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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （22-3） 
 
日  時：平成22年6月28日 （月） 17:00～20:04 

場  所：新棟11階 第5会議室 

 

出席者：委員長・大前和幸 

委  員・佐藤裕史、半田誠、仲嶋一範、高橋孝雄、奈良雅俊、樽井正義、 

矢田部菜穂子、唐澤貴夫、田村京子、 

予備審査委員・神山圭介、岡野J洋尚、 

欠席者：委 員・村田満、安井正人、吉田一成、谷下一夫、大岩ゆり、上田政治 

 

事務局：庶務課（中戸川、今井） 
 
 
議 事： 

１． 簡易倫理審査報告 
   次の簡易倫理審査申請課題についてそれぞれ報告があった。 
 
1 受付番号: 18-69-4 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎、尋常性魚鱗癬、及び喘息患者における皮膚バリア機能遺

伝子の解析 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 18-115-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 宮川 義隆（内科学（血液）） 

 課題名: 骨髄増殖性腫瘍の前方視野的臨床研究 

 判 定: 承認 

     

3 受付番号: 2009-116-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 茶園 美香（看護医療学部） 

 課題名: 化学療法中のがん患者のQOL維持向上に対する運動プログラムの効果につい

ての検討 

 判 定: 承認 

     

4 受付番号: 2009-284-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 税所 芳史（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 2型糖尿病患者におけるグリニド系薬剤の有効性・安全性の検討 

 判 定: 承認 

     

5 受付番号: 2010-049 （新規） 

 申請者(実施責任者): 細江 直樹（内科学（消化器）） 

 課題名: カプセル内視鏡の大腸到達率に対するモサプリドクエン酸塩の影響 

 判 定: 承認 

     

6 受付番号: 2010-052 （新規） 

 申請者(実施責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 
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 課題名: 悪性リンパ腫の予後因子の解析および病態解明 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

7 受付番号: 2010-053 （新規） 

 申請者(実施責任者): 齋藤 智也（熱帯医学・寄生虫学） 

 課題名: 東京都大島町におけるインフルエンザ流行時の受信行動に関する調査 

 判 定: 承認 

     

8 受付番号: 2010-054 （新規） 

 申請者(実施責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 咽喉頭異常感症における重症度および予後と、心理背景および逆流症との関

連に関する調査 

 判 定: 承認 

     

9 受付番号: 2010-056 （新規） 

 申請者(実施責任者): 関根 和彦（救急医学） 

 課題名: 救急専用回線（救急ホットライン）における情報伝達精度の改善 －救急隊

員・救急専任医間のコミュニケーションに関する基礎的調査－ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

10 受付番号: 2010-057 （新規） 

 申請者(実施責任者): 山田 高成（麻酔学） 

 課題名: 帝王切開手術及び分娩中における脈波伝播時間を用いた非浸襲連続心拍出量

（ｅｓCCO）の測定 

 判 定: 承認 

     

     

11 受付番号: 2010-058 （新規） 

 申請者(実施責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 統合失調症における薬物治療の実際と治療ガイドラインとの乖離：後方視的

診療録調査 

 判 定: 承認 

     

12 受付番号: 2010-059 （新規） 

 申請者(実施責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 統合失調症における寛解状態を維持する機序：ドパミンD2受容体の質の観点

から 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

13 受付番号: 2010-062 （新規） 

 申請者(実施責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 大腸癌肝転移における循環癌細胞（CTC）の測定結果と奏効度の関係を評価す

る臨床研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

14 受付番号: 2010-064 （新規） 

 申請者(実施責任者): 中島 秀明（内科学（血液）） 

 課題名: 同種骨髄移植後の慢性GVHD発症におけるドナー間葉系幹細胞の役割 

 判 定: 承認 
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15 受付番号: 2010-066 （新規） 

 申請者(実施責任者): 吉村 公雄（医療政策・管理学） 

 課題名: たばこパッケージの警告表示に関するアンケート調査 

 判 定: 承認 

     

16 受付番号: 2010-067 （新規） 

 申請者(実施責任者): 小松 浩子（健康マネジメント研究科） 

 課題名: 前立腺全摘除術後のがん患者の尿失禁と生活の質（Quality of Life）の関係 

 判 定: 承認 

     

17 受付番号: 2010-069 （新規） 

 申請者(実施責任者): 広瀬 寛（保健管理センター） 

 課題名: 健康診断における血清アディポネクチン濃度測定（CLEIA法）の有用性の検

討 

 判 定: 承認 

     

18 受付番号: 2010-070 （新規） 

 申請者(実施責任者): 茂松 直之（放射線治療科） 

 課題名: 骨転移の疼痛における塩化ストロンチウム-89の有効性の検証と背景因子と

の関係を探索する多施設共同前向き観察研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

19 受付番号: 2010-071 （新規） 

 申請者(実施責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 異なる機器によるLASIK前後の角膜屈折力および角膜厚の測定値比較 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

20 受付番号: 2010-072 （新規） 

 申請者(実施責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 多焦点眼内レンズ挿入眼の近方実用視力 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

21 受付番号: 2010-073 （新規） 

 申請者(実施責任者): 太田 喜久子（健康マネジメント研究科） 

 課題名: 慢性心不全高齢者の入院中の食事を中心とした生活援助と退院後の食生活の

実態 

 判 定: 不承認 

     

22 受付番号: 2010-075 （新規） 

 申請者(実施責任者): 田邉 稔（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 成人生体肝移植における術後シクロスポリン4時間静注法の意義 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

23 受付番号: 2010-076 （新規） 

 申請者(実施責任者): 相浦 浩一（内視鏡センター） 

 課題名: 十二指腸乳頭部癌の局所切除の適応 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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２． 倫理審査 
   次の倫理審査申請課題についてそれぞれ審議し、判定した。 

     

24 受付番号: 2010-063 （新規） 

 申請者(実施責任者): 辻 哲也（リハビリテーション医学） 

 課題名: 下肢リンパ浮腫患者のリハビリテーションに関する研究 蛍光リンパ管造影

法によるリンパ管輸送機能の評価、および保存的療法の効果の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

25 受付番号: 2009-277 （新規） 

 申請者(実施責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: ドライアイにおける涙腺、角結膜および涙液の病態解析 

 判 定: 再審査 

     

26 受付番号: 2010-065 （新規） 

 申請者(実施責任者): 中島 秀明（内科学（血液）） 

 課題名: 難治性造血器疾患患者からのｉPS細胞樹立と、それを用いた病態解明ならび

に新規治療法開発 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

27 受付番号: 2010-051 （新規） 

 申請者(実施責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性安全性の科学的エビデンス

を創出するための二重盲検無作為化プラセボ対象比較試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

28 受付番号: 2010-060 （新規） 

 申請者(実施責任者): 日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: 大腸腫瘍に対する内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

     

29 受付番号: 2009-308 （再審査） 

 申請者(実施責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 第2子が不均衡型染色体異常症のために出生後1ヶ月で死亡した相互転座保因

者（重篤な遺伝病としての着床前診断 

 判 定: 保留・再審査 

     

30 受付番号: 2009-304 （再審査） 

 申請者(実施責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 副腎白質ジストロフィー保因者 

 判 定: 不承認 

     

31 受付番号: 2009-93-2-2再 （再審査） 

 申請者(実施責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 重篤な遺伝性疾患の着床前診断に関する臨床研究 筋強直性ジストロフィー

に対する着床前診断希望症例２ 

 判 定: 不承認 
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32 受付番号: 2009-306 （再審査） 

 申請者(実施責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 筋緊張性ジストロフィー保因者 症例6 

 判 定: 不承認 

 

 

以上 


