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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （2009-第8回） 
 
日  時：平成21年12月28日 （月） 17:00～20:05 

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、田村京子、 

予備審査委員・神山圭介、小崎健次郎 

欠席者：委 員・岡野栄之、武林亨、谷下一夫、矢田部菜穂子、大岩ゆり 

 

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: 18-8-5 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 宮嶋 哲（泌尿器科） 

 課題名: 根治的前立腺摘除術後のＰＳＡ Ｆａｉｌｕｒｅに対するフルタミド少量間歇投

与の有用性に関する多施設共同無作為化比較試験 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 19-103-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 鈴木 秀和（消化器内科） 

 課題名: 機能性ディスペプシアに対するランソプラゾールとプラセボの多施設共同無作

為化二重盲検比較試験 ELF study 

(Efficacy ofLansoprazole in patients with Functional dyspepsi) 

 判 定: 承認 

     

3 受付番号: 20-1-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 金子 祐子（リウマチ内科） 

 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 

     

4 受付番号: 20-21-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 山澤 稚子（臨床検査医学） 

 課題名: 抗酸菌迅速同定検査およびクォンティフェロン®TB-2Gの臨床的有用性 

 判 定: 承認 

     

5 受付番号: 20-169-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 金子 祐子（リウマチ内科） 

 課題名: 膠原病における間質性肺疾患に関する前向き研究 

 判 定: 承認 

     

6 受付番号: 20-205-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 樋口 肇（消化器内科） 

 課題名: 切除不能大腸癌に対する 5-FU/1-LV/oxaliplatin(FOLFOX)+bevacizumabと
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TS-1/oxaliplatin(SOX)+bevacizumabとのランダム化比較第Ⅲ相試験 

 判 定: 承認 

     

7 受付番号: 2009-194 （新規） 

 申請者(実施責任者): 奥田 茂男（放射線科（診断）） 

 課題名: 新しい撮像法を取り入れた心臓ＭＲＩの正確性の検討 

 判 定: 承認 

     

8 受付番号: 2009-195 （新規） 

 申請者(実施責任者): 奥田 茂男（放射線科（診断）） 

 課題名: 新しい撮像法を取り入れた体部ＭＲＩによる肝臓脂肪含有率の測定法の研究 

 判 定: 承認 

     

9 受付番号: 2009-196 （新規） 

 申請者(実施責任者): 奥田 茂男（放射線科（診断）） 

 課題名: 骨盤臓器ＭＲＩ診断における3Ｄ-Ｔ2撮像法の有用性の検討 

 判 定: 承認 

     

10 受付番号: 2009-197 （新規） 

 申請者(実施責任者): 奥田 茂男（放射線科（診断）） 

 課題名: 新しい撮像法を取り入れた非造影ＭＲアンギオによる血管描出能の検討 

 判 定: 承認 

     

11 受付番号: 2009-201 （新規） 

 申請者(実施責任者): 鈴木 秀和（消化器内科） 

 課題名: 胆汁・膵液中の細菌由来ＤＮＡ発現と microRNA発現による膵胆道系疾患マーカ

ーの検討 

 判 定: 承認 

     

12 受付番号: 2009-202 （新規） 

 申請者(実施責任者): 三ツ橋 雄之（臨床検査医学教室） 

 課題名: 全自動血球計数器のデータ解説書作成への協力 

 判 定: 承認 

     

13 受付番号: 2009-205 （新規） 

 申請者(実施責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 加齢黄斑変性におけるAngpt12の関与の解析 

 判 定: 承認 

     

14 受付番号: 2009-208 （新規） 

 申請者(実施責任者): 細江 直樹（消化器内科） 

 課題名: 超拡大内視鏡によるアメーバ腸炎の迅速診断 

 判 定: 承認 

     

15 受付番号: 2009-214 （新規） 

 申請者(実施責任者): 細江 直樹（消化器内科） 

 課題名: カプセル内視鏡読影ソフトウェアによる読影支援効果についての検討 

 判 定: 承認 

     

