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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （24-05） 
 
日  時：平成 24 年 9月 24 日 （月） 17:00～21：30 

場  所：２号棟 11 階 中会議室（全体、第一委員会）、第五会議室（第二委員会） 

 

出席者：委員長・大前和幸 

委  員・佐藤裕史、村田満、木村チヅ子、半田誠、吉田一成、仲嶋一範、小崎健次郎、

木村彰男、大生定義、樽井正義、奈良雅俊、矢田部菜穂子、唐澤貴夫、 

天野慎介、馬上祐子 

予備審査委員・神山圭介、根岸一乃 

欠席者：委 員・安井正人、田村京子 

 

事務局：総務課（鎌倉、吉野、小倉、松岡）CCR（柳川） 
（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: 14-20A-8 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 広瀬 信義（内科学（老年）） 

 課題名: 主題：包括的国際百寿者研究 －健康長寿達成に向けて－ 副題：第 1部 寿

命関連遺伝子（長寿遺伝子）と加齢関連遺伝子の同定 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 17-103-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 藤井 多久磨（産婦人科学） 

 課題名: BAC マクロアレイ CGH 法などを用いた悪性腫瘍の遺伝解析研究 

 判 定: 承認 

   

3 受付番号: 17-44-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学） 

 課題名: ヒト臍帯血および胎盤由来の間葉系幹細胞よりの臓器再生 

 判 定: 承認 

   

4 受付番号: 18-43-8-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

5 受付番号: 19-47-6 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（内科学(老年）） 

 課題名: 長寿社会における高齢者の暮らし方に関する学術調査 

 判 定: 承認 

   

6 受付番号: 2009-189-3 （一部修正） 
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 申請者(研究責任者): 有光 威志（小児科学） 

 課題名: 近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能の解明 

 判 定: 承認 

   

7 受付番号: 2009-40-4 （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 

   

8 受付番号: 2010-001-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 桑名 正隆（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬による B 型肝炎ウイルス再活性化の実態解明と対

策法の確立 

 判 定: 承認 

   

9 受付番号: 2010-044-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: フィラデルフィア陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)における遺伝子コピー数

異常と予後との関連に対する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2010-050-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 過体重 2 型糖尿病患者を対象としたリラグルチドおよび高用量メトフォルミ

ン投与の有効性に関する比較検討 

 判 定: 承認 

   

11 受付番号: 2010-051-8 （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: 機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性・安全性の科学的エビデン

スを創出するための二重盲検無作為化プラセボ対象比較試験 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2010-113-3 （一部修正） 

 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: 下肢リンパ浮腫患者のリハビリテーションに関する研究 非接触 3 次元デジ

タイザ・Perometer を用いた下肢体積測定法の妥当性および信頼性の検討 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2010-175-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 2 型糖尿病患者における DPP-4 阻害薬とインスリンとの併用効果についての

検討 

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 2010-181-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 細井 恵子（病院看護部） 
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 課題名: 「看護職キャリアシステム構築～ジェネラリスト・ナースの発達モデル～」

の事業評価 

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2010-204-3 （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(主に全身性エリテマトーデス（SLE））患者試料を用いた遺伝子

発現情報の解析と病態生理学的意義の解明 

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2010-226-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 境界性パーソナリティ障害における学習と感情制御 

 判 定: 保留・再審査 

   

17 受付番号: 2010-233-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 義彰（内科学（神経）） 

 課題名: 脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する大規模

臨床研究（略称 RESPECT Study） 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2010-266-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: MRI を用いた膝前十字靱帯再建術後の移植腱の質的評価に関する研究 

 判 定: 再審査 

   

19 受付番号: 2010-271-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 慢性突発性蕁麻疹患者の第 2 世代抗ヒスタミン薬の効果不十分例における治

療法の検討 

 判 定: 再審査 

   

20 受付番号: 2010-278-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児慢性骨髄性白血病の臨床像に関する疫学調査 JPLSG CML11 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2011-058-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 大うつ病性障害における学習と記憶の再統合 

 判 定: 再審査 

   

22 受付番号: 2011-080-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 人口股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）の耐

磨耗性に関する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2011-095-2 （一部修正） 
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 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 液状化検体細胞診(ThinPrep®法)による子宮頸部細胞診検体におけるマニュ

アルスクリーニング法とスクリーニング支援装置(ThinPrep®Integrated 

Imager)使用スクリーニング法の比較検討 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2011-125-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 義彰（内科学（神経）） 

 課題名: 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験

（略称 ATACH2 Study） 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2011-155-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 広瀬 信義（内科学（老年）） 

