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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （24-10） 

 

 

日  時：平成 25年 2月 25日 （月） 17:00～21:30 

場  所：2号棟 11階 中会議室・第五会議室 

 

出席者： 

委員長・大前和幸 

委  員・佐藤裕史、小崎健次郎、木村チヅ子、木村彰男、仲嶋一範、樽井正義、奈良雅俊、 

矢田部菜穂子、唐澤貴夫、大生定義、天野慎介、田村京子 

予備審査委員・神山圭介、末岡浩、谷川瑛子 

欠席者：委 員・村田満、安井正人、馬上祐子、吉田一成、半田誠 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、吉野、小倉、松岡、和田、山口、柳川） 

（以上、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: 2011-175-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 2011-176-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 

 判 定: 承認 

   

3 受付番号: 2012-414 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染制御センター） 

 課題名: 多剤耐性グラム陰性桿菌感染症患者に対するコリスタチンメタンスルホン

酸ナトリウム注射剤の有効性と安全性の検討－多施設共同、非盲検の臨床

研究－ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2012-415 （新規） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 臨床病期 IB/II/III食道癌(T4を除く)に対する術前 CF療法/術前 DCF療法/

術前 CF-RT療法の第 III相比較試験(JCOG1109) 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

5 受付番号: 2012-417 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 胃癌内視鏡治療後病変に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節

転移診断に関する多施設共同前向き臨床試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2012-444 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

7 受付番号: 2012-447 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

8 受付番号: 2012-448 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

9 受付番号: 2012-449 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

10 受付番号: 2012-450 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

11 受付番号: 2012-464 （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癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術の有用性関す

るランダム化比較第ＩＩＩ相試験（JCOG1107試験） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

12 受付番号: 2012-467 （新規） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前化学放射線療法としての

S-1/CDDP/Radiaton療法の第Ⅱ相試験（Neo-KOGCO4試験） 

 判 定: 再審査 

   

13 受付番号: 2012-476 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 静脈奇形に対する硬化療法の安全性、有効性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

14 受付番号: 2012-480 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 
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 課題名: 遺伝子解析によるこころの健康とこころの病気に対するかかりやすさ（発

症脆弱性）や薬の効きめや副作用（治療反応性）等の解明に関する研究 

 判 定: 再審査 

   

15 受付番号: 2012-492 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 精神疾患のバイオリソース・センター構築プロジェクト（仮称：慶應義塾

大学・精神疾患バイオリソースセンター） 

 判 定: 不承認 

   

16 受付番号: 2012-493 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎患者に対する新規大腸用カプセル内視鏡による病勢評価、前

処置法の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

17 受付番号: 2012-494 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

18 受付番号: 2012-495 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

19 受付番号: 2012-496 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床研究 

 判 定: 他（次月審議） 
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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。 

  

20 受付番号: 19-70-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病における通常治療と併用療法（通常療法＋認知行動療法）の効果及

び費用対効果研究 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2009-248-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 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（事務局確認） 

   

22 受付番号: 2010-175-3 （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: 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 

   

23 受付番号: 2011-049-5 （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 

   

24 受付番号: 2011-050-2 （一部修正） 

 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: 炎症性腸疾患・消化管ポリポーシスにおける腸管上皮細胞株の作成ならび

にその癌化機構解明 

 判 定: 不承認 

   

25 受付番号: 2011-117-2 （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: 抗菌薬適正使用と耐性菌発生の関連性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2011-118-2 （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: 黄色ブドウ球菌菌血症の発生に院内感染対策が及ぼす影響の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2011-159-6 （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 
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28 受付番号: 2011-247-2 （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: 慶應義塾大学における自己免疫疾患・感染症患者のロイシンリッチアルフ

ァ 2グリコプロテイン（LRG）の炎症マーカーとしての有用性に関する臨床

研究 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2011-301-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 宮嶋 哲（泌尿器科学） 

 課題名: 根治的手術が施行された腎細胞癌患者の手術の危険因子・予後予測因子の

検討 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-345-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 日本人の遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）症例に対する BRCA1/2遺伝子検査-

遺伝子検査費用の軽減と高リスク群同定に関する研究- 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

31 受付番号: 2011-363-2 （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: 臨床研究を行う際の、残余検体の保管について（感染制御センター） 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2012-051-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 金澤 英明（内科学（循環器）） 