16 受付番号: 2009-215 （新規） 

 申請者(実施責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科） 
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 課題名: 成人花粉症患者におけるステロイド点鼻薬と涙液に関する検討 

 判 定: 承認 

     

17 受付番号: 2009-198 （新規） 

 申請者(実施責任者): 菊地 栄次（泌尿器科） 

 課題名: 上部尿路腫瘍患者の病期診断、予後診断における免疫組織染色法による KiSS-1

発現の臨床的意義の検討 

 判 定: 承認 

     

18 受付番号: 2009-203 （新規） 

 申請者(実施責任者): 松本 守雄（整形外科） 

 課題名: 脊椎脊髄疾患に対する自記式評価表と画像、診察所見による治療成績評価の研究 

 判 定: 承認 

     

19 受付番号: 18-125-4 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 竹内 勤（リウマチ内科） 

 課題名: 関節リウマチおよび類縁疾患患者の生命予後に関する調査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2009-212 （新規） 

 申請者(実施責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 慶應義塾大学眼科外来、加齢黄斑変性（ＡＭＤ）患者のサプリメント摂取実態調

査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

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。 
 

21 受付番号: 2009-216 （新規） 

 申請者(実施責任者): 伊藤 裕（内科） 

 課題名: 透析におけるエリスロポエチン抵抗性貧血とプロカルシトニンの関連の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

22 受付番号: 2009-211 （新規） 

 申請者(実施責任者): 竹内 勤（リウマチ内科） 

 課題名: 中等度活動性を有する関節リウマチ患者におけるエタネルセプト療法の有効性

の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

23 受付番号: 2009-209 （新規） 

 申請者(実施責任者): 細江 直樹（消化器内科） 

 課題名: 慢性維持透析患者における小腸病変のサーベイランス 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

24 受付番号: 2009-210 （新規） 

 申請者(実施責任者): 新井 康通（老年内科） 

 課題名: 高ＬＤＬコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者（75歳以上）に対する

エゼチミブの脳心血管イベント発症抑制効果に関する多施設共同無作為化比較

試験ＥＷＴＯＰＩＡ75試験 Ezetimibe Lipid Lo Wering Trial On Prevention of 

Atherosclerosis in 75 or Older 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

25 受付番号: 2009-217 （新規） 

 申請者(実施責任者): 副島 研造（呼吸器内科） 

 課題名: ヒト上皮増殖因子受容体（EGFR）遺伝子変異陰性で非喫煙／軽喫煙の再発・進行

非小細胞肺癌に対するエルロチニブの有効性と安全性の検討とバイオマーカー

の検索 MEJ006/TC0G0903 -PhaseⅡstudy- 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2009-218 （新規） 

 申請者(実施責任者): 副島 研造（呼吸器内科） 

 課題名: EGFR-Mutation Positiveである非扁平上皮非小細胞肺癌症例に対するErlotinib

導入療法後、ペメトレキセド＋シスプラチン併用療法、ペレトレキセド＋カルボ

プラチン併用療法による維持強化療法の有用性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2009-207 （新規） 

 申請者(実施責任者): 神野 浩光（外科（一般・消化器）） 

 課題名: 乳癌患者における抗癌剤効果予測因子のmRNA発現分布調査 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

28 受付番号: 2009-138 （新規） 

 申請者(実施責任者): 泉 陽太郎（呼吸器外科） 

 課題名: 肺癌における組織低酸素イメージング－62Cu-ATSM PET/CT所見と病理組織所見の

比較検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

29 受付番号: 2009-213 （新規） 

 申請者(実施責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: Fuchs角膜内皮変性症および関連疾患に関する調査研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

30 受付番号: 2009-204 （新規） 

 申請者(実施責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 網膜変性疾患の異常遺伝子の同定と解析 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

 

 

以上

 


