
第 1 回 東海大学臨床研究審査委員会 議事概要 

 
日時 2022 年 10 月 20 日（木）18：00～19：00 
場所 Zoom によるオンライン会議（東海大学医学部 1 号館 7G07 研究室 ほか） 

 
出席者： 

委 員 
 氏名（敬称略） 性別 設置機関の内外 専門等 出欠 

委員長 竹下 啓 男性 内 生命倫理に関する識見を有する者 出席 
副委員長 浅野 浩一郎 男性 内 医学又は医療の専門家 出席 

委員 高野 朋子 女性 外 法律に関する専門家 出席 
委員 松島 俊郎 男性 外 一般の立場の者 出席 
委員 長尾 式子 女性 外 生命倫理に関する識見を有する者 出席 
委員 田中 憲穂 男性 外 医学又は医療の専門家 出席 
委員 小林 紀子 女性 外 一般の立場の者 出席 
委員 萩村 一人 男性 外 医学又は医療の専門家 出席 

 
オブザーバー 喜多 理王 
事務局 金谷 泰宏  横田 秀和  前川 寛之  高田 美喜 

 
議長：竹下 啓 委員長 
 
議題： 1) 委員挨拶（自己紹介） 

2) 委員長選任 
3) 東海大学臨床研究審査委員会について 
4) 移管審議 19TA01 
5) 移管審議 20TA01 
6) 移管審議 20TA03 
7) 移管審議 20TA04 
8) 移管審議 20TA05 
9) 移管審議 21TA01 
10) 移管審議 21TA02 
11) 移管審議 22TA01 
12) その他 

 
議事： 
１．委員挨拶（自己紹介） 
各委員より自己紹介がなされた。 

 
２．委員長選任 
委員互選により、委員長の選任が行われ、竹下啓委員が全会一致で委員長に選任された。 
また、竹下委員長より、浅野浩一郎委員が副委員長に指名された。 

 
３．東海大学臨床研究審査委員会について 
事務局より、本委員会についての説明がなされた。 

 
４．移管審議 

整理番号 19TA01 



研究代表医師 野村 栄治（東海大学医学部付属八王子病院 消化器外科） 
課題名 胃癌手術後の体重・筋肉量減少に対するプロバイオティクスの影響に関する研究 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 
５．移管審議 

整理番号 20TA01 
研究代表医師 鈴木 秀和（東海大学医学部付属病院 消化器内科） 
課題名 H.suis 除菌による胃 MALT リンパ腫及び難治性消化性潰瘍に対する病変消退効果

の検討 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 
６．移管審議 

整理番号 20TA03 
研究代表医師 西﨑 泰弘（東海大学医学部付属東京病院 健診センター） 
課題名 カモスタットメシル酸塩含有口内洗浄剤の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感

染予防効果の検討 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 
７．移管審議 

整理番号 20TA04 
研究代表医師 鈴木 孝良（東海大学医学部付属八王子病院 消化器内科） 
課題名 プロバイオティクスによるアスピリン小腸粘膜傷害改善の病態解明 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 



８．移管審議 
整理番号 20TA05 
研究代表医師 新井 信（東海大学医学部付属病院 東洋医学科） 
課題名 慢性腎臓病(CKD)における生薬「オウギ」の腎機能改善効果に関する前向き介入研

究 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 
９．移管審議 

整理番号 21TA01 
研究代表医師 小路 直（東海大学医学部付属病院 腎臓泌尿器科） 
課題名 高密度焦点式超音波療法を用いた前立腺癌局所療法 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 
１０．移管審議 

整理番号 21TA02 
研究代表医師 西﨑 泰弘（東海大学医学部付属東京病院 健診センター） 
課題名 電解水素水がエタノール摂取時のアセトアルデヒド生成と臓器障害に与える影響

の検討 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 
「承認」以外

の理由等 ― 

 
１１．移管審議 

整理番号 22TA01 
研究代表医師 鳥居 翔（東海大学医学部付属病院 循環器内科） 
課題名 Single Catheter Primary PCI 法による ST 上昇型急性心筋梗塞に対する虚血時間

短縮の研究 
受付日 2022 年 10 月 14 日 
技術専門員 ― 
説明者 書面審査 
審議概要 研究計画の受入れについて 
審査結果 承認（全会一致） 



「承認」以外

の理由等 ― 

 
１２．その他 
１）次回委員会スケジュール 

事務局より、次回委員会のスケジュールを共有した。 
 
次回委員会は 2022 年 10 月 27 日（木）17：00 より Zoom によるオンライン会議を開催予定。 
 

以上 