 課題名: 非虚血性心筋症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 

   

33 受付番号: 2012-087-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 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 

   

34 受付番号: 2012-124-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎寛解導入維持を目的とした新規治療法（プロアクティブ

療法）の有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-161-4 （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

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 

   

36 受付番号: 2012-176-2 （一部修正） 
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 申請者(研究責任者): 宮脇 美保子（健康マネジメント研究科） 

 課題名: 病棟における新卒看護師の自己開示に関する研究 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2012-193-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 宮脇 美保子（健康マネジメント研究科） 

 課題名: 妊娠中の看護師が捉えた就労継続に影響を及ぼす職場環境要因に関する研

究－人的環境要因を主対象とする質的分析－ 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-234-2 （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: 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

39 受付番号: 2012-269-2 （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: 難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスとインフリキシマブの治療

効果比較試験 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2012-286-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: 「慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対するレバミピドの治

療効果」への研究 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-300-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科悪性腫瘍に対する分子標的治療の効果を規定する遺伝子変異の探索

と治療効果を予測する新規バイオマーカーの確立 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-312-2 （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: 外来化学療法中の消化器癌患者の身体活動の体力に関する研究 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-335-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 女子中学生の姿勢と生活環境についての研究 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 20-16-22 （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 
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45 受付番号: 18-43-9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: 条件付承認（事務局確認） 

   

46 受付番号: 2012-307-1再 （再審査） 

 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: 承認 

   

47 受付番号: 2012-308-1再 （再審査） 

 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: 承認 

   

48 受付番号: 2012-420-１再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 統合失調症および双極 I型障害患者におけるレジリエンス：二国間研究 

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2012-407 （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: 食道癌術前評価における Magnetic resonance-thoracic ductography(MRTD)

の有用性の調査 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-412 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河村 朗夫（内科学（循環器）） 

 課題名: 冠動脈分岐部への薬剤溶出性ステント埋め込みの多施設共同比較試験

(BEGIN)Bifurcation stenting using 2link stent:Nobori vs 3link 

stent:Xience 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

51 受付番号: 2012-413 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科） 

 課題名: 瘙痒性皮膚疾患のかゆみ症状と眠気に関する非鎮静性抗ヒスタミン薬の有

用性を確認するデータ 

 勧告または理由: 

  審査の結果、承認いたしました。 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2012-416 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 正巳（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: DAWN JAPAN study チェックシートと PAID を用いたインスリン治療中の 2
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型糖尿病患者心理の検討 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-422 （新規） 

 申請者(研究責任者): 和嶋 浩一（歯科・口腔外科） 

 課題名: 顎関節症患者における中枢感作の病態診断 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

54 受付番号: 2012-424 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 院外心停止蘇生後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性と安全性の検討 

The Effect and Safty of Hydrogen Inhalation on Outcome Following Brain 

Ischemia During Post Cardiac Arrest Care :HYBRID trial( Pilot study ) 

 判 定: 再審査 

   

55 受付番号: 2012-436 （新規） 

 申請者(研究責任者): 饗庭 了（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 自己肺動脈壁パッチによる心室中隔欠損閉鎖術のアウトカム調査 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2012-442 （新規） 

 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: ビルダグリプチンの血糖低下作用に影響を与える因子の探索 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2012-443 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田邉 稔（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝胆膵疾患に対する外科的治療の妥当性・有効性の解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2012-445 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後の日常生活活動強度の比較 

 判 定: 不承認 

   

59 受付番号: 2012-446 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後での消費行動の変化 

 判 定: 不承認 

   

60 受付番号: 2012-451 （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: 条件付承認（事務局確認） 

   

61 受付番号: 2012-452 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤田 淳（内科学（循環器）） 

 課題名: サイコイドーシスの心臓病変早期診断に関する研究 

 判 定: 承認 
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62 受付番号: 2012-453 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 頚椎症性脊髄症に対する頚椎椎弓形成術後の椎弓動態に関する研究 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2012-454 （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: 手術部位感染（SSI）サーベイランスに基づく手術部位感染リスク因子の後

ろ向き解析 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2012-455 （新規） 

 申請者(研究責任者): 林 松彦（血液浄化・透析センター） 

 課題名: ギテルマン症候群症例における尿中 Nacl共輸送体蛋白排泄量と遺伝子異常

の関連についての研究 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2012-456 （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: StageII/ＩＩＩ大腸癌における術後補助化学療法の効果予測因子としての

