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令和 2 年 9 月 東北医科薬科大学病院 倫理委員会 

会議の記録の概要 
 

日  時 ： 令和 2年 9月 24日（木） 18：00～18：35 

場  所 ： 病院多目的棟 2階大会議室、外部委員は仙台市青葉区の各勤務地（電子会議システムで中継し実施） 

出 席 者 ： 佐藤賢一（委員長）、小寺隆雄、中西透、吉田明子、伊藤道哉、渡邊善照、瀬戸初江、村岡隆司、

粕谷厚生（外部委員）、佐藤裕一（外部委員）、玉山直美（外部委員） 

欠 席 者 ：岡村信行、西郷陽子、加藤千佳子 

                                          敬称略 

Ⅰ．『臨床研究に関する審査』 

1．審査事項 

１）新規審査 

①．課題名：新型コロナウイルス患者へ対応した A病院看護職員の思い  

       課題名を修正の上、承認となった。                   （看護部）      

 

Ⅱ.『協議事項』 

１．内容：職務外の研究補助業務委受託に係る規則の必要性について  

             

当院は大学病院であり、医学教育の観点からも臨床研究の実施は必須、かつ件数も増加傾向にある。 

しかし医師をはじめとする職員数は十分とは言えず、研究実施には研究補助員的な立場で、同一部局内、

あるいは他職種の職員に、職務外の協力を求めるケースも多々見受けられる。 

職務上の上下関係がある場合（例：医師と看護師・薬剤師などのコメディカル,医師とドクターズクラーク等）

断りにくいという現状があり、管理者会議に諮られた。管理者会議より当倫理委員会の意見を求められたため、

今回、研究補助員の要件等、規則を定めることの必要性について討議された。 

他施設の情報を収集し、後日メール審議を行うこととした 

 

Ⅲ．その他 

１. 委員会の統合について 

事務局よりＩＲＢおよび倫理委員会を統合する方向である旨、報告があった。 

 

Ⅳ．『臨床研究に関する審査』 

1．報告事項 

１）新規審査 

①．課題名：新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に伴う糖尿病患者の血糖コントロールの変化 

（糖尿病代謝内科）                                 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 6 月 26日） 

 

②．課題名：膵癌の糖尿病合併に関する多施設共同後ろ向き疫学研究          （消化器内科）                        
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臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 17日） 

 

③．課題名：皮膚動脈炎における血清抗ホスファチジルセリン・プロトロンビン複合体抗体の発現（皮膚科） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 10日） 

 

④．課題名：慢性疼痛患者レジストリの構築と登録に関する研究            （整形外科）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 27日） 

 

⑤．課題名：クローン病におけるカプセル内視鏡検査の有用性・安全性に関する多施設共同前向き研究 

（消化器内科）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 31日） 

 

⑥．課題名：Prevalence of obstructive coronary artery disease in patients undergoing coronary CT  

-Analysis by calcium score and Suita score-             （循環器内科）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 30日） 

 

⑦．課題名：肉芽腫病変内における P. acnes菌の有無に関する解析・検討        （病理学）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 4日） 

 

⑧．課題名：診療データに基づく妊婦における抗うつ病治療薬に関する実態調査      （薬剤部）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 5日） 

 

⑨．課題名：院内フォーミュラリーの対象薬剤を専門としない診療科医師による入院処方への院内フォーミ

ュラリーの影響                             （薬剤部）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 18日） 

 

⑩．課題名：粘膜筋板もしくは粘膜下層に浸潤する食道表在癌の内視鏡的切除後の予後・転移再発に関する

多施設共同研究                            （消化器内科）  

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 20日） 
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⑪．課題名：慢性心不全患者のフレイル実態調査             （リハビリテーション部）                                 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 19日） 

 

⑫．課題名：SARS-CoV-2抗体検査の精度管理および抗原特異的抗体の構造解析     （感染症内科）                                 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 7日） 

 

⑬．課題名：発作性心房細動における心房細動基質とカテーテルアブレーション後の再発因子の検討 

（循環器内科）                                 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 21日） 

 

⑭．課題名：当院における最近のめまい症例についての臨床統計           （耳鼻咽喉科） 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 9 月 3日） 

 

⑮．課題名：小児と成人の混合病棟で勤務する新人看護士が感じる困難さ 

（看護部）                                 

臨床研究等の実施の可否について、迅速審査され承認されている。その内容について報告された。 

（迅速審査日：令和 2年 9 月 7日） 

 

