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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （24-02） 
 
日  時：平成24年5月28日 （月） 17:00～20：30 

場  所：新棟11階 中会議室 

 

出席者：委員長・大前和幸 

委  員・佐藤裕史、半田誠、村田満、吉田一成、木村チヅ子、小崎健次郎、樽井正義、

奈良雅俊、矢田部菜穂子、唐澤貴夫、天野慎介、田村京子 

予備審査委員・神山圭介、森崎浩 

欠席者：委 員・仲嶋一範、安井正人、大岩ゆり 

 

事務局：総務課（鎌倉、吉野、小倉） 
（以上、敬称略） 

 
 
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: 15-44-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 

 課題名: ５－アミノレブリン酸および半導体レーザー装置を用いた脳腫瘍の術中蛍光

診断 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 17-2-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 効果的治療法選択のための脳腫瘍の遺伝子解析 

 判 定: 承認 

   

3 受付番号: 19-68-6 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 早期胃癌内視鏡治療後、H.Pylori除菌後胃粘膜のサーベイランス 

 判 定: 承認 

   

4 受付番号: 2009-116-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 茶園 美香（看護医療学部） 

 課題名: 化学療法中のがん患者のQOL維持向上に対する運動プログラムの効果について

の検討 

 判 定: 承認 

   

5 受付番号: 2009-1-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鳴患者に対するアンケート調査 

 判 定: 不承認 

   

6 受付番号: 2009-175-2 （一部修正） 
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 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 極細型内視鏡を用いた中耳・内耳の観察と鼓室内投与の治療効果の調査 

 判 定: 不承認 

   

7 受付番号: 2009-29-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 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: 承認 

   

8 受付番号: 2009-40-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 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および類天疱瘡患者、後天性表皮水泡症患

者を対象としたRituximabの効果・安全性の探索的研究 

 判 定: 承認 

   

9 受付番号: 2010-114-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 抗生剤の組織移行濃度に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2010-122-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: 筋骨格系の慢性疼痛に係わる調査研究 

 判 定: 承認 

   

11 受付番号: 2010-162-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: StageⅡ,Ⅲ 結腸・直腸癌完全切除例に対する術後補助化学療法としての

UFT/LV療法のQOLに関する検討 -KODK8- 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2010-212-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学(一般・消化器)） 

 課題名: イリノテカン塩酸塩（CPT-11）既治療 進行再発大腸癌患者に対する2次治療

としてのベバシズマブ（BV） 併用XELOX療法 有効性とバイオマーカーの検

討 多施設共同 第Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 20-171-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 難聴者における聴覚特性（周波数選択性・時間分解能）測定検査と補聴器フィ

ッティング 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

14 受付番号: 20-172-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 柴田 洋孝（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 高血圧患者における選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬エプレレノン

（セララ®）の降圧効果予測因子の検討 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2011-262-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小崎 健次郎（臨床遺伝学センター） 

 課題名: 先天異常症候群の包括的遺伝子診断システムの構築 

 判 定: 他 

   

16 受付番号: 2011-262-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小崎 健次郎（臨床遺伝学センター） 

 課題名: 先天異常症候群の包括的遺伝子診断システムの構築 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

   

17 受付番号: 15-61-5 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 柴田 洋孝（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 副腎腫瘍組織におけるステロイド分画とその調節因子の検討 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 18-43-8 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 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: 再審査 

   

19 受付番号: 2010-240-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神野 浩光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: HER2過剰発現乳がんに対するトラスツズマブと nab-パクリタキセルによる術

前化学療法の第Ⅱ相試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2010-243-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 思春期特発性側弯症患者における脊椎矯正固定術後立位不安定性の要因 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2010-252-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 加齢性難聴に対するQOLと酸化ストレスを指標とした個別化治療の開発に関す

る研究～補聴器装用による聴覚コミュニケーション環境改善因子の検討～ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

22 受付番号: 2010-304-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学(一般・消化器)） 

 課題名: StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6療法の認容性に関する検討付随研究-オキサリプラチンの安全性指標

