
平成 27 年度 第 1回 倫理委員会 会議の記録（概要） 

 

日 時：平成 27年 4月 8 日（水）午後 4 時～同 5 時 

場 所：1号館 3 階会議室 

出席者：鈴木（利）・小林（茂）・頼高・山方・會田・大塚・相川・鈴木（和）【委員】 

   ：小林（泰）・岩井【事務局】 

欠席者：なし                  （順不同・敬称略） 

 

議題 

【審議事項】 

１．再審査１件 

（１）受付番号 ２６－６ 

   課 題 名 アミノ酸強化食品による筋肉量増加かつ転倒予防に関する研究 

   申 請 科 看護部 

   審査結果 条件付承認 

 

２．新規申請１件 

（２）受付番号 ２７－１ 

   課 題 名 幻覚・妄想の既往のあるパーキンソン病における wearing off 時のレ

ボトパ配合剤に対するニュープロ貼付の非劣性試験 

   申 請 科 神経内科 

   審査結果 承認 

 

３．迅速審査報告１件 

（１）受付番号 ２６－７ 

   課 題 名 パーキンソン症候群（PS）の生体試料収集とその収集・保存体制整備

に関する研究 

   申 請 科 神経内科 

   審査結果 承認 

 

４．その他 

（１）安全性情報 なし 

（２）重篤な有害事象 なし 

 

 

次回開催予定日：平成 27 年 6 月 10 日（水）午後 4時～ 1 号館 3階会議室 



日　 時：平成27年6月10日（水）　16時～17時

場　 所：1号館3階会議室

出席者：鈴木（利）・小林（茂）・頼高・山方・會田・大塚・相川・鈴木（和）【委員】

　　　　 ：小林（泰）・岩井【事務局】

欠席者：なし （順不同・敬称略）

議題

【審議事項】

１．研究実施の適否　２件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

新規 27-2 皮膚科 条件付承認

新規 27-3 看護課 条件付承認

２．一部変更　２件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

一部変更 25-5 内科 承認

一部変更 24-5 ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 承認

３．研究実施状況報告（継続審査） １件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

継続審査 24-11 神経内科 承認

【報告事項】

１．既条件付承認課題　１件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

既条件付 26-6 看護課 報告承認

パーキンソン症に対する水素水による症状改善、
進行抑制の有効性に関する検討 －多施設共同
臨床試験－

研究課題名

平成27年度　第2回　倫理委員会　会議の記録（概要）

研究課題名

アミノ酸強化食品による筋肉量変化かつ転倒予防
に関する研究

研究課題名

認知症患者における足白癬・爪白癬の調査

Ａ病院における看護師の学習ニードの分析
－診療科経験による差違の検討－

研究課題名

タイトコントロール/バイオフリーを目指したゴリム
マブの治療戦略の検討

気分障害の病態、症状評価、治療反応性および
予後に関する生物学的研究
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２．終了報告　４件

審査区分 受付番号 申請科

終了報告 24-7 看護課

終了報告 24-8 看護課

終了報告 24-10 神経内科

終了報告 24-13 看護課

３．その他

（１）安全性情報　なし

（２）重篤な有害事象　なし

次回開催予定日：平成27年10月14日（水）16時～　1号館3階会議室

服薬自己管理プログラム導入の効果

研究課題名

拘束解除アセスメントシートを使用した行動制限最小化への取
り組み

精神科病棟における携帯用擦式手指消毒剤の使用に関する
実態調査～携帯用擦式手指消毒剤の使用による手指衛生へ
の意識の向上を目指して～

日本語版9項目Wearing-off質問票（WOQ-9）の臨床的有用性
の検討
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日　 時：平成27年10月14日（水）　16時～17時45分

場　 所：1号館3階会議室

出席者：鈴木（利）・小林（茂）・頼高・山方・會田・大塚・相川・【委員】

　　　　 ：小林（泰）・岩井【事務局】

欠席者：鈴木（和） （順不同・敬称略）

議題

【審議事項】

１．研究実施の適否　5件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

新規 27-4 神経内科 承認

新規 27-5
スポーツ健
康科学部

条件付承認

新規 27-6 看護部 条件付承認

新規 27-7 看護部 条件付承認

新規 27-8 看護部 条件付承認

２．研究実施状況報告（継続審査） １件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

継続審査 24-5 ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 承認

継続審査 25-2 内科 承認

継続審査 25-3 内科 承認

継続審査 25-13 神経内科 承認

研究課題名

新しいパーキンソン病のジスキネジア評価尺度
（日本語版UdysRS）の信頼性、妥当性の検討

関節リウマチ高齢者患者に対するアバタセプトの
臨床的効果・安全性の検討

気分障害の病態、症状評価、治療反応性および予
後に関する生物学的研究

欧州リウマチ学会/米国リウマチ学会主導による
原発性全身性血管炎の分類・診断基準作成のた
めの研究

平成27年度　第3回　倫理委員会　会議の記録（概要）

精神科外来医師・看護師のストレス調査とそのスト
レスの要因を探る

精神科病院における院内感染防止対策について
～鍵と鍵周辺物品の培養検査から感染防止に対
する考察～

統合失調症患者への病名告知に関わる医師の認
識

研究課題名

パーキンソン病に対する還元型CoQ10の効果に関
する検討　－用量反応試験と水素水併用のオープ
ン併用試験－
精神科リハビリテーションにおけるスポーツ活動の
有効性　－体力向上のための運動プログラムの検
討－
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【報告事項】

