
 

令和 2年度 第 1回 臨時倫理審査委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 2年 4月 15日(水) 委員会 15：15～15：25 

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 

出席委員名 
太田  康男、澤田  大介、大塚  友吉、尾方  克久、田村  拓久、堀場  昌英、       

菊 池  邦 子 、 斎 藤  俊 彦 、 藤 田  敦 美 、 飯 野  和 之 、 酒 井  惠 、         

草野  和美、志村  美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

【審議事項】 

議題①申請番号 19-2７-a 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：承認 

議題②申請番号 19-2８-a 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：承認 

議題③手順書の定めに従い、課題の継続について 10課題の審議を行った。 

審議結果：10課題 承認  

手順書の定めに従い、課題の変更・継続について 22課題の審議を行った。 

審議結果：変更・継続 22課題 承認 

【報告事項・その他】 

・令和 2 年度独立行政法人国立病院機構東埼玉病院倫理委員会委員の指名ついて報

告を行った。 

・次回の倫理審査委員会開催日について 

 



 

令和 2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 2年 5月 13日(水) 委員会 15：05～15：40 

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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、大塚友吉、尾方克久、田村拓久、菊池邦子、齋藤俊彦、藤田敦美 

飯野 和之、酒井 惠、草野 和美、志村 美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

【審議事項】 

議題①申請番号 20-1 神経内科医長 尾方 克久 申請による 

「病型未確定遺伝性脊髄小脳変性症の網羅的遺伝子解析」について審議を行

った。 

審査結果：承認 

議題②手順書の定めに従い、課題の変更について 7課題の審議を行った。 

審議結果：7課題 承認 

【報告事項・その他】 

・倫理審査手順書の定めに従い、24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(2020年 7月 22日)について 

 



 

令和 2年度 第 2回 臨時倫理審査委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 2年 6月 17日(水) 委員会 15：00～15：05 

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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、大塚友吉、尾方克久、田村拓久、堀場昌英、菊池邦子、 

齋藤俊彦、藤田敦美 

飯野 和之、酒井 惠、志村 美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

【審議事項】 

議題①手順書の定めに従い、課題の変更について 3課題の審議を行った。 

審議結果：3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。 

・次回の倫理委員会開催日(2020年 7月 22日)について 

 



 

令和 2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 2年 7月 22日(水) 委員会 15：00～15：50 

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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、大塚友吉、尾方克久、田村拓久、菊池邦子、齋藤俊彦、藤田敦美 

飯野 和之、酒井 惠、草野 和美、志村 美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

【審議事項】 

議題①申請番号 20-2 理学療法士 平野 誠一郎 申請による 

「当院理学療法士が感じる実習指導上の困難とその対処法」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 20-3 神経内科医長 鈴木 幹也 申請による 

「「Respicheck日本語版」の作成」について審議を行った。 

審査結果：条件付承認 

議題③申請番号 20-4 内科医長 今永 光彦 申請による 

「一般市民への老衰死に関する意識調査」について審議を行った。 

審査結果：承認 

議題④申請番号 20-5  2階南病棟看護師 新井 恵美 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自立生活へ向けた支援

の要因（事例研究）」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 20-6  2階北病棟看護師 菊池 友里 申請による 

「デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者におけるエンドオブライフ・ケア―息苦しさ

や不安の和らぎを目指して」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 20-7  2階北病棟看護師 倉持 由美 申請による 

「ケア前５分間の看護師の取り組み―筋ジストロフィー患者の思いを実現するた

めに―」について審議を行った。 

審査結果：条件付承認 

【報告事項・その他】 

・次回の倫理審査委員会開催日(2020年 9月 16日)について 

 



 

令和 2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 2年 9月 16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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、大塚友吉、尾方克久、堀場昌英、菊池邦子、 

齋藤俊彦、藤田敦美、飯野 和之、酒井 惠、草野 和美、志村 美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

【審議事項】 

議題①申請番号 20-8 リウマチ科医長 中嶋 京一 申請による 

「リウマチ性疾患治療中に生じた COVID-19 感染症に関する研究」について審議

を行った。 

審査結果：承認 

議題②申請番号 20-10 2階北病棟看護師 石巻 大貴 申請による 

「筋ジストロフィー病棟に継続して勤務することができた看護師のレジリエンス」

について審議を行った。 

審査結果：条件付承認 

議題③申請番号 20-11 5階病棟看護師 佐藤 祐子 申請による 

「アドバンス・ケア・プランニング導入に伴う看護師の意識調査」について審議を

行った。 

審査結果：保留 

議題④申請番号 20-9 1階病棟看護師 早坂 夏子 申請による 

「高齢神経難病患者に対する唾液腺マッサージによる口腔乾燥改善の効果」に

ついて審議を行った。 

審査結果：不承認 

議題⑤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（令和 2 年 7月 30 日

付）ついて報告を行った。 

・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（令和 2 年 8月 12 日



付）ついて報告を行った。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2020年 11月 18日)について 

 



 

令和 2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 2年 11月 18日(水) 委員会 15：00～15：20 