 課題名: 主題：超高齢者の死亡率と健康状態の関係：5 か国超高齢者プロジェクト

（5COOP） 副題：百寿者の健康状態と QOL の関係：5か国百寿者プロジェク

ト 

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2011-202-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 佐野 元昭（内科学(循環器)） 

 課題名: 急性心筋梗塞患者への経皮的冠動脈形成術施行時における水素ガス吸入の安

全性と有効性の検討 

 判 定: 再審査 

   

27 受付番号: 2011-245-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 人工膝関節置換術における術前 CT-baced 3D プランニングの有効性に関する

研究 

 判 定: 再審査 

   

28 受付番号: 2011-258-3 （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: 再審査 

   

29 受付番号: 2011-273-2 （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 陽性のホルモン感受性閉経後乳癌の対するアロマターゼ阻害薬とトラ

スツズマブの併用術前薬物療法による第Ⅱ相試験 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-275-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 藤井 多久磨（産婦人科学） 

 課題名: 腹式広汎性子宮頚部摘出術の安全性および妊孕能温存アウトカムの解析 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-285-2 （一部修正） 



 5

 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: 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2011-288-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 根治切除不能または転移性の腎細胞癌患者に対するエベロリムスの有効性お

よび安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2011-293-2 （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: PPI 抵抗性機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性・安全性の科学

的エビデンスを創出するための二重盲検無作為化プラセボ対照比較試験（六

君子湯第 2試験） 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-313-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（総合医科学センター） 

 課題名: 培養大腸癌細胞の遺伝子変異同定と増殖因子感受性の検討 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2011-322-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: ドライアイに対するラクトフェリン内服治療の効果の検討 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2011-338-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: チロシンキナーゼ阻害剤治療における新たな治療標的の同定、薬剤体制の解

明及び克服、有効性予想を可能にするゲノムプロファイルの同定 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2011-351-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児固形腫瘍観察研究 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-064-2 （一部修正） 

 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 

   

39 受付番号: 2012-082-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 肝細胞癌（ＨＣＣ）における背景因子・治療効果・予後の解析（多施設共同

研究） 

 判 定: 承認 
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40 受付番号: 2012-087-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 津田 浩史（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科悪性腫瘍の薬物反応に関連する遺伝子の探索およびゲノム情報に基づ

いた個別化治療の確立 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-089-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 本邦における着床前遺伝子診断実施の現状および着床前遺伝子診断により生

まれた児の長期予後の研究 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-104-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 田中 正巳（中外製薬内分泌代謝ネットワーク医学寄附講座） 

 課題名: DPP-4 阻害薬からミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース配合錠（グ

ルベスⓇ配合錠）への切り替えにおける有効性と安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-147 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 腰椎変性側弯症の遺伝子解析に関する研究 

 判 定: 再審査 

   

44 受付番号: 2012-155 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 卵巣明細胞腺癌に対する新規バイオマーカーの検索と化学療法感受性に関す

る検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2012-167 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊髄クモ膜嚢胞の遺伝子解析に関する研究 

 判 定: 再審査 

   

46 受付番号: 2012-170 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大森 泰（内視鏡センター） 

 課題名: 上部消化管腫瘍治療後の追跡調査 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2012-184-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 久慈 直昭（産婦人科学） 

 課題名: 子宮内膜症の卵子質に与える影響の解析 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2012-200 （新規） 

   

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌における末梢血を用いた DNA ミスマッチ修復遺伝子のメチル化につ

いての後方視的検討 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2012-201 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 胃食道逆流症（gastroesophageal reflux disease:GERD）症状が GERD 患者の

労働生産性に与える影響の評価 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-202 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: 有水晶体眼内レンズ挿入術後の交感性眼炎発症例の後ろ向き研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

51 受付番号: 2012-203 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 雄二（内科学（消化器）） 

 課題名: 静注用非ステロイド性鎮痛剤ロピオン静注 50mg の ERCP 検査患者を対象とし

た ERCP 後膵炎予防に対する無作為化単盲検比較検試験 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2012-205 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: 角膜移植後に再縫合術を要した症例の検討 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-206 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山田 健人（病理学） 

 課題名: 移植片対宿主病病変部位における浸潤リンパ球の解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

54 受付番号: 2012-207 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池上 直己（医療政策・管理学） 

 課題名: 保険請求情報を用いた心筋梗塞及び心臓弁置換術の診療内容及び費用の国際

比較 

 判 定: 他（審査対象外） 

   

