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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （24-08） 
 
日  時：平成 24 年 12 月 21 日 （月） 17:00～19：00 

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、小崎健次郎、木村彰男、奈良雅俊、樽井正義、仲嶋一範、 

木村チヅ子、矢田部菜穂子、唐澤貴夫、天野慎介、田村京子、馬上祐子 

予備審査委員・神山圭介、山田健人 

欠席者：委 員・安井正人、村田満、大生定義、吉田一成、半田誠、 

 

事務局：総務課（鎌倉、吉野、小倉、松岡）CCR（柳川） 
（順不問・敬称略） 

 
議 事： 

１．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。 
 
1 受付番号: 2012-307 （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: 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

または XELOX 療法における5-FU系抗がん剤およびオキサリプラチンの至適投

与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 

 判 定: 再審査 

     

2 受付番号: 2012-308 （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: 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

または XELOX 療法における5-FU系抗がん剤およびオキサリプラチンの至適投

与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 付随研究 

 判 定: 再審査 

   

6 受付番号: 2012-357 （新規） 

 申請者(研究責任者): 矢作 直久（腫瘍センター（低侵襲療法研究開発部門）） 

 課題名: 胃粘膜下腫瘍に対する非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術の有用性と安全性に

関する探索的臨床研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2012-367 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 先天性骨系統疾患疑い症例における胎内所見に関する検討 

 判 定: 保留 
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2．迅速倫理審査報告 

   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。 
 

8 受付番号: 15-79-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌患者の診断、病期診断、予後診断における新しい血清マーカーの

臨床的意義の検討 

 判 定: 承認 

   

9 受付番号: 15-80-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌患者の診断、病期診断、予後診断における新しい血清マーカーの

臨床的意義の検討（保存試料） 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 18-43-9 （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 

   

11 受付番号: 19-94-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 河奈 裕正（歯科・口腔外科学） 

 課題名: β－TCP（リン酸三カルシウム）骨補填材の臨床使用 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2009-127-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 田邉 稔（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 膵癌切除可能症例に対する TS-1 および Heparin を中心とした多剤抗癌剤

(ＭＭＣ、ＣＤＤＰ）併用による術前化学放射線療法の有用性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2009-128-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 田邉 稔（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 手術不能局所進行膵癌症例に対する TS-1および Heparin を中心とした多剤

抗癌剤(ＭＭＣ、ＣＤＤＰ、ＧＥＭ）併用による化学放射線療法の有用性に

関する検討 

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 2009-231-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 新たに開発された胎児心電図計を用いた胎児モニタリングに関する臨床研

究 

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2009-238-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 気管支鏡検査に伴う発熱及び炎症性サイトカインに対するガレノキサシン

の影響に関する研究 
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 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2009-271-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 横山 健次（内科学（血液）） 

 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: 承認 

   

17 受付番号: 2009-277-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: ドライアイにおける涙腺、角結膜、血液および涙液の病態解析 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2010-008-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 田村 雄一（内科学（循環器）） 

 課題名: 肺高血圧患者の新規治療効果判定指標の同定のための前向き観察コホート

研究 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2010-107-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: 重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球吸着療法（商品名：アダカラム）

の有効性と安全性 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2010-120-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（泌尿器科学） 

 課題名: 高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法における補助ホ

ルモン治療の有効性に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2010-131-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 家田 真樹（内科学（循環器）） 

 課題名: ヒト心臓繊維芽細胞から心筋細胞直接誘導法の確立 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2010-178-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（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: 承認 

   

23 受付番号: 2010-193-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 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: 承認 

   

24 受付番号: 2010-312-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 久慈 直昭（産婦人科学） 
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 課題名: 生殖補助医療により生まれた児の長期予後の検証 

 判 定: 再審査 

   

25 受付番号: 2011-010-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: 直腸炎型潰瘍性大腸に対するメサラジン坐剤の有用性に関する臨床研究-

寛解導入における有用性と寛解維持療法としてのオンデマンド療法の有用

性- 

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2011-054-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 浦岡 俊夫（腫瘍センター） 

 課題名: 内視鏡的粘膜切除術および粘膜下層剥離術における新規止血材の使用 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2011-068-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: ペラミビル水和物の気道上皮被覆液中薬物動態の検討 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2011-159-5 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 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 

   

29 受付番号: 2011-215-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 日本の大腸憩室炎に関する研究－多施設共同前向き観察研究－ 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-254-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 日本救急医学会関東地方会における院外心肺停止患者に対する連結不可能

匿名化を用いた多施設前向き観察研究（略称：SOS-KANTO2012） 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-279-4 （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 

   

32 受付番号: 2011-309-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 血中尿中ステロイドプロファイルを用いた早産児副腎機能解析 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2011-314-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 卵巣癌患者の腹水中癌細胞を用いた抗がん剤の細胞増殖抑制効果の評価系
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に関する検討 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-315-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 女性生殖器官の機能とその幹細胞に関する研究 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-029-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（第一三共寄附講座） 

