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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （2009-第3回） 
 
日  時：平成21年6月22日 （月） 17:00～19:20 

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、高橋孝雄、村田満、半田誠、奈良雅俊、樽井正義、 

唐澤貴夫、矢田部菜穂子 

予備審査委員・岡野J洋尚、神山圭介 

欠席者：委    員・岡野栄之、武林 亨、谷下一夫、大岩ゆり、田村京子、 

 

事務局：庶務課（中戸川、今井、園田） 
 
 
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: 16-5-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: ドライアイにおける涙腺および角結膜の病態の解析 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 15-57-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 石河 晃（皮膚科） 

 課題名: ヒト皮膚・粘膜腫瘍・腫瘍類以性病変の遺伝子発現解析と生物学的特性

の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

3 受付番号: 2009-42 （新規） 

 申請者(実施責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

4 受付番号: 2009-48 （新規） 

 申請者(実施責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 日本人血液疾患患者におけるアスペルギルス属およびその他の糸状菌

類による侵襲的真菌感染症についての疫学的調査 

 判 定: 承認 

     

5 受付番号: 2009-44 （新規） 

 申請者(実施責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 腎細胞癌患者の診断、病期診断、予後診断における新しい血清マーカー

の臨床的意義の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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6 受付番号: 2009-45 （新規） 

 申請者(実施責任者): 泉 陽太郎（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌における末梢血中癌細胞検出に関する臨床研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

7 受付番号: 2009-46 （新規） 

 申請者(実施責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: アレルギー性鼻炎と生活の質に関する臨床研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

8 受付番号: 2009-47 （新規） 

 申請者(実施責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 嗅覚障害と生活の質に関する臨床研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

9 受付番号: 2009-52 （新規） 

 申請者(実施責任者): 久保 亮治（総合医科学研究センター） 

 課題名: ヒト表皮におけるタイトジャンクションバリアと免疫応答機構の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

10 受付番号: 2009-55 （新規） 

 申請者(実施責任者): 山下 香枝子（看護医療学部） 

 課題名: 耐菌性対策のための抗菌薬服用状況に関する調査研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

11 受付番号: 2009-58 （新規） 

 申請者(実施責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: Hydroview眼内レンズ混濁における小切開眼内レンズ交換術の有効性

に関する後向き研究 

 判 定: 承認 

     

     

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。 
 

     

12 受付番号: 2009-26 （新規） 

 申請者(実施責任者): 川上 途行（リハビリテーション医学） 

 課題名: 非対称的頭部変形に着目した脳性麻痺児（者）における非対称的姿勢に

関する前向きコホート研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

13 受付番号: 2009-41 （新規） 

 申請者(実施責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 近赤外線分光法を用いた人工内耳・補聴器の両耳装用効果に関する検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 
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14 受付番号: 2009-57 （新規） 

 申請者(実施責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科）） 

 課題名: TACR3変異を有する原発無月経患者における卵巣機能の評価 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

15 受付番号: 2009-43 （新規） 

 申請者(実施責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 表在性膀胱癌に対するＢＣＧ膀胱内注入+ＵＦＴ併用療法の再発予防効

果に関する臨床比較試験（無作為化比較試験） 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

16 受付番号: 2009-49 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長田 浩彦（泌尿器科学） 

 課題名: 非神経因性過活動膀胱に対するＡ型ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法

の検討 

 判 定: 保留・再審査 

     

17 受付番号: 2009-53 （新規） 

 申請者(実施責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: サイトメガロウイルス感染に対する早期治療におけるガンシクロビル

の投与後４時間値と治療効果及び毒性との関連性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

18 受付番号: 2009-51 （新規） 

 申請者(実施責任者): 河村 朗夫（内科学（循環器）） 

 課題名: 糖尿病患者を対象とした冠動脈疾患スクリーニングプログラム 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

19 受付番号: 2009-56 （新規） 

 申請者(実施責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 病理病期Ⅰ Ⅰ- I I I Ａ期非小細胞肺癌完全切除例に対してシスプラ

チン/ドセタキセルの後にティーエスワンの維持療法を行う術後補助化

学療法の安全性確認の研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

20 受付番号: 2009-54 （新規） 

 申請者(実施責任者): 野守 裕明（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺区域切除の術中における区域肺の位置同定のための術前気管支鏡下

肺色素マーキングの有用性および安全性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2009-50 （新規） 

 申請者(実施責任者): 相浦 浩一（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 切除不能悪性腫瘍による胃・十二指腸狭窄（gastric outlet 

obstruction)に対する Through the scope typeの Self-Expandable 

Metallic Stentの有用性に関する検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

以上 