２）実施計画書の一部変更 

①．課題名：血中可溶性免疫チェックポイント分子(sPD-L1,sPD-1,sCTLA4)と肺癌治療効果の相関の検討 

研究実施計画書の変更(研究方法の追記)、同意説明文書の変更について、特に問題なく、承認となった。

（迅速審査日：令和 2年 6 月 30日）                      （呼吸器外科） 

 

②．課題名：深層感情関連の脳局所量の変化によるストレス耐性の判定 

研究実施計画書の変更（分担研究者の変更、説明文書の変更）、同意説明文書の変更について、 

特に問題なく、承認となった。（迅速審査日：令和 2年 7月 21日）          （精神科）  

 

③．課題名：血中可溶性免疫チェックポイント分子(sPD-L1,sPD-1,sCTLA4)と肺癌治療効果の相関の検討 

研究実施計画書の変更(分担研究者の追加)について、特に問題なく、承認となった。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 22日）                       （呼吸器外科） 

 

④．課題名：多剤投与患者の減薬に関する研究 

研究実施計画書の変更（分担研究施設の追加、症例登録期間の延長）、説明文書の変更について、 

特に問題なく、承認となった。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 30日）                     （医学部医療管理学） 
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⑤．課題名：深層感情関連の脳局所量の変化によるストレス耐性の判定 

研究実施計画書の変更（対象者の変更、説明文の追加）、同意説明文書の変更について、特に問題なく、

承認となった。 

（迅速審査日：令和 2年 7 月 31日）                       （精神科） 

 

⑥．課題名：病棟常備睡眠薬の変更に伴う睡眠状況と有害事象の発現調査 

研究実施計画書の変更（研究期間の延長、症例数、分担研究者）の変更について、特に問題なく、承認と

なった。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 17日）                       （精神科） 

 

⑦．課題名：新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に伴う糖尿病患者の血糖コントロールの変化 

研究実施計画書の変更（分担研究者）の変更について、特に問題なく、承認となった。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 25日）                     （糖尿病代謝内科） 

 

⑧．課題名：電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に 

関する研究 

研究実施計画書の変更（分担研究者）の変更について、特に問題なく、承認となった。 

（迅速審査日：令和 2年 8 月 31日）                     （糖尿病代謝内科） 

 

３）終了報告 

①．課題名：レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査 

   研究終了について報告があり、了承された。 

 

Ⅴ．『臨床倫理に関する審査』 

１．報告事項 

１）新規審査 

①．課題名：持参薬の入院処方切り替え時の疑義照会の現状と今後の課題  

（迅速審査日：令和 2年 6月 29 日）                         （薬剤部）    

 

２）症例報告 

①. 課題名：消化管アミロイドーシスによる蛋白漏出性胃腸症の診断を契機に多発性骨髄腫を最終診断し 

得た一例                              （消化器内科） 

（迅速審査日：令和 2年 6月 24 日）                        

 

②. 課題名：Duplication of the ileum identified by double-balloon endoscopy     （消化器内科）                          

（迅速審査日：令和 2年 6月 24 日）                        

 

③. 課題名：Presymptomatic Crohn's disease in a young patient diagnosed just after the onset of 
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idiopathic acute pancreatitis: A case report               （消化器内科）                          

（迅速審査日：令和 2年 6月 24 日）           

 

④. 課題名：A case of jejunal solitary Peutz-Jeghers polyp with intussusception identified by 

double-balloon enteroscopy                      （消化器内科）                          

（迅速審査日：令和 2年 6月 24 日）    

 

⑤. 課題名：Spontaneous remission of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm following sepsis by 

Serratia marcescens: report of a case and review of the literature   （血液・リウマチ科）                                             

（迅速審査日：令和 2年 6月 26 日） 

 

⑥. 課題名：陰圧室内における ECMO 管理の経験                  （臨床工学部）                                             

（迅速審査日：令和 2年 7月 8日）  

 

⑦. 課題名：The risk of nephrotoxicity with non-VEGF inhibitory antineoplastic drugs: From viewpoint of 

the adverse event reports in Japan                   （病院薬剤学）                                             

（迅速審査日：令和 2年 7月 9日）  

 

⑧. 課題名：メサドンからオキシコドン注へ変更し、再度メサドンへの切り替えが可能であった 1 例             

（迅速審査日：令和 2年 7月 9日）                          （薬剤部）                                             

 

⑨. 課題名：A case of superior mesenteric venous thrombosis managed by thrombectomy without bowel 

resection                              （心臓血管外科）   

（迅速審査日：令和 2年 7月 31 日）  

 

⑩. 課題名：Two-staged repair for acute aortic occlusion with abdominal aortic aneurysm                              

（迅速審査日：令和 2年 8月 21 日）                       （心臓血管外科）   

 

 

 以上 

 


