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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （2009-第10回） 
 
日  時：平成22年2月22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、樽井正義、田村京子、矢田部菜穂子、大岩ゆり 

予備審査委員・神山圭介、根岸 一乃 

事務局：庶務課（中戸川、田中） 
 

欠席者：委 員・岡野栄之、武林 亨、半田誠、谷下一夫、村田満、奈良雅俊、唐澤貴夫、 

 

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: 16-21-4 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 半田 誠（輸血・細胞療法部） 

 課題名: 人工血小板の機能評価に関する研究 

 判 定: 承認 

     

     

2 受付番号: 19-66-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 林 松彦（血液浄化・透析センター） 

 課題名: 慢性腎臓病患者の高血圧に対する併用療法の忍容性・有効性に関する前向き無作

為比較研究 

 判 定: 承認 

     

3 受付番号: 20-67-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 井上 詠（包括先進医療センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎のリスク因子に関する多施設共同・症例対照研究 

 判 定: 承認 

     

4 受付番号: 20-206-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 

 課題名: 大腸癌幹細胞におけるアポトーシス感受性遺伝子の探索的研究 

 判 定: 承認 

     

5 受付番号: 20-207-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 

 課題名: 食道癌、胃癌幹細胞におけるアポトーシス感受性遺伝子の探索的研究 

 判 定: 承認 

     

6 受付番号: 2009-242 （新規） 

 申請者(実施責任者): 伊藤 裕（内科（腎臓内分泌）） 

 課題名: ２型糖尿病患者における微小血管合併症の脂質関連残存リスク 

 判 定: 承認 
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7 受付番号: 2009-243 （新規） 

 申請者(実施責任者): 松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: 抗癌剤ＴＳ－１（Ｒ）による眼障害（角膜上障害）の検討 

 判 定: 承認 

     

8 受付番号: 2009-244 （新規） 

 申請者(実施責任者): 星野 晴彦（内科（神経）） 

 課題名: 脳梗塞急性期におけるミノサイクリンの脳保護作用についての臨床研究 

 判 定: 承認 

     

9 受付番号: 2009-245 （新規） 

 申請者(実施責任者): 今津 嘉宏（漢方医学） 

 課題名: がん診療の漢方薬に対する医師・薬剤師への意識調査 

 判 定: 承認 

     

10 受付番号: 2009-251 （新規） 

 申請者(実施責任者): 金井 隆典（消化器内科） 

 課題名: 膵臓・胆道疾者における抹消血リンパ球分画研究 

 判 定: 承認 

     

11 受付番号: 2009-252 （新規） 

 申請者(実施責任者): 陣崎 雅弘（放射線診断科） 

 課題名: Ｄｕal energy CTによる冠動脈ＣＴ診断能の検討 

 判 定: 承認 

     

12 受付番号: 2009-254 （新規） 

 申請者(実施責任者): 陣崎 雅弘（放射線診断科） 

 課題名: 腹部腫瘍のダイナミックＣＴ診断におけるdual energy scanの有効性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

13 受付番号: 2009-255 （新規） 

 申請者(実施責任者): 陣崎 雅弘（放射線診断科） 

 課題名: dual energy CTによる副腎腫瘍の診断能の検討 

 判 定: 承認 

     

14 受付番号: 2009-261 （新規） 

 申請者(実施責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 全自動化学発酵素免疫測定法を用いたＨＢc抗体測定試薬の性能評価 

 判 定: 承認 

     

15 受付番号: 2009-264 （新規） 

 申請者(実施責任者): 陣崎 雅弘（放射線診断科） 

 課題名: Dual energy CTによる骨転移診断能の検討 

 判 定: 承認 

     

16 受付番号: 2009-265 （新規） 

 申請者(実施責任者): 今枝 博之（消化器内科） 

 課題名: 胃瘻力テーテル交換時に胃瘻部位からの細径内視鏡スコープによる内視鏡観察
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の検討 

 判 定: 承認 

     

17 受付番号: 2009-267 （新規） 

 申請者(実施責任者): 高石 官均（腫瘍センター） 

 課題名: 臨床病期Ⅱ/Ⅲ（Ｔ4を除く）食道癌に対するＳ-1＋CＤＤＰを同時併用する化学

放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験(JCOG0604)（予後追跡調査） 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

18 受付番号: 2009-268 （新規） 

 申請者(実施責任者): 高橋 常浩（腫瘍センター） 

 課題名: がん化学療法時の悪心・嘔吐に関する検討 

 判 定: 承認 

     

19 受付番号: 2009-269 （新規） 

 申請者(実施責任者): 高橋 一司（神経内科） 

 課題名: パーキンソン関連疾患の姿勢異常に関する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2009-278 （新規） 