１.研究終了（中止・中断）報告書　10件

審査区分 受付番号 申請科

終了報告 24-1
スポーツ健
康科学部

中止報告 24-3 看護部

終了報告 24-6 神経内科

終了報告 25-1 神経内科

終了報告 25-4 内科

終了報告 25-7 看護部

終了報告 25-9 看護部

中止報告 25-10 内科

終了報告 25-11
仙台青葉学
院短期大学

終了報告 25-14 看護部

２．その他報告事項

（１）安全性情報　なし

（２）重篤な有害事象　なし

次回開催予定日：平成27年12月9日（水）16時～　1号館3階会議室

褥瘡ハイリスク患者へのプムノンの適切な開始時期の検討

MDS-UPDRS日本語版の多施設共同によるバリデーション

レビー小体型認知症・関連疾患での認知・精神症状に関する調
査

脊椎関節炎の合併症に対する評価

急性期病棟においてうつ症状を呈している患者の入院長期化
の要因分析

精神科看護師の職務満足度に影響を与える要因

関節リウマチ患者へのフットケアの必要性に関する研究

アクテムラ皮下注製剤のQOL（Quality of Life）に対する効果の
研究

ペアレントトレーニングの手法を応用した看護師の支援技術の
開発

研究課題名

精神科リハビリテーションにおけるスポーツ活動の有効性－生
理的ストレス反応の評価－
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日　 時：平成27年12月9日（水）　16時～16時45分

場　 所：1号館3階会議室

出席者：小林（茂）・山方・會田・大塚・相川・鈴木（和）【委員】

　　　　   小林（泰）・岩井【事務局】

欠席者：鈴木（利）・頼高 （順不同・敬称略）

議題

審議事項：なし

【報告事項】

１．既条件付承認課題

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

既条件付 27-5
スポーツ健康
科学部

報告承認

既条件付 27-6 看護部 報告承認

既条件付 27-7 看護部 報告承認

既条件付 27-8 看護部 報告承認

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

中止報告 26-6 看護部 報告承認

３．迅速審査

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

新規 27-9

順天堂大学
大学院
医療看護学
研究科

報告承認

４．その他報告事項

（１）安全性情報　なし

（２）重篤な有害事象　なし

次回開催予定日：平成28年2月10日（水）16時～　1号館3階会議室

研究課題名

歩行運動とアミノ酸強化食品による筋肉量変化および
転倒予防に関する研究－看護観点の転倒予防対策
に向けた、高齢なうつ病の入院患者の基礎身体特性
を教条させる栄養管理－

研究課題名

アミノ酸強化食品による筋肉量変化かつ転倒予防に
関する研究

精神科病院における院内感染防止対策について
～鍵と鍵周辺物品の培養検査から感染防止に対する
考察～

統合失調症患者への病名告知に関わる医師の認識

２．中止・終了報告

平成27年度　第4回　倫理委員会　会議の記録（概要）

研究課題名

精神科リハビリテーションにおけるスポーツ活動の有
効性　－体力向上のための運動プログラムの検討－

精神科外来医師・看護師のストレス調査とそのストレ
スの要因を探る



日　 時：平成28年3月16日（水）　15時～15時30分

場　 所：1号館3階会議室

出席者：鈴木（利）・小林（茂）・頼高・山方・會田・大塚・相川・【委員】

　　　　   小林（泰）・岩井【事務局】

欠席者：鈴木（和） （順不同・敬称略）

議題

【審議事項】

１．研究実施の適否　1件

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

新規 27-10 内科 承認

審査区分 受付番号 申請科 審査結果

一部変更 27-9

順天堂大学
大学院
医療看護学
研究科

承認
（2016.3.2）

３．医学部倫理委員会審議結果報告

審査区分
医学部

受付番号
申請科 判定

実施計画
(迅速審査）

2015091
精神医学講
座

承認

実施計画
(迅速審査）

201594 神経学講座 承認

実施計画 2015101 神経学講座 承認

４．その他報告事項

（１）安全性情報　なし

（２）重篤な有害事象　なし

次回開催予定日：平成28年4月13日（水）16時～　1号館3階会議室

体細胞からの誘導多能性幹細胞（ips細胞：induced
pluripotent stem cell）を用いた神経筋疾患の病態解
明と治療法開発

パーキンソン病をはじめとする神経筋疾患臨床検体の
解析（遺伝子、蛋白、小分子など）研究

２．迅速審査報告

平成27年度　第5回(臨時）　倫理委員会　会議の記録（概要）

研究課題名

高安動脈炎と巨細胞性動脈炎の治療の現状とその有
効性と安全性に関する観察研究

研究課題名

気分障害の病態、症状評価、治療反応性および予後
に関する生物学的研究

研究課題名

歩行運動とアミノ酸強化食品による筋肉量変化および
転倒予防に関する研究－看護観点の転倒予防対策
に向けた、高齢なうつ病の入院患者の基礎身体特性
を向上させる栄養管理－


