
 

令和 4年度 第 1回 定例倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 4年 5月 11日(水) 委員会 15：00～15：35 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、相磯 光彦、菊池 邦子、

新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、志村 美奈、草野 和美 

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 2課題の審議を行った。 

審議結果：2課題 条件付承認 

【報告事項・その他】 

・倫理審査に係る標準業務手順書及び研究課題の実施に係る標準業務手順書の定め

に従い、2課題の軽微な変更、29課題の継続、13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委員会規程、国立病院機構東埼玉病院における倫理

審査に係る標準業務手順書、国立病院機構東埼玉病院における研究課題の実施に

係る標準業務手順書改正（各令和 4年 3月 17日付）ついて報告を行った。 

・4月 20 日(水)15 時から開催の治験審査委員会にて、倫理審査委員研修を実施したこ

とを報告した。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2022年 7月 20日)について 

 



 

令和 4年度 第 2回 定例倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 4年 7月 20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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、相磯 光彦、

菊池 邦子、新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美 

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 22-1神経内科医師 馬場 悠輔 申請による 

「筋ジストロフィーの微量栄養素と病態に関する研究」について審議を行った。 

審議結果：承認 

【報告事項・その他】 

・倫理審査に係る標準業務手順書及び研究課題の実施に係る標準業務手順書の定め

に従い、1課題の終了について報告した。 

・令和 4年度第 1回定例倫理委員会にて報告した課題の、差し替えについて 

・国立病院機構東埼玉病院における倫理審査に係る標準業務手順書 改正（各令和 4

年 5月 19日付）ついて報告を行った。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2022年 9月 21日)について 

 



 

令和 4年度 第 3回 定例倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 4年 9月 21日(水) 委員会 15：00～17：20 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、相磯 光彦、

中嶋 京一、菊池 邦子、新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、草野 

和美 

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 22-2 1階病棟看護師 高松 利采 申請による 

「若手看護師の職務満足感と看護観との関連性」について審議を行った。 

審議結果：継続 

議題②申請番号 22-3  2階北病棟看護師 石井 恵巳 申請による 

「コロナ禍で臨床実習を制限された新人看護師を指導する教育担当看護師の気

がかり～新人育成支援の基礎的研究～」について審議を行った。 

審議結果：継続 

議題④申請番号 22-5  3階南病棟看護師 佐藤 百恵 申請による 

「重症心身障害児（者）病棟に勤務する看護師が患者と意思疎通ができた体験

に関する研究」について審議を行った。 

審議結果：条件付承認 

議題③申請番号 22-4  2階南病棟看護師 田邉 隆晃 申請による 

「看護職の臨床経験に基づくテーマ学習導入後のケアスキルの変化～筋ジスト

ロフィー病棟における日常生活援助について～」について審議を行った。 

審議結果：継続 

議題⑤申請番号 22-6  5階病棟看護師 大橋 洋和 申請による 

「ナッジ理論を活用した病棟の感染対策プログラムの実践」について審議を行っ

た。 

審議結果：継続 



【報告事項・その他】 

・国立病院機構東埼玉病院における倫理審査に係る標準業務手順書 改正（各令和 4

年 7月 21日付）について報告を行った。 

・国立病院機構東埼玉病院における研究課題の実施に係る標準業務手順書 改正（各

令和 4年 7月 21日付）について報告を行った。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2022年 11月 16日)について 

 



 

令和 4年度 第 1回 臨時倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 4年 10月 19日(水) 委員会 15：15～15：50 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、相磯 光彦、

中嶋 京一、菊池 邦子、新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、草野 

和美 

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 22-3-a 2階北病棟看護師 石井 恵巳 申請による 

「コロナ禍で臨地実習を制限された新人看護師を指導する教育担当看護師の気

がかり～新人育成支援の基礎的研究～」について審議を行った。 

審議結果：条件付承認 

【報告事項・その他】 

・倫理審査に係る標準業務手順書及び研究課題の実施に係る標準業務手順書の定め

に従い、1課題の軽微な変更について報告した。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2022年 11月 16日)について 

