令和元年度

第1回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

令和元年 5 月 15 日(水) 委員会 15：00～17：10

開催場所

国立病院機構独立行政法人 東埼玉病院中会議室
澤田 大介、大塚 友吉、尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、枝元 良広、

出席委員名

菊 池
草野

議題および審議結果を
含む主な議論の概要

邦 子 、 齋 藤
和美、志村

俊 彦 、 藤 田

敦 美 、 飯 野

和 之 、 酒 井

惠 、

美奈

【審議事項】
議題①申請番号 19-2 神経内科医長 中山 可奈 申請による
「急逝した患者の遺伝子検査結果説明について」について審議を行った。
審査結果：承認
議題②申請番号 19-3 客員研究員 中澤 一治 申請による
「非ステロイド系抗炎症薬の薬効比較と新機序による適応症拡大に関する可能
性の探索研究」について審議を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 19-4 言語聴覚士長 池澤 真紀 申請による
「40 歳以上のデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者における嚥下機能と関連事象
に関する研究」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題④申請番号 19-5

3 階北病棟副看護師長 佐藤 恵美 申請による

「臨床看護師が実施する看護研究の支援体制に関する研究」について審議を行
った。
審査結果：保留
議題⑤申請番号 19-6 臨床検査科長 芳賀 孝之 申請による
「血液由来黄色ブドウ球菌の病原性解析と臨床応用に関する研究」について審
議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑥申請番号 19-7 臨床検査科長 芳賀 孝之 申請による
「グラム陰性桿菌の薬剤耐性と病原性に関する研究」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑦申請番号 19-8 呼吸器疾患部門部長 堀場 昌英 申請による
「外国生まれの結核症例の動向と臨床上の問題点」について審議を行った。
審査結果：承認

議題⑧申請番号 19-9 呼吸器疾患部門部長 堀場 昌英 申請による
「国内流行 HIV 及びその薬剤耐性株の長期的動向把握に関する研究」について
審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑨手順書の定めに従い、課題の変更について４課題の審議を行った。
審議結果：４課題 承認
【報告事項・その他】
・倫理審査手順書の定めに従い、19 課題の終了について報告した。（うち 1 課題要修正）
・国立病院機構東埼玉病院倫理審査に係る標準業務手順書改正（平成 31 年 4 月 11 日
付）ついて報告を行った。
・次回の倫理審査委員会開催日について

令和元年度

第2回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

令和元年 7 月 17 日(水) 委員会 15：00～16：00

開催場所

国立病院機構独立行政法人 東埼玉病院中会議室
太田 康男、澤田 大介、大塚 友吉、尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、

出席委員名

菊 池
草野

議題および審議結果を
含む主な議論の概要

邦 子 、 齋 藤
和美、志村

俊 彦 、 藤 田

敦 美 、 飯 野

和 之 、 酒 井

惠 、

美奈

【審議事項】
議題①申請番号 19-10 児童指導員 深井 優 申請による
「療養介護病棟への入院理由に合わせた対応方法の検討」について審議を行っ
た。
審査結果：保留
議題②申請番号 19-11 臨床研究部長 尾方 克久 申請による
「剖検で確認された多系統萎縮症におけるゲノムワイド関連解析」について審議
を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 19-12 臨床研究部長 尾方 克久 申請による
「筋ジストロフィーの手指機能に及ぼす携帯型ゲーム機利用の効果：後方視的
研究」について審議を行った。
審査結果：承認
議題④申請番号 19-5-a 3 階北病棟副看護師長 佐藤 恵美 申請による
「臨床看護師が実施する看護研究の支援体制に関する研究」について審議を行
った。
審査結果：保留
議題⑨手順書の定めに従い、課題の変更について 1 課題の審議を行った。
審議結果：1 課題 承認
【報告事項・その他】
・国立病院機構東埼玉病院倫理審査に係る標準業務手順書改正（平成 31 年 5 月 16 日
付）ついて報告を行った。
・次回の倫理審査委員会開催日について

令和元年度

第３回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

令和元年 9 月 11 日(水) 委員会 15：00～16：30

開催場所

国立病院機構独立行政法人 東埼玉病院大会議室
太田 康男、澤田 大介、大塚 友吉、尾方 克久、菊池 邦子、齋藤 俊彦、藤田 敦美、

出席委員名
議題および審議結果を
含む主な議論の概要

飯野 和之、志村 美奈
【審議事項】
議題①申請番号 19-13

1 階病棟看護師 鈴木 果穂 申請による

「経鼻胃管自己抜去歴のある神経難病患者に対してやむを得ず実施しているミ
トン・上肢抑制の状況分析」について審議を行った。
審査結果：保留
議題②申請番号 19-14

2 階南病棟看護師 久保 香織 申請による

「長期入院を続けてきた青年期筋ジストロフィー患者の「地域」で暮らしたい気持
ちを生かした在宅生活へ向けた支援」について審議を行った。
審査結果：保留
議題③申請番号 19-15

3 階南病棟看護師 大野 美優 申請による

「重症心身障害児(者)の胃瘻孔からの胃内容物の漏れが軽減する体位の検討」
について審議を行った。
審査結果：保留
議題④申請番号 19-16

3 階北病棟看護師 宍戸 明日香 申請による

「重症心身障害児(者)のケアに関わる看護師が重症心身障害児(者)看護の楽し
みを見つける過程」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑤申請番号 19-17

4 階病棟副看護師長 原 明子 申請による

「高齢脳卒中患者の栄養状態と機能的自立度評価表(Functional Independence
Measure)の改善率・退院先との関連―簡易栄養状態評価表（Mini Nutritional
Assessment）を使用してー」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑥申請番号 19-18