 課題名: 心房細動の診療・予後調査のためのレジストリ研究 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2012-038-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（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 

   

37 受付番号: 2012-099-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 村上 康二（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 人間ドック受診者を対象とした FDG-PET によるアルツハイマー病発症前診

断法の確立 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-128-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 加藤 真吾（微生物学・免疫学） 

 課題名: Men who have sex with men を対象とした、HIV/STIs 即日相談の実施及び、

唾液検査による HIV検査相談機会の拡大の可能性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-143-2 （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: メタボローム解析を用いた乳がんの診断技術の確立 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2012-144-2 （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乳がんに対するホルモン剤、パクリタキセルお

よびトラスツヅマブによる術前療法の第Ⅱ相試験 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-156-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: 線維柱帯切開術の術後成績及び合併症の後ろ向き研究 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-161-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: 中等度クローン病患者の腹痛等に対する大建中湯（ＴＪ－１００）の臨床
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効果～無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同臨床研究～ 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-168-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移診断と縮

小手術の有用性に関する臨床試験 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2012-241-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対する二次的

腫瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパクリタキセルの併用療

法にべバシズマブを併用維持療法として使用した場合の有効性を検討する

ランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2012-296-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 福島第一原発作業者に対する眼科検診研究 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 20-16-21 （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 

   

47 受付番号: 20-73-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（第一三共寄附講座） 

 課題名: 日本心臓血管データベース(Japan Cardiovascular Database,JCVD)カテー

テルレジストリへの参加に関して 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2010-266-3 再 （再審査） 

   

 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: 承認 

   

49 受付番号: 2011-245-3 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

50 受付番号: 2012-270-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（総合医科学研究センター） 

 課題名: ヒト腸管上皮細胞の分化能の解析とその創薬への応用 

 判 定: 再審査 
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51 受付番号: 2012-285-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: マイボーム腺閉塞に対する非侵襲的マイボグラフィーに基づいた導管内閉

塞解除法の治療効果の検討 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2012-336-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 日本人肺非結核性抗酸菌(NTM)症の発症・進展における関わる遺伝因子の網

羅的遺伝子解析（Genome-wide study:GWAS） （多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-179 （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: 新規消化管ペプチド「グレリン」による慢性腎臓病患者に対する有効性の

確認 

 判 定: 不承認 

   

54 受付番号: 2012-298 （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: 食道胃接合部癌の至適リンパ節郭清範囲を検討するための全国調査（多施

設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2012-304 （新規） 

 申請者(研究責任者):  松本 幸裕（眼科学） 

 課題名: 角膜ジストロフィにおける酸化ストレスの関与 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2012-311 （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: 転移性骨腫瘍患者に対するリハビリテーションの身体機能向上に関する効

果 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2012-331 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌の内分泌療法に起因する排尿障害に対するエビプロスタットの効

果 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2012-350 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科） 

 課題名: ケロイド・肥厚性瘢痕患者組織を用いたヒト組織移植免疫不全マウスモデ

ルの確率 

 判 定: 不承認 

   

59 受付番号: 2012-351 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 矢作 直久（腫瘍センター（低侵襲療法研究開発部門）） 

 課題名: 原発性早期十二指腸癌の内視鏡的治療の適応および根治基準の確率に関す

る他施設共同遡及的研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

60 受付番号: 2012-353 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 大腿骨骨折発症機構解明のための観察研究 

 判 定: 不承認 

   

61 受付番号: 2012-354 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 腰椎変性側湾症の健康関連 QOL 低下に及ばす X 線学的（脊柱変形）パラメ

ータを検討する他施設横断的臨床研究 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2012-355 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチにおけるエタネルセプトの有効性予測に関する研究 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2012-356 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋本 統（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 肝細胞癌に対するミリプラチンとファルモルビシン併用の肝動脈内投与に

おける治療成績について 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

64 受付番号: 2012-358 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 広和（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 320 列 CT を用いた頭部 4D-CTA の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2012-359 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 屈折矯正手術後の近見視に必要な調節量の検討 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2012-361 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松尾 光一（細胞組織学教室） 

 課題名: 転写因子 NFATc1 が乳がん悪性化に関与するメカニズムの解明 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

67 受付番号: 2012-362 （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: 各種スポーツ動作による関節の不可に関するバイオメカニクス解析 －人

口関節への応用の基礎研究－ 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2012-363 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道癌・胃癌における色素および放射性同位元素を用いたセンチネルリン

