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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （24-11） 

 

日  時：平成 25年 3月 25日 （月） 17:00～20：30 

場  所：２号館 11階 中会議室、第五会議室 

 

出席者：  

副委員長：佐藤裕史、小崎健次郎、 

委員・村田満、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、馬上祐子、天野慎介、田村京子 

予備審査委員・神山圭介 

欠席者：委員長・大前和幸 

委 員・安井正人、吉田一成、半田誠、大生定義、 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、吉野、柳川、松岡、和田、山口） 

 

（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: 2012-222-1再 （再審査） 

 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: 条件付承認（副委員長確認）（第一） 

     

2 受付番号: 2012-424-1再 （再審査） 

 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: 不承認 

   

3 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: 承認 

   

4 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: 承認 

   

5 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 
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 判 定: 再審査 

   

6 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: 承認 

   

7 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: 再審査 

   

8 受付番号: 2012-499 （新規） 

 申請者(研究責任者): 仲秋 秀太郎（精神・神経科学） 

 課題名: 経口コリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジルまたはガランタミン）から貼

付コリンエステラーゼ阻害薬（リバスチグリン）に切り替え後の薬品治療

効果および治療反応性に関する脳形態・機能動画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） 

   

9 受付番号: 2012-506 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 造血幹細胞移植後の日本人患者におけるカルシニューリン阻害薬とポリコ

ナゾールの薬物間相互作用にＣＹＰ２Ｃ１９遺伝子多型が及ぼす影響に関

する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2012-508 （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および類縁疾患の関連遺伝子に関する研究 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認）（第一） 

   

11 受付番号: 2012-509 （新規） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 小児肝疾患の長期フォローアップにおける Acoustic radiation force 

I,pulse (ARFI) imaging による肝脾硬度測定の有用性の検討 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認）（第一） 

   

12 受付番号: 2012-517 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: 特発性脊椎側彎症の術後疼痛に対するケタミン静脈投与の効果 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2012-521 （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: 乳がんの腋窩郭清におけるベッセルシーリングシステムと電気メスの有用

性に関する無作為化比較試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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14 受付番号: 2012-523 （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: 食道癌化学療法における口腔粘膜炎発症割合の調査～付随研究～ 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認）（第一） 

   

15 受付番号: 2012-524 （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: Docetaxel+CDDP+5-FU（DCF)化学療法を受ける食道癌患者に対する成分栄養

剤エレンタールの有用性検討試験（EPOC study） ～ feasibility study 

～ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

16 受付番号: 2012-525 （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: 高度進行胃癌（根治切除可能な大型３型・４型胃癌）に対する術前化学療

法としての TS-1/CDDP/Paclitaxel 療法の第Ⅱ相試験 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認）（第二） 

   

17 受付番号: 2012-527 （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 Comlex; TFCC）損傷に

おける尺骨短縮術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: 条件付承認（事務局確認） 

   

18 受付番号: 2012-531 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中塚 誠之（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 新規リザーバーシステム（System-Ⅰ）を用いた肝細胞癌の治療 

 判 定: 再審査 

   

19 受付番号: 2012-532 （新規） 

 申請者(研究責任者): 伊東 大介（内科学（神経）） 

 課題名: 脳血管障害を有するアルツハイマー型認知症に対するドネペジル塩酸塩の

治療効果 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2012-534 （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: メロペネムの気道上皮覆液中薬物動態の検討 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認）（第一） 

   

21 受付番号: 2012-536 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: アルツハイマー病患者における経皮コリンエステラーゼ阻害薬の前頭葉機

能改善効果の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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２．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。 

 

   

22 受付番号: 2012-543 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 心臓外科手術における揮発性吸入麻酔薬デスフルランによる心筋コンディ

ショニング効果の検討 

 判 定: 他（次月以降） 

   

23 受付番号: 14-20A-9 （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 

   

24 受付番号: 14-20B-7 （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 2 部 

抗加齢物質と老化指標の同定 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 17-2-6 （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 

   

26 受付番号: 19-47-7 （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 

   

27 受付番号: 2009-248-4 （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: 承認 

   

28 受付番号: 2009-262-2 （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: 肺扁平上皮癌患者を対象とした S-1と CDGP併用の第Ⅰ/Ⅱ相試験 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2009-278-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 重明（内科学（神経）） 