4 階病棟看護師 酒井 千沙都 申請による

「回復期リハビリテーション病棟で行う歩行訓練における看護の専門的視点」に
ついて審議を行った。
審査結果：保留

議題⑦申請番号 19-19

5 階病棟副看護師長 梅山 恵一郎 申請による

「看護師の経験領域による死生観と看取りのケア態度の特徴」について審議を
行った。
審査結果：承認
議題⑧申請番号 19-20

5 階病棟看護師 宮代 華織 申請による

「社会人経験を持つ看護学生との関わりから実習指導者としての認識と支援方
法の検討」について審議を行った。
審査結果：保留
議題⑨申請番号 19-10-a 児童指導員 深井 優 申請による
「療養介護病棟への入院理由に合わせた対応方法の検討」について審議を行っ
た。
審査結果：承認
議題⑩申請番号 19-5-a-1

3 階北病棟副看護師長 佐藤 恵美 申請による

「臨床看護師が実施する看護研究の支援体制に関する研究」について審議を行
った。
審査結果：条件付承認
議題⑪手順書の定めに従い、課題の変更について 1 課題の審議を行った。
審議結果：1 課題 承認

【報告事項・その他】
・倫理審査手順書の定めに従い、1 課題の終了について報告した。
・次回の倫理審査委員会開催日について

令和元年度

第4回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

令和元年 11 月 20 日(水) 委員会 15：00～15：45

開催場所

国立病院機構独立行政法人 東埼玉病院中会議室
太田 康男、澤田 大介、大塚 友吉、尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、枝元 良広、

出席委員名
議題および審議結果を
含む主な議論の概要

菊池 邦子、齋藤 俊彦、藤田 敦美、飯野 和之、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美
【審議事項】
議題①申請番号 19-22 6 階病棟看護師 五十嵐 駿 申請による
「新人看護師の手荒れとハンドケアの実態」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題②申請番号 19-21 呼吸器疾患部門部長 堀場 昌英 申請による
「HIV 感染症に合併する呼吸器感染症の検討」について審議を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 19-13-a

鈴木 果穂 申請による

「経鼻胃管自己抜去歴のある神経難病患者に対してやむを得ず実施しているミ
トン・上肢抑制の状況分析」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題④申請番号 19-15-a 3 階南病棟看護師 大野 美優 申請による
「重症心身障害児(者)の胃瘻孔からの胃内容物の漏れが軽減する体位の検討」
について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑤申請番号 19-18-a 4 階病棟看護師 酒井 千沙都 申請による
「回復期リハビリテーション病棟で行う歩行訓練における看護の専門的視点」に
ついて審議を行った。
審査結果：承認
議題⑥申請番号 19-20-a 5 階病棟看護師 宮代 華織 申請による
「社会人経験を持つ看護学生との関わりから見る実習指導者としての認識と支
援方法の検討」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題⑪手順書の定めに従い、課題の変更について 10 課題の審議を行った。
審議結果：10 課題 承認
【報告事項・その他】

・9 月倫理委員会で審議し、保留判定となった
申請番号 19-14

2 階南病棟看護師 久保 香織 申請による

「長期入院を続けてきた青年期筋ジストロフィー患者の「地域」で暮らしたい気持ちを生
かした在宅生活へ向けた支援」について、取り下げとなった旨を報告した。
・次回の倫理審査委員会開催日について

令和元年度

第5回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

令和 2 年 1 月 15 日(水) 委員会 15：05～15：20

開催場所

国立病院機構独立行政法人 東埼玉病院中会議室
太田 康男、澤田 大介、尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、枝元 良広、齋藤 俊彦

出席委員名
議題および審議結果を
含む主な議論の概要

藤田 敦美、飯野 和之、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美
【審議事項】
議題①申請番号 19-23 臨床研究部長 尾方 克久 申請による
「神経・筋疾患の研究基盤としての病理検体の確保と保存に関する研究」につい
て審議を行った。
審査結果：承認
議題②申請番号 19-24 臨床研究部長 尾方 克久 申請による
「プリオン病の病理解析および病態解明に関する研究」について審議を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 19-25 臨床研究部長 尾方 克久 申請による
「神経・筋疾患の病態および治療に関する後方視的観察研究」について審議を
行った。
審査結果：承認
議題④申請番号 19-26 臨床研究部長 尾方 克久 申請による
「埼玉県におけるスモンの現状に関する調査研究」について審議を行った。
審査結果：承認
議題⑤手順書の定めに従い、課題の変更について 9 課題の審議を行った。
審議結果：9 課題 承認
【報告事項・その他】
・倫理審査手順書の定めに従い、2 課題の終了について報告した。
・次回の倫理審査委員会開催日について

令和元年度

第6回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

令和 2 年 3 月 18 日(水) 委員会 15：00～15：10

開催場所

国立病院機構独立行政法人 東埼玉病院大会議室
太田 康男、澤田 大介、大塚 友吉、尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、枝元 良広、

出席委員名
議題および審議結果を
含む主な議論の概要

菊池邦子、齋藤 俊彦、藤田 敦美、飯野 和之、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美
【審議事項】
議題①申請番号 19-2７ 内科医長 今永 光彦 申請による
「入院した在宅非がん患者において、退院後 1 年以内の死亡と関連する因子は
何か？」について審議を行った。
審査結果：保留
議題②申請番号 19-2８ 内科医長 今永 光彦 申請による
「入院した在宅非がん患者において、再入院(退院後 60 日以内の緊急入院)の
入院時リスク因子は何か？」について審議を行った。
審査結果：保留
議題③手順書の定めに従い、課題の変更について 1 課題の審議を行った。
審議結果：1 課題 承認
【報告事項・その他】
・倫理審査手順書の定めに従い、１課題の終了について報告した。
・次回の倫理審査委員会開催日について