に関する策定研究- 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2010-322-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（第一三共心血管炎症学寄附講座） 
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 課題名: PCI-Stent後の至適薬剤を検証する前向き無作為化研究（Calcium-Beta） 

 判 定: 不承認 

   

24 受付番号: 2010-331-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任

者): 

青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 初発ステージⅢまたはⅣ期の未治療進行上皮性卵巣がん、腹膜がん、卵管がん

に対する「カルボプラチン/パクリタキセルに続くプラセボ投与」と「カルボ

プラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くプラセボ投与」と「カ

ルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くベバシズマブ単

独投与」のランダム化第Ⅲ相試験（GOG-0218） 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2011-029-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染制御センター） 

 課題名: 小児化膿性髄膜炎の全国調査 

 判 定: 保留 

   

26 受付番号: 2011-048-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学(一般・消化器)） 

 課題名: EGFR 陽性、K-ras wild type 切除不能進行・再発大腸癌に対する1st lineと

してのS-1+Oxaliplatin+Cetuximab併用療法の第Ⅱ相試験-KODK9- 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2011-049-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 進行期悪性黒色腫に対するカルボプラチン・パクリタキセル併用ペプチドパル

ス樹状細胞ワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2011-091-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: スギ花粉症患者における症状発現状況の検討 -花粉暴露室（OHIO Chamber;オ

ハイオチェインバー）におけるスギ花粉曝露とスギ花粉自然曝露との差異につ

いて- 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

29 受付番号: 2011-119-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 癌化学療法時の悪心嘔吐観察研究 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-135-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 自己免疫疾患関連遺伝子に関する研究 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-159-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 
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 課題名: がんバイオマーカーの探索と新規がん診断法・治療法の開発に関する研究 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2011-163-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: T3またはT4のStageⅡ/Ⅲ直腸癌に対する術前補助化学療法としてのmFOLFOX6

療法の有効性および安全性の検討 多施設共同第Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2011-171-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌の遺伝子発現解析の生物学的特性ならびに診断・治療におけるバイオマー

カーの研究 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-258-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチを主とする自己免疫疾患の臨床試料解析に基づく創薬標的探索

に関する研究 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2011-279-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 津崎 晃一（麻酔学） 

 課題名: 術後疼痛を増強させる因子の解明 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2011-348-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報

に基づく研究 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2011-379-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 林 松彦（血液浄化・透析センター） 

 課題名: 慢性血液透析患者の貧血治療において、短時間作用型エポエチン製剤よりエポ

エチンベータペゴルへ切り替える際の適切な移行時投与量の検証 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-017-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎およびクローン病の病因、病態解明のための免疫学的ならびに分

子生物学的研究 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-023 （新規） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: 研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象として5年生存率に

関する前向き臨床研究 

 判 定: 再審査 
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40 受付番号: 2012-030 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 日本人関節リウマチ患者における methotrexateの薬物動態解明と最適使用法

の確立 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-031 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 日本における分子的標的治療薬使用関節リウマチ患者に関するアウトカム研

究（ＣＯＲＲＥＣＴ研究） 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-032 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菅野 義彦（血液浄化・透析センター） 

 課題名: 高齢血液透析患者の生活習慣と長寿遺伝子 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-033 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: ＴＫＩ治療経過中に染色体異常を来した慢性骨髄性白血病に関する全国調査 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2012-034 （新規） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: ＣＯＰＤ患者における吸入臭化チオトロピウム水和物（スピリーバⓇ）継続率

の規定因子 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2012-035 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 膵管内乳頭粘液性腫瘍（ＩＰＭＮ）の増大および膵がん発生リスク因子の検討

（後ろ向きコホート研究） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

46 受付番号: 2012-036 （新規） 

 申請者(研究責任者): 緒方 寿夫（形成外科学） 

 課題名: ４Ｄ－ＣＴによる鼻咽腔閉鎖機能の評価 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2012-038 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長田 浩彦（泌尿器科学） 

 課題名: 近赤外分光法を用いた前立腺針生検施行患者尿スペクトル・多変量解析 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2012-039 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森田 林平（微生物学・免疫学） 