パ節生検に関する臨床試験 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2012-364 （新規） 

 申請者(研究責任者): 日比 紀文（内科学（消化器）） 

 課題名: 飲酒習慣と臓器傷害の関連についての多角的検討とその対策に関する研究 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2012-365 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 妊娠中期の組織学的内子宮口の超音波診断に基づく妊娠末期の前置胎盤の

診断制精度の前方視的研究 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2012-366 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠における周産期事象に関する後方視的

検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

72 受付番号: 2012-369 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 課題名: 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究 3 Japanese Registry of 

Neuroendovascular Therapy3 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2012-370 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金治 有彦（整形外科学） 

 課題名: E1(TM)を用いた全人工股関節置換術 前向き無作為化多施設共同研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

74 受付番号: 2012-371 （新規） 

 申請者(研究責任者): 洪 繁（坂口講座（システム医学）） 

 課題名: ヒト膵星細胞の遺伝子発現解析 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2012-372 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 角膜形状異常眼における眼内レンズ度数計算式精度の検討 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2012-373 （新規） 

 申請者(研究責任者): 峰岸 一宏（産婦人科学） 

 課題名: 日本産婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業への参加 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2012-374 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 後腹膜血管奇形の画像所見の検討-後腹膜神経原性腫瘍との対比- 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2012-375 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 2 つのグレア傷害評価法の比較 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

79 受付番号: 2012-376 （新規） 

 申請者(研究責任者): 茶園 美香（看護医療学部） 

 課題名: 子育て中のがん患者が子どもに病気を説明することを支援する看護師の認

識と支援の実態 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2012-377 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡田 保典（病理学） 

 課題名: 消化器の腫瘍性・非腫瘍性疾患におけるメタロプロテアーゼの免疫組織学

的局在解析 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2012-378 （新規） 

 申請者(研究責任者): 片岡 美樹（看護部） 

 課題名: 広汎性子宮頸部摘出術を受けた子宮頸癌患者が抱える身体的および心理社

会的問題に関する研究 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2012-379 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡田 保典（病理学） 

 課題名: 食道扁平上皮癌の進行および治療抵抗性にかかわる分子機構 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2012-380 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 胃液中の炎症マーカーによる新生児慢性肺疾患の発症予測 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2012-381 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 俊康（整形外科学） 

 課題名: 三角線維軟骨複合体(Triangular Fibrocartilage Complex; TFCC)損傷にお

ける尺骨短縮術施施行時の骨粗鬆症治療薬による前処置の骨密度改善効果

の検討 

 判 定: 不承認 

   

85 受付番号: 2012-382 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 慢性肝疾患患者における非侵襲性的肝線維化測定（肝硬度測定）の有用性 

 判 定: 承認 
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86 受付番号: 2012-383 （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: 食道癌術前化学（放射線）療法における凝固因子と臨床病理学的因子、予

後に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2012-384 （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: 脳卒中片麻痺患者の痙縮に対するボツリヌス療法の効果の検討 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2012-385 （新規） 

 申請者(研究責任者): 半田 誠（輸血・細胞療法部） 

 課題名: 自動血球分析装置における造血幹細胞定量の他施設共同研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

89 受付番号: 2012-386 （新規） 

 申請者(研究責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 

 課題名: スネア牽引法を用いた内視鏡的十二指腸乳頭切除術の有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2012-387 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法に関する検討 

 判 定: 不承認 

   

91 受付番号: 2012-388 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡田 保典（病理学） 

 課題名: 浸潤性乳管癌における化学療法耐性メカニズムの解析 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2012-389 （新規） 

 申請者(研究責任者): 古茶 大樹（精神・神経科学） 

 課題名: 複雑性悲嘆に対する終末期医療の質の影響の検証 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2012-391 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺全摘除術、前立腺針生検術、経尿道的前立腺切除術が施行され t 患

者の予後マーカーならびに薬剤耐性因子に関する検討 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2012-392 （新規） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 多関節障害重症関節リウマチ患者に対する総合的関節機能再建治療法に関

する研究 

 判 定: 承認 

   

95 受付番号: 2012-393 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 家族性に発症する肺非結核抗酸菌(NTM)症の遺伝子解析（多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2012-394 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科） 

 課題名: 血管腫に対するプロプラノロール内服療法 

 判 定: 不承認 

   

97 受付番号: 2012-395 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 急性・慢性肝疾患における免疫寛容機構の解明 

 判 定: 承認 

   

   

98 受付番号: 2012-396 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 蛍光タンパク質を用いたビリルビン測定による新生児黄疸診断 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2012-397 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 骨・軟部腫瘍組織保存、および生物学的特性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2012-399 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 大型血管炎（高安病と巨細胞性血管炎）の寛解導入治療の現状と有効性に

関する観察研究 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2012-400 （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: 肺外および肺非結核性抗酸菌症のデータベース構築 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2012-401 （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: 当院で診断した結核症のデータベース構築 

 判 定: 承認 

   

 
 

以  上 