 



 

令和 4年度 第 4回 定例倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 4年 11月 16日(水) 委員会 15：10〜16：35 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、塚田 訓久、田村 拓久、相磯 光彦、中嶋 京一、菊池 邦子、

新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美 

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 22-2-a 1階病棟看護師 高松 利采 申請による 

「若手看護師の職務満足感と看護観との関連性」について審議を行った。 

審議結果：承認 

議題②申請番号 22-4-a  2階南病棟看護師 田邉 隆晃 申請による 

「看護職の臨床経験に基づくテーマ学習導入後のケアスキルの変化～筋ジスト

ロフィー病棟における日常生活援助について～」について審議を行った。 

審議結果：条件付承認 

議題③申請番号 22-6-a  5階病棟看護師 大橋 洋和 申請による 

「ナッジ理論を活用した病棟の感染対策プログラムの実践」について審議を行っ

た。 

審議結果：条件付承認 

【報告事項・その他】 

・令和 5年度倫理・治験審査委員会開催日程のお知らせ 

・次回の倫理審査委員会開催日(2023年 1月 18日)について 

 



 

令和 4年度 第 2回 臨時倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 4年 12月 21日(水) 委員会 15：35〜16：10 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、相磯 光彦、

中嶋 京一、菊池 邦子、新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、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 22-7 呼吸器疾患部門部長 堀場 昌英 申請による 

「結核菌核酸増幅法検査における喀痰外検体の適用評価」について審議を行っ

た。 

審議結果：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(2023年 1月 18日)について 

 



 

令和 4年度 第 5回 定例倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 5年 1月 18日(水) 委員会 15：10〜15：40 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、中嶋 京一、

菊池 邦子、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美 

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 22-8 副院長 尾方 克久 申請による 

「COVID-19罹患筋ジストロフィー患者実態調査」について審議を行った。 

審議結果：承認 

議題②申請番号 22-9 4階病棟看護師 武田 彩恵子 申請による 

「回復期リハビリテーション病棟における車椅子移乗見守り解除の看護師経験年

数による判断基準の相違」について審議を行った。 

審議結果：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(2023年 3月 15日)について 

 



 

令和 4年度 第 3回 臨時倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 5年 2月 15日(水) 委員会 15：10〜16：00 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、大塚 友吉、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、相磯 光彦、

中嶋 京一、菊池 邦子、新井 茂、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、 

草野 和美 

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 22-10 臨床研究部長 塚田 訓久 申請による 

「病院総合診療領域において HIV 陽性者の診療を阻む要因に関する調査」につ

いて審議を行った。 

審議結果：継続審査 

議題②申請番号 22-11 神経・筋・運動器研究室長 村上 てるみ 申請による 

「脳神経内科領域疾患の病態解明及び診断・治療・予防法の開発に関するレジ

ストリ研究」について審議を行った。 

審議結果：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(2023年 3月 15日)について 

 



 

令和 4年度 第 6回 定例倫理委員会議事録・概要 

 

開催日時 令和 5年 3月 15日(水) 委員会 15：50〜16：35 

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 
尾方 克久、石垣 千絵、塚田 訓久、田村 拓久、堀場 昌英、相磯 光彦、中嶋 京一、

菊池 邦子、船津 芳征、黒﨑 晃、酒井 惠、志村 美奈、草野 和美 

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 22-12 副院長 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。 

審議結果：条件付承認 

議題②申請番号 22-13 副院長 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。 

審議結果：条件付承認 

議題③申請番号 22-14 副院長 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。 

審議結果：条件付承認 

議題④申請番号 22-15 副院長 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。 

審議結果：条件付承認 

議題⑤申請番号 22-10-a 臨床研究部長 塚田 訓久 申請による 

「病院総合診療領域においてHIV陽性者の診療を阻む要因に関する調査」（前回

「継続審査」判定）について審議を行った。 

審議結果：承認 

議題⑥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】 

・手順書の定めに従い、7課題の軽微な変更について報告した。 

・次回の倫理審査委員会開催日(2023年 5月 17日)について 

 