 課題名: ヒトＣＤ４細胞を他系列の免疫細胞へ直接変換する方法の開発 

 判 定: 再審査 
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49 受付番号: 2012-040 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 特発性低身長症におけるＣＮＰ－ＮＰＲＢシグナル系の機能喪失の関与 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-043 （新規） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: 超低出生体重児における尿細管機能の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

51 受付番号: 2012-045 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 院外心肺停止患者の予後予測に対する、乳酸クリアランスおよび近赤外線

による無侵襲脳局所酸素飽和度（rSO2）測定の有用性に関する多施設観察

研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2012-046 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡田 保典（病理学） 

 課題名: 関節疾患における関節破壊・再生の分子機能の解析研究 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-047 （新規） 

 申請者(研究責任者): 秋山 結美子（看護部） 

 課題名: 低ＶＯＣクベース用体圧分散マットレスの臨床的試用評価 

 判 定: 再審査 

   

54 受付番号: 2012-049 （新規） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 弓部大動脈瘤に対する従来手術、ステンドグラフト内挿術、ハイブリッド

手術の術前後における脳血流量に関する検討 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2012-050 （新規） 

 申請者(研究責任者):  大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: CURE study：尿路上皮癌に対する化学療法における治療前腎機能評価法に

関する多施設観察研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

56 受付番号: 2012-051 （新規） 

 申請者(研究責任者):  木村 謙介（内科学（循環器）） 

 課題名: 非虚血性心筋梗塞の薬物治療による交感神経機能改善における心臓由来神

経関連因子の役割を解明する 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2012-052 （新規） 

 申請者(研究責任者): 近藤 咲子（看護部） 

 課題名: 化学療法及び造血幹細胞移植患者における皮膚被膜剤を使用した中心静脈
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カテーテル管理による血流感染予防への効果 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2012-053 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 正巳（内分泌代謝ネットワーク医学講座） 

 課題名: ＧＬＰ-１受容体作動薬開始時の消化器症状の検討 

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2012-054 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松岡 克善（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患における自己免疫機序の検討 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2012-055 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: 進行胃癌患者を対象とした化学療法施行例における血清ＨＥＲ２の変動を

検討する観察研究（探索的研究） 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2012-056 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: オキサリプラチン、ベバシズマブを含む初回化学療法不応のＫＲＡＳ野生

型進行・再発結腸・直腸癌に対するＦＯＬＦＩＲＩ＋パニツムマブ併用療

法とＦＯＬＦＩＲＩ＋ベバシズマブ併用療法のランダム化第Ⅱ相試験およ

び治療感受性・予後予測因子の探索的研究 

 判 定: 保留 

   

62 受付番号: 2012-057 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（杏林製薬・旭化成クラレメディカル寄附講座） 

 課題名: 消化器組織細胞の培養法確立と遺伝子変異を基にした増殖因子感受性の検

討 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2012-058 （新規） 

 申請者(研究責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 

 課題名: 癌性腹水患者におけるＣＤ－ＤＳＴ法による抗悪性腫瘍感受性試験の検討 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2012-059 （新規） 

 申請者(研究責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器癌骨転移のおける予後因子の検討 

 判 定: 保留 

   

65 受付番号: 2012-060 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 本邦におけるsocial memory に関する遠隔記憶検査の信頼性と妥当性の検

討 

 判 定: 承認 
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66 受付番号: 2012-061 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 熟知相貌の認知に関するスクリーニング検査における信頼性と妥当性の検

討 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2012-062 （新規） 

 申請者(研究責任

者): 

加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病から復帰した勤労者の再休養のリスクファクターに関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

68 受付番号: 2012-063 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 軽度認知障害および認知症患者における認知機能障害の特徴とその生物学

的背景について 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

   

69 受付番号: 2012-064 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 日本光電社免疫反応測定装置・試薬によるＣＲＰ、ＨｂＡ１ｃ測定法の評

価 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2012-065 （新規） 

 申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 末期腎不全及び透析療法における血糖、血圧の日内変動に及ぼす影響に関