55 受付番号: 2012-208 （新規） 

 申請者(研究責任者):  川島 素子（眼科学） 

 課題名: ドライアイに対するジクアホソルナトリウム点眼治療の有効性評価（パイロ

ット研究） 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2012-209 （新規） 

 申請者(研究責任者):  川島 素子（眼科学） 

 課題名: ドライアイに対するレバミピド懸濁点眼治療の有効性評価（パイロット研究） 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2012-211 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 両側同日人工関節置換術施行患者における抗凝固療法の有効性・安全性の検
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討 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2012-214 （新規） 

 申請者(研究責任者): 石井 良幸（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 大腸がんにおける cetuximab の抗体依存性細胞傷害（ADCC）活性と細胞表面

EGF-R 発現との関連 

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2012-216 （新規） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 経口血糖降下薬内服下の２型糖尿病患者者の長期臨床経過に関わるデータベ

ース構築（全国調査： Japan Based clinical ReseArch Network for 

Diabetes(J=BRAND)Refistry) 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2012-217 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河合 俊英（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病・肥満症例に対する病院治療食としての低炭水化物食メニューの有用

性の検討 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2012-218 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 東京消防庁実施「救急救命士の処置範囲に係わる実証研究」における救急隊

搬送傷病者の予後調査（協力） 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2012-219 （新規） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 乳癌患者における化学療法と主観認知機能障害の関係：予後的調査 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2012-220 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 骨粗鬆症を伴う腰椎変性疾患患者の骨質評価 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2012-221 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 腰椎変性すべり症における手術的加療と患者満足度に関する研究 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2012-223 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

川島 素子（眼科学） 

 課題名: 涙液中の代謝物の一斉測定、涙液常菌のメタゲノム解析および菌種の培養同

定 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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66 受付番号: 2012-224 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 肺血栓塞栓症・肺動脈狭窄症による肺高血圧症に対する経皮的肺動脈形成術 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2012-225 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

桑名 正隆（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 筋炎・強皮症関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認（多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2012-227 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

香坂 俊（内科学（循環器）） 

 課題名: 心臓超音波技術を用いた心機能指標と心疾患の関連についての検討 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2012-228 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

中村 俊康（整形外科学） 

 課題名: 豆状骨類骨骨種の１例；症例報告 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2012-229 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: コレバインの代謝指標への影響の評価 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2012-230 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

鈴木 昌（救急医学） 

 課題名: 日本救急医学会 熱中症に関する調査への参加 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2012-231 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2012-233 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: 活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口５-ASA 製剤治療に関する実態

調査（観察研究） 

 判 定: 承認 
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74 受付番号: 2012-234 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: ペンタサ錠の寛解期 1日 1回投与における服用アンケート調査 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2012-235 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: Pichia anomala による角膜真菌症の 1例 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2012-236 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: Beauveria bassiana による角膜真菌症の 1例 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2012-237 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: 重症アトピー性角結膜炎に MRSA 角膜炎を合併した１例 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2012-238 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: 翼状片に角膜穿孔を合併した 1例 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2012-239 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: クローン病と潰瘍性大腸炎の鑑別診断における血清中自己抗体の有用性に関

する検討 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2012-240 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 胸腔鏡補助下食道癌根治術の有用性に関する検討 

 判 定: 他 

   

81 受付番号: 2012-243 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症患者の臨床病理学的因子と予後に

うちての後方視的研究 
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 判 定: 保留・再審査 

   

82 受付番号: 2012-244 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 絨毛癌発癌機序と HAS２、CD44、S100、SOX３蛋白発現との関連性についての

後方視検討 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2012-245 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

堀 進悟（救急医学） 

 課題名: ３D 映像教育が手技上達にもたらす効果の評価・検討 

 判 定: 保留・再審査 

   

84 受付番号: 2012-247 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: カプセル内視鏡ワークステーション搭載の新アルゴリズムの有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2012-248 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 術前オイオイド使用患者におかる適切な術後疼痛管理の検討 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2012-249 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 生物学的製剤治療を受ける患者ニーズに関する調査 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2012-250 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: マクロライド系抗菌薬の免疫修飾作用の検討 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2012-251 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 13C 酢酸呼気試験を用いた胃運動能評価 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2012-252 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: IgG4 関連疾患・自己免疫性膵炎における疾患関連遺伝子の解析 
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 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2012-253 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

神野 浩光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 前治療歴の少ない進行・再発乳がんに対するエリブリンの安全性および有効

性に関する第Ⅱ相試験 

 判 定: 他 

   

91 受付番号: 2012-254 （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: 片麻痺患者の歩行機能に対する５％フェノールを用いた筋内神経ブロックの

効果の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

92 受付番号: 2012-255 （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: Ulnar neuropathy at the elbow(UNE)における SNAP振幅と針筋電図所見の関

係 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2012-257 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

