
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： 2022年1月25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 

なし 

 

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：2022年2月22日(火) １8：00～大学本館4階PCルーム又はWeb会議(zoom)にて

開催。 



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2021/12/21～2022/1/17審査分）

21-R139 初期波形心静止の院外心停止に対する体外循環式心肺蘇生法（ECPR）の有用性に関する研究 救急部 医師 白﨑 加純 承認

21-R140 体外循環式心肺蘇生法（ECPR）施行患者における感染症に関する研究 救急部 医師 一二三 亨 承認

21-R141 「気道異物による窒息に対する多施設前向き観察研究」(MOCHI) 救急部 医師 辛 紀宗 承認

21-R142
乳癌術前のMRI上のCOVID-19ワクチン関連
腋窩リンパ節腫大を転移性腫大と鑑別することは可能か？

放射線科 医師 向井 紀代子 承認

21-R143
SLE患者でのベリムマブ・タクロリムス併用療法の治療継続率・寛解維持率およびそれらの予測
因子についての観察研究

アレルギー膠原病
科

医師 中井 健宏 承認

21-R144 新型コロナウイルスワクチン3回目追加接種の当院職員の副反応の調査 内科専攻医 医師 西澤 俊紀 承認

21-R145 原発性乳癌に対する術前化学療法後の残存石灰化病変に関する検討 乳腺外科 医師 平井 千惠 承認

21-R146 超音波画像上5mm以下で検出される乳癌から何を学ぶか 臨床検査科
臨床検査技

師
田村 史子 承認

21-R147 人工知能技術を応用した縱隔画像解析研究 放射線科 医師 山田 大輔 承認

21-R148 劇症型溶連菌感染症の生後1か月の1例 小児科 医師 長谷川 大輔 承認

21-R150 Dual-energy CTが診断の一助となった血管内大細胞型B細胞リンパ腫(IVLBCL)の1例 放射線科 医師 山田 大輔 承認

21-R152 乳癌術後のサルコイド様反応 呼吸器内科 医師 今井 亮介 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。

2022年　1月　25日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2022/1/25研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名



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（2021/12/21～2022/1/17審査分）

変更申請 17-RZ125
【LASCAR】急性非代償性心不全に対する低用量心房性ナトリウム利尿ペプチド
の 付加効果に関する無作為化比較試験

循環器内科 医師 小宮山 伸之 承認

変更申請 17-RZ199
【STAR-ACS】心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と
血栓リスクに関する前向き観察研究

循環器内科 医師 小宮山 伸之 承認

変更申請 18-R056 生物製剤投与乾癬患者の特徴 皮膚科 医師 中野 敏明 承認

変更申請 18-R061 がん患者の終末期での緩和医療介入の有無による入院中の費用対効果分析
東京大学大学院薬学

系研究科
博士課程 橋本 悠生 承認

変更申請 18-R062 抗リウマチ薬投与中の関節リウマチ患者における新規バイオマーカーの探索 アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人 承認

変更申請 18-R111 アナフィラキシーの重症化因子の検討 皮膚科 医師 中野 敏明 承認

変更申請 18-R127
膠原病罹患中の日本人患者における低容量トリメトプリムの血清クレアチニンに
対する影響

アレルギー膠原病科 医師 野村 篤史 承認

変更申請 18-R174 傘による右内頸動脈および左外頸動脈の穿通性損傷の1例 救急部 医師 磯川 修太郎 承認

変更申請 19-R115 がん化学療法中のネイルケアに関する研究 看護部 看護師 逢阪 美里 承認

変更申請 19-R120
「組織球症に対するリメタゾン® (Dexamethasone Palmitate)の使用症例の全国調
査」

小児科 医師 小野 林太郎 承認

変更申請 19-R174 インシデント報告による組織のリスク評価 QIセンター 医師 大島 久美 承認

変更申請 19-R219 CTまたはMRI造影剤投与によるアレルギー反応の危険因子 皮膚科 医師 中野 敏明 承認

判定

2022/1/25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



公開用

変更申請 20-R021
がん患者の終末期における入院中の緩和ケア科への転科前後での費用対効果
分析

薬剤部 薬剤師 橋本 悠生 承認

変更申請 20-RZ156
人間ドック受診者の血清オミクス解析による非アルコール性脂肪性肝疾患の診
断および発症判定システムの性能検証試験

予防医療センター 医師 木村 武志 承認

変更申請 21-J004 急性心筋梗塞に対する疼痛コントロールと急性期せん妄発症との関連 臨床研修部 医師 石井 幸多 承認

変更申請 21-RZ002
人間ドック受診者の血清オミクス解析、特にメタボローム解析における測定手法
の妥当性検証試験

予防医療センター 医師 熊倉 泰久 承認

変更申請 21-R031 気管支鏡検査説明動画を導入した検査オリエンテーションの評価 看護部 看護師 横山 映理子 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。
2022年　1月　25日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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