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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （22-7） 
 
日  時：平成22年11月22日 （月） 17:00～19：30 

場  所：新棟11階 第5会議室 

 

出席者：委員長代行：佐藤裕史 

委員：高橋孝雄、仲嶋一範、半田誠、村田満、吉田一成、樽井正義、 

矢田部菜穂子、唐澤貴夫、天野慎介 

予備審査委員：神山圭介、小崎 健次郎、浅沼 宏 

欠席者：委員長：大前和幸 

委 員：安井正人、奈良雅俊、木村チヅ子、田村京子、大岩ゆり 

 

事務局：庶務課（吉野、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: 18-91-10 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 喉頭腫瘍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: 承認 

     

2 受付番号: 2009-8-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 浅野 浩一郎（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 日本人の慢性閉塞性肺疾患とその併存症に関する調査研究 

 判 定: 承認 

     

3 受付番号: 2009-9-3 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 浅野 浩一郎（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 日本人重症喘息患者に関する調査研究 

 判 定: 承認 

     

4 受付番号: 2010-133-2 （一部修正） 

 申請者(実施責任者): 星野 晴彦（ノバルティスファーマ脳血管障害予防医学寄附

講座） 

 課題名: 脳梗塞患者の抗血小板薬の反応性の検討 

 判 定: 承認 

     

5 受付番号: 2010-192 （新規） 

 申請者(実施責任者): 野守 裕明（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 外科（呼吸器）の呼吸器・縦隔・胸壁疾患患者の予後調査 

 判 定: 承認 
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6 受付番号: 2010-194 （新規） 

 申請者(実施責任者): 朝倉 敬子（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 妊娠時の温水洗浄便座の使用と膣内細菌叢の変化に関する研究 

 判 定: 承認 

     

7 受付番号: 2010-195 （新規） 

 申請者(実施責任者): 星野 晴彦（ノバルティスファーマ脳血管障害予防医学寄附

講座） 

 課題名: BAD Prospective Registry 研究 

 判 定: 承認 

     

8 受付番号: 2010-196 （新規） 

 申請者(実施責任者): 田中 正巳（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病患者の骨折リスク調査 

 判 定: 承認 

     

9 受付番号: 2010-197 （新規） 

 申請者(実施責任者): 富田 紘史（外科学（小児）） 

 課題名: ABO血液型マイナー不適合骨髄移植におけるB細胞免疫寛容のメカニズム 

 判 定: 承認 

     

10 受付番号: 2010-198 （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: 食道癌術後せん妄の発生頻度とその誘因因子に関する調査 

 判 定: 承認 

     

11 受付番号: 2010-199 （新規） 

 申請者(実施責任者): 太田 優（眼科学） 

 課題名: 顔認識ソフトを利用したVDT作業時の瞬目回数の測定 

 判 定: 承認 

     

12 受付番号: 2010-200 （新規） 

 申請者(実施責任者): 出田 真二（眼科学） 

 課題名: 顔認識ソフトを用いた眼瞼下垂手術前後における見た目年齢の検討 

 判 定: 承認 

     

13 受付番号: 2010-202 （新規） 

 申請者(実施責任者): 前田 貴記（精神・神経科学） 

 課題名: 認知機能検査（sense of agency task (Keio Mthod)）による精神疾患の

診断および治療効果判定の研究 

 判 定: 承認 

     

14 受付番号: 2010-203 （新規） 

 申請者(実施責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL  特定使用成績調査 ～関節破壊進

展防止試験（M06-859）追跡調査～ 

 判 定: 承認 
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15 受付番号: 2010-204 （新規） 

 申請者(実施責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 自己免疫疾患(主に全身性エリテマトーデス）患者資料を用いた遺伝子発

現情報の解析と病態生理的意義の解明 

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2010-205 （新規） 

 申請者(実施責任者): 三ツ橋 雄之（臨床検査医学） 

 課題名: 新規多項目自動血球分析装置の評価と検証 

 判 定: 保留・再審査 

   

   

   

   

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。 
 

17 受付番号: 2010-079 （新規） 

 申請者(実施責任者): 泉 陽太郎（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 切除可能胸壁浸潤肺がんに対するConcurrent Chemoradiotherapyと外科

切除による集学的治療の安全性と有効性の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

     

18 受付番号: 2010-172 （新規） 

 申請者(実施責任者): 田中 正巳（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 2型糖尿病患者における交感神経および糖代謝に対するシルニジピンの

効果 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

19 受付番号: 2010-178 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長田 浩彦（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌小線源療法後の下部尿路症状に対する酒石酸トルテロジンの有

用性の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

20 受付番号: 2010-190 （新規） 

 申請者(実施責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: IFN-α療法が困難なC型慢性肝炎患者に対するIFN-β+リバビリン併用療

法の有用性の検討（多施設共同研究） 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

21 受付番号: 2010-191 （新規） 

 申請者(実施責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: 重症ドライアイ患者を対象としたピロカルピン塩酸塩内服剤の臨床研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 
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22 受付番号: 2010-193 （新規） 

 申請者(実施責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 硫酸アルベカシンの気道上皮被覆液中薬物動態の検討 

 判 定: 保留・再審査 

   

   

23 受付番号: 2010-201 （新規） 

 申請者(実施責任者): 齋藤 秀行（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: アレルギー性鼻炎を合併する睡眠時無呼吸症候群患者に対する鼻炎治療

を用いた持続陽圧療法の改善の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

 

 


