平成 30 年度

第1回

臨時倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

平成 30 年 4 月 18 日(水) 委員会 15：20～16：15

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
尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、大塚 友吉、枝元良広、澤田大介、

出席委員名

杉崎けい子、竹内 茂男、石田 雄一、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

【審議事項】
議題①手順書の定めに従い、課題の継続、変更について 53 課題の審議を

主な議論の概
要

行った。
審議結果：53 課題 承認
【報告事項・その他】
・平成 30 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

平成 30 年度

第1回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

平成 30 年 5 月 16 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
尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、大塚 友吉、枝元良広、澤田大介、

出席委員名

杉崎けい子、竹内 茂男、石田 雄一、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 18-1 リハビリテーション科医師 和田 彩子 申請による
「Frenchay Dysarthria Assessment-Second edetion を用いた進行
性神経・筋疾患における構音障害の評価」について審議を行った。
審査結果：承認
議題②申請番号 18-2 リハビリテーション科医師 和田 彩子 申請による
「回復期脳卒中患者の栄養評価－Mini Nutritional Assessment の
併存的妥当性－」について審議を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 18-3 内科医師 渡邊 仁 申請による
「医療・介護関連肺炎で入院した患者における 1 年以内死亡のリス
ク因子は何か？」について審議を行った。
審査結果：承認
【報告事項・その他】
・倫理審査手順書の定めに従い、12 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

平成 30 年度

第2回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

平成 30 年 7 月 18 日(水) 委員会 15：00～16：10

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
尾方 克久、田村 拓久、堀場 昌英、大塚 友吉、枝元良広、澤田 大介、

出席委員名

杉崎 けい子、竹内 茂男、石田 雄一、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 18-4 神経内科医師 若林 由佳 申請による
「球脊髄性筋萎縮症のリュープロレリン療法におけるクリティカルパスおよ
び長期的治療効果に関する観察研究」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 18-5 1 階病棟看護師 石山 紅美 申請による
「高齢の神経難病患者の家族にとっての介護の意味～家族介護者
の語りから～」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 18-6 2 階北病棟看護師 倉持 由美 申請による
「筋ジストロフィー病棟で働く看護師のつぶやきから始まる意識の
変化－「小鳥の会」を通して-」について審議を行った。
審査結果：条件付承認
議題④倫理審査手順書の定めに従い、3 課題の変更について審議した。
審査結果：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、1 課題の終了について報告した。
・倫理審査に係る標準業務手順書の改正（平成 30 年 5 月 24 日付）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

平成 30 年度

第3回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

平成 30 年 9 月 19 日(水) 委員会 15：05～15：55

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、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

澤田 大介、杉崎 けい子、竹内 茂男、石田 雄一、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 18-7 リウマチ科医長 中嶋 京一 申請による
「我が国の若年全身性エリテマトーデス患者の現状と妊娠転帰を含む長
期・短期予後に関する前向きコホート研究」について審議を行った。
審査結果：承認
議題②申請番号 18-8 1 階病棟看護師 阿部 瞳 申請による
「長期療養患者と在宅療養支援を必要とする患者が混在する神経
難病病棟の看護師が抱える困難感」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 18-9 5 階病棟副看護師長 梅山 恵一郎 申請による
「非がん拠点病院の病棟看護師による高齢がん患者への精神心
理的支援と感情体験」について審議を行った。
審査結果：承認
議題④倫理審査手順書の定めに従い、2 課題の変更について審議した。
審査結果：2 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。
・倫理委員会委員の指名（平成 30 年 8 月 1 日付）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

平成 30 年度

第4回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

平成 30 年 11 月 21 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、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

澤田 大介、杉崎 けい子、竹内 茂男、石田 雄一、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 18-10 客員研究員 土方 奈奈子 申請による
「Frenchay Dysarthria Assessment-Second Edition 日本語版の妥当性の
検討」について審議を行った。
審査結果：承認
議題②申請番号 18-11 一般作業療法主任 松尾 英祐 申請による
「病棟看護師と作業療法士との連携に対する意識調査」について
審議を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 18-12 3 階南病棟副看護師長 浅子 久美子 申請によ
る
「摂食嚥下機能評価表を活用した摂食カンファレンス導入による重
症心身障害児（者）病棟の看護師の食事支援の変化」について審議
を行った。
審査結果：承認
議題④申請番号 18-13

3 階南病棟看護師 梶尾 君代 申請による

「重症心身障害児（者）のケアに携わっている看護師のやりがいの
探求～小グループによるアクションリサーチから～」について審議を
行った。
審査結果：保留
議題⑤倫理審査手順書の定めに従い、1 課題の変更について審議した。
審査結果：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

平成 30 年度

第５回

定例倫理審査委員会議事録・概要

開催日時

平成 31 年 1 月 16 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
太田 康男、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

澤田 大介、杉崎 けい子、竹内 茂男、石田 雄一、飯野 和之、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 18-1４ 神経内科医長 鈴木 幹也 申請による
「筋強直性ジストロフィーに対する非侵襲性人工呼吸療法の効果に関する多施
設共同臨床研究」について審議を行った。
審査結果：承認
議題②申請番号 18-15 神経内科医長 鈴木 幹也 申請による
「筋ジストロフィー患者の大脳の定量的検討」について審議を行った。
審査結果：承認
議題③申請番号 18-16 リハビリテーション科医師 梶 兼太郎 申請による
「嚥下障害に対する病識評価尺度の開発」について審議を行った。
審査結果：承認
議題④申請番号 18-17 リハビリテーション科医師 和田 彩子 申請による
「回復期脳卒中患者の栄養評価－Mini Nutritional Assessment の低栄
養状態指標スコアの検討－」について審議を行った。
審査結果：承認
議題⑤申請番号 18-18 リハビリテーション科医師 和田 彩子 申請による
「脳卒中片麻痺患者の上肢運動機能における「臨床的に意義のある最
小変化量」に関する検討」について審議を行った。
審査結果：承認
議題⑥申請番号 18-19 呼吸器外科医長 加藤 博久 申請による
「菌種と画像所見に基づいた非結核性抗酸菌症の術式選択」に関する
検討」について審議を行った。
審査結果：承認

議題⑤倫理審査手順書の定めに従い、２課題の変更について審議した。
審査結果：2 課題 承認
【報告事項・その他】
・平成 30 年度第 4 回定例倫理委員会 審議課題 18‐13（保留判定）
標準業務手順書の定めに従い、課題実施不許可の決定について報告した。
・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。
・倫理審査に係る標準業務手順書細則の改正（平成 30 年 12 月 6 日付）につい
て報告した。
・倫理審査に係る標準業務手順書の改正（平成 31 年 1 月 1 日付）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