 課題名: 免疫性筋疾患における自己抗体に関する研究 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2009-285-2 （一部修正） 
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 申請者(研究責任者): 中川 健（泌尿器科学） 

 課題名: Laparoscopic Radical Prostatectomy(LRP)におけるネオアジュバント療法

（手術の前に行う補助療法）の有用性に関する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2009-42-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2010-002-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 加齢黄斑変性の臨床経過の報告 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2010-003-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 網膜硝子体疾患の臨床経過の報告 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2010-080-3 （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: 自己免疫疾患の病態メカニズムの解明と治療手段の開発 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2010-126-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 精神神経疾患における随意運動の心理過程と報酬に関する研究 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2010-131-3 （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 

   

37 受付番号: 2010-204-4 （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）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 

   

38 受付番号: 2010-248-3 （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: 心肥大が疑われる患者に対するファブリー病のスクリーニング 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2010-268-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 西本 祥仁（生理学） 

 課題名: 孤発性筋萎縮性側索硬化症（ALS）におけるヒト運動神経細胞 特異的変化
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に関する研究 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2010-310-2 （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: 拡張機能低下型心不全に対するニフェジピン CR の有効性の検討 

Diastolic Heart Failure Management by Nifedipine(DEMAND)試験 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2011-008-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 高橋 常浩（腫瘍センター） 

 課題名: 治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対する Capecitabine+Fractional-CDDP

療法(カペシタビン+シスプラチン間歇投与）の外来治療における至適用量

とバイオマーカーの検討 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2011-011-2 （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: 個別化 HAART療法の確立とその新たな評価法に関する探索的研究 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2011-027-3 （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: 胆道癌切除例に対する TS-1 術後補助化学療法の Feasibility試験 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2011-050-3 （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: 承認 

   

45 受付番号: 2011-070-3 （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: 胆道癌術前化学放射線療法としての TS-1+CDDP+放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相試

験 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2011-132-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセル毎週点滴静注

＋カルボプラチン３週毎点滴静注投与とパクリタキセル毎週点滴静注＋カ

ルボプラチン３週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ／Ⅲ相試験 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2011-237-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 若年性子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症に対する高用量 MPA 療法

の後方視的検討 
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 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2011-262-3 （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: 承認 

   

49 受付番号: 2012-046-2 （一部修正） 

 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・再生の分子機構の解析研究 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-062-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 精神疾患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: 承認 

   

51 受付番号: 2012-064-3 （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 

   

52 受付番号: 2012-103-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: LASIK 術後眼に対する光線追跡法 OKULIXⓇによる眼内レンズ度数計算精度

の検討 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-162-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: ＣＯＰＤ合併肺癌の検討 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2012-226-3 （一部修正） 

 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: 承認 

   

55 受付番号: 2012-253-2 （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: 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: 承認 

   

56 受付番号: 2012-262-2 （一部修正） 

 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 
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 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2012-289-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 栗林 幸夫（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 冠動脈 CTを用いた冠動脈血流の解析 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2012-291-2 （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: 婦人科癌術後、尿失禁の発生率と QOL調査 

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2012-346-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 池上 直己（医療政策・管理学） 

 課題名: 胃廔造設に関する実態調査 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2012-379-2 （一部修正） 

 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 

   

61 受付番号: 2012-388-2 （一部修正） 

 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 

   

62 受付番号: 2012-400-2 （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: 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 

   

63 受付番号: 2012-360-1再 （再審査） 

 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: 遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、HMG-CoA還元

酵素阻害剤とコレステロールの外用による治療の試み 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2012-423-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚Ｔ細胞性リンパ種（ＣＴＣＬ）患者に対する紫外線療法（ＰＵＶＡ，

ＮＢ－ＵＶＢ）とボリノスタット併用療法の検討 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2012-433-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障周術期におけるジクアホソルナトリウム点眼治療による視機能評価 

 判 定: 承認 
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66 受付番号: 2012-477-1再 （再審査） 

 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: 承認 

   

67 受付番号: 2012-051-3 （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 

   

68 受付番号: 2012-283-2 （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: 同意取得困難な過去の保管脳腫瘍摘出標本における遺伝子解析研究 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2012-351-2 （一部修正） 

 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立に関す

る多施設共同遡及的研究 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 20-191-4 （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: 高齢者の進行・再発非小細胞肺癌に対するエルロチニブの有効性と安全性