石井 賢（整形外科） 

 課題名: 脊推後方手術法の比較研究 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2012-258 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 「食道癌に対する化学（放射線）療法、手術治療の奏効とサイトカイン、凝

固因子の関係に関する観察研究」 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

95 受付番号: 2012-259 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

松本 秀男（スポーツ医学総合センター） 

 課題名: 生活習慣病の１次・２次予防をめざした病院運動療法指導システムの確立 

 判 定: 他 

   

96 受付番号: 2012-261 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 本邦の骨軟部肉腫患者における静脈血栓栓塞症の発生頻度と予測因子に関す

る前向き観察研究【骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同臨床試験】 

 判 定: 他 
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97 受付番号: 2012-262 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 筑西地域における加齢黄班変性、緑内障、糖尿病網膜症の眼科疾患のリスク

要因と一次予防対策解明のための分析疫学的研究 

 判 定: 承認 

   

   

98 受付番号: 2012-263 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 頚椎動作解析による運動器障害メカニズムの解明と新たな治療法開発 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

99 受付番号: 2012-264 （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: 大腸ステント多施設共同前向き安全性観察研究 

 判 定: 他 

   

100 受付番号: 2012-265 （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: 新規遺伝子 hl7la の高感度大腸癌マーカーとしての有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 20-16-19 （一部修正） 

 申 請者 (研究責任

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 

   

102 受付番号: 20-180-5 （一部修正） 

 申 請者 (研究責任

者): 

藤井 多久磨（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸部腫瘍におけるヒトパピローマウイルス感染の関与と他のリスク因子

との相互作用 

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 20-72-2 （一部修正） 

 申 請者 (研究責任

者): 

藤井 多久磨（産婦人科学） 

 課題名: Narrow band imaging(NBI)を用いたコルポスコピー検査の有用性に関する検

討 

 判 定: 承認 

   

104 受付番号: 20-87-3 （一部修正） 

 申 請者 (研究責任 岡本 真一郎（内科学（血液・感染・ﾘｳﾏﾁ）） 
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者): 

 課題名: 非血縁者間骨髄移植における急性移殖片対宿主病（GVHD)予防のためのシクロ

スポリン持続静注とタクロリムス持続静注の非盲検無作為割付比較試験 

 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。 

 

105 受付番号: 2012-158 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

宮嶋 哲（泌尿器科学） 

 課題名: 腹腔鏡下前立腺全摘術後の鼡径ヘルニア発生率低下を目的とした予防術の有

用性の検討 

 判 定: 再審査 

   

106 受付番号: 2012-197 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

仲秋 秀太郎（精神・神経科学） 

 課題名: 重度アルツハイマー病を対象にしたコリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジル）

の薬物治療効果及び治療反応性に関する脳形態・機能画像などのマルチモー

ダルアプローチによる検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

107 受付番号: 2012-198 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

仲秋 秀太郎（精神・神経科学） 

 課題名: コリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジル）からコリンエステラーゼ阻害薬（ガ

ランタミン）に切り替え後の薬物治療効果および治療反応性に関する脳形

態・機能画像などのマルチモーダルアプローチによる検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

108 受付番号: 2012-199 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

仲秋 秀太郎（精神・神経科学） 

 課題名: アルツハイマー病を対象としたコリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジル、ガ

ランタミン）の意欲・注意機能に関する比較研究：無作為割り付け試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

109 受付番号: 2012-204 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 特発性大腿骨頭懐死症発症機構解明のための観察研究（後ろ向き） 

 判 定: 再審査 

   

110 受付番号: 2012-210 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

川島 素子（眼科学） 

 課題名: 眼表面疾患・眼瞼疾患における非侵襲マイボグラフィを用いた観察研究 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

111 受付番号: 2012-212 （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: 治癒切除不能進行大腸がんに対する原発巣切除の意義に関するランダム化比

較試験(JCOG1007 試験） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

112 受付番号: 2012-222 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

小川 葉子（眼科学） 

 課題名: IｇG4 関連疾患における疾患関連遺伝子の解析 

 判 定: 再審査 

   

113 受付番号: 2012-226 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

久保 亮治（総合医科学研究センター） 

 課題名: 皮膚形成異常をきたす先天性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（事務局確認） 

   

114 受付番号: 2012-232 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

田邉 稔（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術ー多施設共同試験ー 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

115 受付番号: 2012-242 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補助化学療法の

必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

116 受付番号: 2012-246 （新規） 

 申 請者 (研究責任

者): 

鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 機能性ディスペプシアの症状発現における十二指腸知覚受容体機能の解明

（日本・韓国共同研究） 

   

   

   

 

以 上 

 

 

 