 申請者(実施責任者): 鈴木 重明（神経内科） 

 課題名: 免疫性筋疾患における自己抗体に関する研究 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2009-249 （新規） 

 申請者(実施責任者): 秋田 あやの（放射線診断科） 

 課題名: 子宮頸癌の術前評価におけるＭＲＩの有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2009-250 （新規） 

 申請者(実施責任者): 秋田 大宇（放射線診断科） 

 課題名: 後天性嚢胞腎に発生した腎細胞癌の画像的特徴の検討 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2009-256 （新規） 

 申請者(実施責任者): 宮越 敬（産婦人科） 

 課題名: 日本人妊娠糖尿病合併妊婦における膵β細胞機能に関する検討 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2009-266 （新規） 

 申請者(実施責任者): 城石 大（放射線診断科） 

 課題名: Ｇd-EOB-DTPAを用いたＭＲＩで検出される乏血性結節の画像経過に関する検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

25 受付番号: 2009-257 （新規） 

 申請者(実施責任者): 下郷 幸子（小児科） 

 課題名: 小児てんかん患者の行動に対するラモトリギン併用療法の効果の検討 

 判 定: 承認 
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26 受付番号: 2009-270 （新規） 

 申請者(実施責任者): 横山 健次（血液内科） 

 課題名: 日本国内における初発末治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察

研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2009-271 （新規） 

 申請者(実施責任者): 横山 健次（血液内科） 

 課題名: 日本国内における２nd line 以降の既治療慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象と

した観察研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

28 受付番号: 2009-259 （新規） 

 申請者(実施責任者): 久松 理一（消化器内科） 

 課題名: 免疫担当細胞の分化誘導及び機能制御に関するin vitro研究 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 18-101-5 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 佐々木 文（病理学） 

 課題名: 血液中微量癌細胞を標的とした新規癌転移マーカーの検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

30 受付番号: 18-123-5 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 進行、難治あるいは再発子宮癌肉腫の治療におけるパクリタキセル（タキソール）

とカルボプラチン（パラプラチン）の第Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 20-16-13 （一部修正） 

 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 

   

32 受付番号: 20-158-3 （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 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 20-205-3 （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

TS-1/oxaliplatin(SOX)+bevacizumabとのランダム化比較第Ⅲ相試験 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2009-168-2 （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: 新型インフルエンザワクチン接種者の抗体獲得に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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35 受付番号: 2009-211-2 （一部修正） 

 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: 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。 
 

   

36 受付番号: 2009-247 （新規） 

 申請者(実施責任者): 竹内 勤（リウマチ内科） 

 課題名: 関節リウマチ組織における抗α9抗体の作用解析 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2009-262 （新規） 

 申請者(実施責任者): 副島 研造（呼吸器内科） 

 課題名: 肺扁平上皮癌患者を対象としたS-1とCDGP併用の第Ⅰ/Ⅱ相試験 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

38 受付番号: 2009-260 （新規） 

 申請者(実施責任者): 船越 信介（消化器内科） 

 課題名: 進行膵癌、胆道癌患者化学療法におけるアミノ酸プロファイルの解析 

 判 定: 再審査 

   

39 受付番号: 2009-248 （新規） 

 申請者(実施責任者): 宮本 健史（整形外科） 

 課題名: 糖尿病における骨梁微細構造の解析を目的とした観察研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

40 受付番号: 2009-253 （新規） 

 申請者(実施責任者): 相浦 浩一（内視鏡センター） 

 課題名: 膵切除術における周術期免疫賦活栄養剤（immunonutrition)と経腸栄養管理の有

用性と安全性の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

41 受付番号: 2009-258 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長田 浩彦（泌尿器科） 

 課題名: メモリークリニック外来を受診している患者の排尿状態に関する研究 

 判 定: 再審査 

   

42 受付番号: 2009-263 （新規） 

 申請者(実施責任者): 宮嶋 哲（泌尿器科） 

 課題名: ホルモン抵抗性前立腺癌における AngiotensinⅡReceptor Blocker(ARB)の治療

効果の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 
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43 受付番号: 20-141-2（再） （再審査） 

 申請者(実施責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 眼内新生血管をきたす疾患に対するPegaptanib（商標名Macugen）硝子体内投与

の有効性の評価 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

44 受付番号: 2009-246 （新規） 

 申請者(実施責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 遷延型の中心性漿液性脈絡網膜症に対するぺガプタニブ（商標名マクジュン）硝

子体内投与の有効性の評価 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

45 受付番号: 18-43-6 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 下島 直樹（外科学（小児）） 

 課題名: ヒト腸管における神経堤幹細胞局在とその回収に関する研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

 

以上 