5-FU代謝関連酵素発現の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2012-457 （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: 腹腔鏡補助下直腸癌手術における手術難易度予測としての 3DCTを用いた骨

盤計測の有用性の調査 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2012-458 （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: 大腸カルチノイドのリンパ節転移・遠隔転移高リスク症例における局所切

除の有用性の後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2012-459 （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: 消化管穿孔における腹腔内 3D構築による腹水 CTあた 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2012-460 （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: 再発クローン病に対する腹腔鏡手術の長期予後に与える影響に関する後ろ

向き調査 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2012-461 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 
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 課題名: 右側結腸癌と左側結腸癌の長期予後に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2012-462 （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: 肥満大腸癌患者に対する開腹手術と腹腔鏡下手術の術後合併症発症頻度に

関する後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2012-463 （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: 大腸癌における肥満関連因子と術後予後の相関についての後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2012-465 （新規） 

 申請者(研究責任者): 和田 則仁（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研

究（Study on Treatment After Compleate of High Risk Gastrointestinal 

Stromal Tumors; STAR ReGISTry） 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2012-466 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田邉 稔（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝臓、膵臓、胆道癌患者の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討からバイ

オマーカーの探索 

 判 定: 再審査 

   

75 受付番号: 2012-468 （新規） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺疾患患者における夜間低酸素血症に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2012-469 （新規） 

 申請者(研究責任者): 四津 良平（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 心臓大血管手術における低侵襲心拍出量モニタリング法の比較検討 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2012-471 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田坂 定智（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 播腫性血管内凝固症候群を伴う急性呼吸窮迫症候群患者におけるトロンボ

モジュリン治療前後でのバイオマーカーの検討 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2012-472 （新規） 

 申請者(研究責任者): 久松 理一（内科学（消化器）） 

 課題名: 難治性潰瘍性大腸炎患者における血清サイトカイン解析および血中インフ

リキシマブ濃度測定によるインフリキシマブの治療有効性の予測 

 判 定: 承認 
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79 受付番号: 2012-473 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 突発性細菌性腹膜炎患者の診断・治療効果に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2012-474 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 円錐角膜の進行に関与する因子の検討 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2012-475 （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: 膵内分泌細胞の生理的・病的変化に関する検討 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2012-477 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 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

ルの確立 

 判 定: 再審査 

   

83 受付番号: 2012-479 （新規） 

 申請者(研究責任者): 古茶 大樹（精神・神経科学） 

 課題名: 生体肝移植におけるレシピエントおよびドナーの心理的負担に関する研究 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2012-481 （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: 乳癌手術におけるリアルタイム腫瘍位置推定と提示手法の確立 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2012-482 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: ＪＣＯＧ 0304「高悪性度非円形細胞軟部肉腫に対する Ifosfamide, 

Adriamycin による術前術後補助化学療法の第Ⅱ相臨床試験の付随研究」 

術前化学療法えお施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫における組織学的

効果測定に関する研究実施計画 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2012-483 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 皮下発生軟部腫瘍の診断治療の現状に関するアンケート調査 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2012-485 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤井 多久磨（産婦人科学） 

 課題名: コルポスコピー教育のためのコルポスコピー画像の活用 

 判 定: 承認 
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88 受付番号: 2012-486 （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: 条件付承認（事務局確認） 

   

89 受付番号: 2012-487 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 免疫抑制療法によるＢ型肝炎ウィルスの再活性化－長期経過を基にした医

療経済的に適正な対策法の確立－ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

90 受付番号: 2012-488 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉村 公雄（医療政策・管理学） 

 課題名: 脳卒中の発症率と再発率および予後に関する研究 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2012-489 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 筋層非浸潤性膀胱癌または膀胱全摘除術を施行した浸潤性膀胱癌における

予後因子の解析を目的とした国際間多施設共同研究への参加 

 判 定: 再審査 

   

92 受付番号: 2012-490 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 本邦の小児骨形成不全症におけるパミドロン酸二ナトリウム（アレディア

（Ｒ））使用実態調査 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2012-491 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: エクササイズプログラム実施による精神的健康およびドライアイの改善効

果の検討－企業従業員を対象とした介入ー 

 判 定: 再審査 

   

 

 

以 上 


