科 看護師 鈴木 怜夢

終了報告 21-J011 PCR検査が陰性の場合のCOVID-19の隔離解除基準のスコア作成 臨床研修部 医師 田村 旺子

終了報告 21-R078 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査（Heatstroke STUDY） 救急部 医師 白﨑 加純

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。
2021年　11月　30日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

5.報告事項：他委員会の承認報告（2021/10/19～2021/11/19受理分）

21-CR008
切除不能進行再発胆道癌に対するスタチンの有効性を検討する多施設
後ろ向き観察研究

消化器内科 医師 岡本 武士 新規 承認

21-CR009
レジオネラ症診断における尿中抗原検査と臨床的特徴に関する全国
サーベイランス研究

臨床検査科 医師 上原　由紀 新規 承認

判定

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。
2021年　11月　30日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎 

2021/11/30研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名 審査区分
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