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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、大塚友吉、尾方克久、田村拓久、堀場昌英、菊池邦子、 

齋藤俊彦、藤田敦美、飯野 和之、酒井 惠、草野 和美、志村 美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

【審議事項】 

議題①申請番号 20-12 リハビリテーション科医師 梶 兼太郎 申請による 

「筋萎縮性側索硬化症患者の歩行期における転倒実態とその予測因子の前向

きコホート研究：多施設共同研究」について審議を行った。 

審査結果：承認 

議題②申請番号 20-13 リハビリテーション科医師 中西 健太 申請による 

「デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の外来リハビリテーションが呼吸機能に与

える影響に関する研究」について審議を行った。 

審査結果：承認 

議題③申請番号 20-11-a 5階病棟看護師 佐藤 祐子 申請による 

「アドバンス・ケア・プランニング導入に伴う看護職の意識調査」について審議を

行った。 

審査結果：条件付承認 

【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(2021年 1月 20日)について 

 



 

令和 2年度 第 3回 臨時倫理審査委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 3年 1月 20日(水) 委員会 15：05～15：10 

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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、尾方克久、菊池邦子、齋藤俊彦、藤田敦美 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

※ 緊急事態宣言発令に伴い、臨時倫理委員会に切り替えた。 

※ 外部委員の出席要せず。 

※ 東埼玉病院倫理委員会規定第13条1項及び東埼玉病院における倫理審査に係る標

準業務手順書 13 条の 2 3 項の定めにより、指名された委員は以下の通りである。太

田委員長、澤田委員、大塚委員、菊池委員、齋藤委員、藤田委員。 

【審議事項】 

議題①申請番号 17-6-9 臨床研究部長 尾方 克久 申請による 

「多系統萎縮症患者レジストリー」について審議を行った。 

審査結果：承認 

【報告事項・その他】 

・次回の倫理審査委員会開催日(2021年 3月 17日)について 

 



 

令和 2年度 第 4回 臨時倫理審査委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 3年 2月 17日(水) 委員会 12：05～12：10 

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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、尾方克久、菊池邦子、齋藤俊彦、藤田敦美 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 

※ 緊急事態宣言発令に伴い、臨時倫理委員会に切り替えた。 

※ 外部委員の出席要せず。 

※ 東埼玉病院倫理委員会規定第13条1項及び東埼玉病院における倫理審査に係る標

準業務手順書 13 条の 2 3 項の定めにより、指名された委員は以下の通りである。太

田委員長、澤田委員、大塚委員、菊池委員、齋藤委員、藤田委員。 

【審議事項】 

議題①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】 

・次回の倫理審査委員会開催日(2021年 3月 17日)について 

 



 

令和 2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 3 年 3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 

出席委員名 
太田康男、澤田大介、大塚友吉、尾方克久、田村拓久、堀場昌英、菊池邦子、 

齋藤俊彦、藤田敦美、飯野 和之、酒井 惠、草野 和美、志村 美奈 

議題および審議結果を

含む主な議論の概要 
【報告事項】 

令和 2 年度第 3 回臨時倫理委員会について（令和 3年 1月 20 日㈬開催） 

令和 2 年度第 4 回臨時倫理委員会について（令和 3年 2月 17 日㈬開催） 

【審議事項】 

議題①申請番号 20-14 神経内科医長 中山 可奈 申請による 

「他院で死亡した患者の遺伝学的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 20-9-a 1階病棟看護師 早坂 夏子 申請による 

「口腔乾燥のある高齢神経難病患者への唾液腺マッサージ前後の唾液量の変

化」について審議を行った。 

審査結果：条件付承認 

議題③申請番号 20-15 リハビリテーション科医師 梶 兼太郎 申請による 

「Post-COVID-19 患者の回復期リハビリテーションにおける機能回復に影響する

因子の検討」について審議を行った。 

審査結果：承認 

議題④申請番号 20-16 リハビリテーション科医師 中西 健太 申請による 

「神経・筋疾患における videofluoroscopic dysphagia scale(VDS)の併存的妥当

性と検者間信頼性の検討」について審議を行った。 

審査結果：承認 

議題⑤申請番号 20-17 客員研究員 中澤 一治 申請による 

「医薬品フォーミュラリーにおける適切な医薬品の選定方法」について審議を行

った。 

審査結果：承認 

 



議題⑥申請番号 20-18 臨床研究部長 尾方 克久 申請による 

「顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者報告アウトカム（Facioscapulohumeral 

Muscular Dystrophy Health Index,FSHDHI)の日本語版作成」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 20-19 臨床研究部長 尾方 克久 申請による 

「療養介護病床（旧筋ジストロフィー病棟）データベース研究」について審議を行

った。 

審査結果：承認 

議題⑧手順書の定めに従い、課題の変更について 8課題の審議を行った。 

審査結果：7 課題 承認、1課題 保留 

【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。 

・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（令和 3 年 2 月 1 日

付）ついて報告を行った。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2021年 4月 21 日※臨時開催)について 

 


