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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （2009-第2回） 
 
日  時：平成21年5月25日 （月） 17:00～19:40 

場  所：新教育研究棟４階 セミナールーム５ 

 

出席者：委 員 長    ・大前和幸 

委    員・佐藤裕史、高橋孝雄、村田満、半田誠、田村京子、唐澤貴夫、奈良雅俊、

樽井正義、 

予備審査委員・小崎健次郎、神山圭介 

欠席者：委    員・岡野栄之、武林 亨、谷下一夫、大岩ゆり、矢田部菜穂子 

 

事務局：庶務課（中戸川、田中） 
 
 
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: 17-84-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 河合 俊英（内科学） 

 課題名: 体脂肪分布、糖・脂質代謝指標における血中脂肪酸分画とアディポカイ

ンの影響（縦断的検討） 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 18-47-4 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 河合 俊英（内科学） 

 課題名: 高血圧を伴う非アルコール性脂肪性肝障害患者に対するテルミサルタ

ン、ロサルタンの有用性の比較検討 

 判 定: 承認 

     

3 受付番号: 17-110-4 （一部変更） 

 申請者(実施責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 突発性難聴とＮＫ細胞活性・サイトカインの関係調査 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

4 受付番号: 18-91-8 （一部変更） 

 申請者(実施責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 喉頭癌関連遺伝子の解析ならびに個々の患者の遺伝的背景の診断法へ

の応用 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

5 受付番号: 20-1-2 （一部変更） 

 申請者(実施責任者): 金子 祐子（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 膠原病における免疫抑制療法下の肺感染症に関する前向き研究 

 判 定: 承認 
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6 受付番号: 20-16-9 （一部変更） 

 申請者(実施責任者): 岡野 栄之（生理学） 

 課題名: 神経疾患患者からの iPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する

研究 

 判 定: 承認 

     

7 受付番号: 2009-23 （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: シスプラチン（ＣＤＤＰ）治療効果遺伝子診断アレイの性能評価試験 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

8 受付番号: 2009-24 （新規） 

 申請者(実施責任者): 森崎 浩（麻酔科学） 

 課題名: フェンタニル静注患者自己調整鎮痛による無痛分娩法の後方視的検

討：無鎮痛自然分娩との比較 

 判 定: 承認 

     

9 受付番号: 2009-28 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎患者の使用薬剤に関するアドヒアランス調査 

 判 定: 承認 

     

10 受付番号: 2009-30 （新規） 

 申請者(実施責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: ステロイド治療が奏功する原発性胆汁性肝硬変症例についての観察研

究（多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

     

11 受付番号: 2009-32 （新規） 

 申請者(実施責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 近視矯正手術（有水晶体眼内レンズ挿入術）前後の精神状態の比較 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

12 受付番号: 2009-35 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長谷 公隆（リハビリテーション医学） 

 課題名: リハビリテーション医療における動作解析機器の有効性に関する研究 

 判 定: 承認 

     

13 受付番号: 2009-38 （新規） 

 申請者(実施責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: C型肝炎ウイスル欠損ゲノムのウイルス学的、臨床的意義に関する研究 

 判 定: 承認 
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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。 
 

     

14 受付番号: 2009-25 （新規） 

 申請者(実施責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 変形性関節症の遺伝子解析に関する研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

15 受付番号: 2009-27 （新規） 

 申請者(実施責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患患者の腹部超音波検査所見による病勢評価 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

16 受付番号: 2009-29 （新規） 

 申請者(実施責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経外科)） 

 課題名: 転移性脳腫瘍に対する、腫瘍摘出術+全脳照射と腫瘍摘出術+Salvage 

Radiation Ｔherapyとのランダム化比較試験（JCOG0504） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

17 受付番号: 2009-31 （新規） 

 申請者(実施責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 高コレステロール血症合併の脂肪性肝疾患患者に対するエゼチミブの

有用性の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

18 受付番号: 2009-33 （新規） 

 申請者(実施責任者): 今枝 博之（内科学（消化器）） 

 課題名: 高血圧症を伴う食道静脈瘤に対する内視鏡的治療後の再発予防におけ

るカンダサルタンの検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

19 受付番号: 2009-34 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長谷 公隆（リハビリテーション医学） 

 課題名: 吊り下がり機器でのシュミレーションによる月面での歩行様式に関す

る研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

20 受付番号: 2009-36 （新規） 

 申請者(実施責任者): 野守 裕明（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌手術における適切なリンパ節郭清および縮小手術の術中適応決定

を目標としたセンチネル・リンパ節の同定 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

21 受付番号: 2009-37 （新規） 

 申請者(実施責任者): 野守 裕明（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺病変に対するリピオドールを用いたマーキング法の有用性及び安全

性の検討 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

22 受付番号: 2009-39 （新規） 

 申請者(実施責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: シスプラチン不応性の再発又は進行尿路上皮癌患者を対象としたゲム

シタビン単独としたゲムシタビン及びパクリタキセルの併用療法のラ

ンダム化第Ⅱ相試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

23 受付番号: 2009-40 （新規） 

 申請者(実施責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: ステロイド治療抵抗性の天疱瘡患者及び類天疱瘡患者を対象としたリ

ツキシマブの効果・安全性の探索的研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

24 受付番号: 2009-10-再 （再審査） 

 申請者(実施責任者): 久慈 直昭（産婦人科学） 

 課題名: ヒト卵巣凍結保存法の改良と凍結卵巣からの卵子成熟に関する研究 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 20-152-5-2-再々 （再々審査） 

 申請者(実施責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 重篤な遺伝性神経筋疾患の着床前診断に関する臨床的研究 検査前遺

伝カウンセリング、着床前診断、結果の告知および検査後カウンセリン

グ(exon45-50） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

   

   

 

 

以上 

 