についての検討 -Phase Ⅱstudy- 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2012-489-1再 （再審査） 

 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: 承認 

   

72 受付番号: 2012-498 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: CPAP 療法コンプライアンス不良の重症睡眠無呼吸症候群患者に対する睡眠

導入剤併用効果の検討 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2012-501 （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: 残胃癌における臨床病理学的特徴及び治療成績についての後ろ向き観察研

究 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2012-502 （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: クローン病初回手術での術式選択に関する後ろ向き検討 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2012-503 （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: 大腸癌患者における Bevcizumab効果予測因子としてのＨＯＸＢ９の有用性

の検討 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2012-504 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 非ホジキンリンパ腫に対するリツキサン併用多剤化学療法後の免疫能の解

析 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2012-505 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 骨髄残余検体を用いた造血器悪性腫瘍特異的遺伝子発現の解析 

 判 定: 再審査 

   

78 受付番号: 2012-507 （新規） 

 申請者(研究責任者): 広瀬 信義（内科学（老年）） 

 課題名: 人類史上最長寿男性の事例報告 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2012-510 （新規） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 義彰（内科学（神経）） 

 課題名: 脳梗塞急性期の微小塞栓シグナル検出の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2012-511 （新規） 

 申請者(研究責任者): 久松 理一（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患における末梢血 Fibrocyte の解析 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2012-512 （新規） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 子宮癌肉腫症例に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2012-513 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 初期老眼鏡の視機能 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2012-515 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術におけるトリパンブルーによる水晶体前嚢染色 

 判 定: 不承認 
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84 受付番号: 2012-516 （新規） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 総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と生物学的指

標；予後調査 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2012-518 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: 東京都区西部（新宿区・中野区・杉並区）における緩和ケア連携推進のた

めの現状調査 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2012-519 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL、点滴静注 500mg/20mL 特定使用

成績調査 第 10回抗菌薬感受性年次別推移の検討 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2012-522 （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: 食道癌脳転移症例の治療経過と予後に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2012-526 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 骨盤骨折に対する救命措置・手技の効果の検証と新規治療の開発 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2012-528 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: JCOG0905「骨肉腫術後補助化学療法における Ifosfamide併用効果に関する

ランダム化比較試験」の付随研究  化学療法を施行した骨肉腫例におけ

る効果予測因子および予後因子に関する探索的研究 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2012-529 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 乳頭状腎癌および嫌色素系腎細胞癌の有転移例に対する薬物治療の効果 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2012-530 （新規） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 変形爪矯正用処理剤（チオグリコール酸塩）ならびに変形爪矯正器具（フ

ック付き弾性ワイヤー）を用いた巻き爪・陥入爪の新しい治療法の開発 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

92 受付番号: 2012-535 （新規） 

 申請者(研究責任者): 四津 良平（外科学（心臓血管）） 
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 課題名: 右小開胸低侵襲心臓手術のライブ中継 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2012-537 （新規） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 臨床医療画像を用いたコンピュータ診断補助システムの開発 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2012-538 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: マイボーム腺機能不全に対するオフロキサシン眼軟膏を用いた眼瞼ハイジ

ーン治療効果の検討（パイロット研究） 

 判 定: 承認 

   

95 受付番号: 2012-539 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: コンタクトレンズ装用ドライアイ患者におけるレバミピド懸濁点眼薬液と

人口涙液の比較検討 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2012-540 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2012-541 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: アメリカ国立衛生研究所の慢性移植片対宿主病(GVHD)診断基準に対する妥

当性の検討-慶應大学眼科における単独施設後ろ向き研究- 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2012-542 （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: 潰瘍性大腸炎関連大腸癌に対する腹腔鏡下手術に関する後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2012-544 （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: 腹腔鏡下大腸全摘術・回腸囊肛門管吻合術後合併症の危険因子に関する後

ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2012-545 （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: 切除不能進行再発大腸癌を対象とする、パニツムマブ好適症例に関する検

討・多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2012-546 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 下部消化管穿孔の重症度と予後に関する後ろ向き実態調査-多施設共同研

究- 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2012-547 （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的研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

103 受付番号: 2012-548 （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的研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

104 受付番号: 2012-549 （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的研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   

105 受付番号: 2012-550 （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的研究 

 判 定: 他（次月審議） 

   