する臨床研究 

 判 定: 再審査 

   

71 受付番号: 2012-066 （新規） 

 申請者(研究責任者): 辻 哲也（リハビリテーション医学） 

 課題名: 食道癌周術期患者の嚥下機能の評価とリハビリテーションの効果の研究

（前方視観察研究） 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2012-067 （新規） 

 申請者(研究責任者): 辻 哲也（リハビリテーション医学） 

 課題名: 食道癌周術期患者の嚥下機能の評価とリハビリテーションの効果の研究

（後方視研究） 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2012-071 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 高次脳機能障害患者の社会復帰における要因の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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74 受付番号: 2012-072 （新規） 

 申請者(研究責任者): 辻 哲也（リハビリテーション医学） 

 課題名: 造血幹細胞移植患者のフィジカルフィットネスの構造分析とリハビリテー

ションに関する研究（後方視研究） 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2012-073 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 「腹腔鏡下左結腸・直腸切除術でのＤＳＴ吻合におけるＴｒｉ-Stapleの安

全性、有効性に関する単施設前向き観察研究」におけるステープル形状に

関する研究（２０１１－３１１付随研究） 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2012-074 （新規） 

 申請者(研究責任者): 井上 彩（薬剤部） 

 課題名: アフィニトール服薬指導による患者のアドヒアランスの解析 

 判 定: 不承認 

   

77 受付番号: 2012-075 （新規） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（第一三共寄附講座） 

 課題名: 急性心不全患者を対象とした登録研究 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2012-076 （新規） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 心臓３ＤシネＭＲＩの有用性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

79 受付番号: 2009-268-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（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 

   

   

 
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。 

   

80 受付番号: 2011-384-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 芝 大介（眼科学） 

 課題名: 360度スーチャートラベクトロミーの成績・合併症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） 

   

81 受付番号: 2012-010-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鳴または、聴覚過敏を呈する患者の臨床的特徴と治療効果に関連する遺伝

子背景の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 



 11 

   

82 受付番号: 2011-324 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 肺炎患者における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: 条件付承認（委員長確認） 

   

83 受付番号: 2011-340 （新規） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 胸部大動脈瘤に対するステントグラフト治療 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

84 受付番号: 2012-037 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 腰部脊柱管狭症に対するトラマドール／アセトアミノフェン配合錠（トラム

セット配合錠）の有効性および安全性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2012-041 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: 脊髄髄内腫瘍術後の脊髄障害性疼痛の定量的解析 

 判 定: 保留 

   

86 受付番号: 2012-042 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 結合織・血管壁異常に基づく循環器疾患の包括的遺伝子診断システムの構築 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

87 受付番号: 2012-044 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: ヒト胆汁・膵液中に発現するＤＮＡおよびＲＮＡの次世代シークエンサーに

よる解析 

 判 定: 保留 

   

88 受付番号: 2012-048 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホルモン治療に続発する

大腿骨頭壊死症発生予防研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

89 受付番号: 2012-068 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 慢性期片麻痺上肢機能障害に対する頭皮脳波型ブレイン・マシン・インター

フェースの効果 無作為化比較試験 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

90 受付番号: 2012-069 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 失語症に対する経頭蓋直流電気刺激と言語訓練の併用効果の検討 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 
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91 受付番号: 2012-070 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 外骨ロボットＫＩＮＡＲＭを用いた上肢の運動制御・学習メカニズムの解明 

 判 定: 再審査 

   

92 受付番号: 2012-077 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 重心動揺計を用いた脳卒中片麻痺患者の立位制御の適応能力に関する研究 

 判 定: 再審査 

   

93 受付番号: 2012-078 （新規） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 

 課題名: 通常の大腸内視鏡と新型小腸内視鏡（受動湾曲、高伝達挿入部装備）を用い

た、大腸内視鏡検査の有用性に関するランダム化比較試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

94 受付番号: 2012-078 （新規） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 

 課題名: ＰＮＨレジストリ（発作性夜間ヘモグロビン尿症患者登録） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

 

 

以上 

 


