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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （25-02） 

 

日  時：平成 25年 5月 27日 （月） 17:00～21：00 

場  所：新棟 11階 中会議室、第三会議室 

 

出席者：委員長・大前和幸 

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

矢田部菜穂子、大生定義、馬上祐子、天野慎介、田村京子 

予備審査委員・神山圭介 

オブザーバー：中川敦夫 

欠席者：委 員・安井正人、吉田一成、村田満、半田誠、唐澤貴夫 

    予備審査委員：橋口さおり、河野光智 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、吉野、柳川、松岡、和田） 

 

（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: 2013-037 （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: ２型糖尿病患者におけるビルダグリプチンとインスリン併用療法の有効性

と安全性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

2 受付番号: 2013-038 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床的研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

3 受付番号: 2013-047 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 骨粗鬆症に対する多施設共同ランダム化比較臨床研究 －ミノドロン酸水

和物とラロキシフェン塩酸塩の比較による有効性・安全性の検討－ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2013-054 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 循環器疾患のゲノムワイド関連研究 

 判 定: 再審査 

   

5 受付番号: 2013-056 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 難治性の心不全患者に対するトルバプタン継続投与の QOL に対する有用性
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を検討する探索的ランダム化、非盲検、並行群間比較試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2013-060 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および第

Ⅲ相臨床試験 JPLSG ALL-B12 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2013-064 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 腫瘍径 2cm 以下の子宮頸癌 IB1 期に対する準広汎子宮全摘術の非ランダム

化検証的試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2013-065 （新規） 

 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、アミロイドイメージングによるア

ルツハイマー病発症リスクの検討 

 判 定: 不承認 

   

9 受付番号: 2013-068 （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に対するモサプリドクエン酸塩とプラセボを用いた

二重盲検比較試験 

 判 定: 再審査 

   

10 受付番号: 2013-071 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浦岡 俊夫（腫瘍センター） 

 課題名: 家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試験 

 判 定: 再審査 

   

11 受付番号: 2013-074 （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: 局所進行食道癌に対する Docetaxel， Cisplatin， 5-FU併用導入化学療法

の臨床第Ⅱ相試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

12 受付番号: 2013-075 （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添加酸素吸入療法の安全性と有効性の

検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2013-077 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: ベンダムスチンを含む化学療法レジメンが投与された再発の低悪性度 B 細

胞性非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫患者を対象とするベ

ンダムスチン単剤療法又はベンダムスチン＋リツキシマブ併用療法の安全
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性と有効性の検討：臨床第Ⅱ相試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

14 受付番号: 2013-082 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: 進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量 IL-2併用の短

期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の第Ⅰ相臨床試験 

 判 定: 条件付承認（副委員長（第２委員会）確認） 

   

15 受付番号: 2013-084 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床研究 JPLSG 

LCH-12 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

16 受付番号: 2013-086 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: MTX 治療抵抗性の高疾患活動性関節リウマチ患者に対する高用量ゴリムマ

ブの有用性の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

17 受付番号: 2013-088 （新規） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陰性の既治療進行・再発非小細胞

肺癌非喫煙例に対するアムルビシン（AMR）＋エルロチニブ（ERL）療法の

安全性と有効性の検討 －Phase II Study－ （TORG1320) 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

２．迅速倫理審査報告 

   次の迅速倫理審査申請課題についてそれぞれ報告があった。 

 

18 受付番号: 15-57-6 （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: ヒト皮膚・粘膜腫瘍・腫瘍類以性病変の遺伝子発現解析と生物学的特性の

検討 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 19-81-7 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学） 

 課題名: ゲノムワイドスクリーニング法を用いた産婦人科疾患関連遺伝子の探索お

よびゲノム情報に基づいた個別化治療法の確立 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2009-127-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（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 
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21 受付番号: 2009-128-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（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 

   

22 受付番号: 2009-179-2 （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: 便中細菌叢プロファイルを用いた炎症性腸疾患の疾患病勢分類及び治療効

果予測 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2009-218-5 （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: EGFR-Mutation Positive である非扁平上皮非小細胞肺癌症例に対するエル

ロチニブ導入療法後、ペメトレキセド＋シスプラチン±ベバシズマブ併用

療法、ペメトレキセド＋カルボプラチン±ベバシズマブ併用療法による維

持強化療法の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2009-59-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 5-FUおよび Heparinの門脈内投与を中心とした多剤抗癌剤(ＭＭＣ、ＣＤＤ

Ｐ）併用による膵癌術後補助療法の有用性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2010-008-3 （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 

   

26 受付番号: 2010-028-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 入江 潤一郎（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病・メタボリックシンドローム・百寿者家系における腸内細菌叢の評

価 

 判 定: 不承認 

   

27 受付番号: 2010-092-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法およびゲムシタビンを用いた術後

補助化学療法の第Ⅱ相試験 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2010-225-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 永尾 圭介（皮膚科学） 

 課題名: カルバマゼピンまたはアロプリノールによる薬疹の遺伝子多型解析 
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 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2010-260-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 目黒 周（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 臨床研究のための糖尿病臨床データベース 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-027-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（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 

   

31 受付番号: 2011-062-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 中耳疾患における耳小骨の組織解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

32 受付番号: 2011-070-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（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 

   

33 受付番号: 2011-133-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 永尾 圭介（皮膚科学） 

 課題名: アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-167-3 （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: 非扁平上皮・非小細胞肺癌に対する Bevacizumabによる 1次治療+維持治療

および 2次治療の有効性・安全性についての検討-PⅡ試験- 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2011-202-4 （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: 承認 

   

36 受付番号: 2011-239-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 中川 種昭（歯科・口腔外科学） 

 課題名: シタフロキサシン（グレースビット錠）の慢性歯周炎の急性症状に対する

抗菌効果 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2011-365-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: ドセタキセル化学療法中、または治療終了後に進行した前立腺がん患者の
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治療実態調査 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-017-3 （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: 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: 2012-030-3 （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: 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 

   

40 受付番号: 2012-042-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 心筋・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: 承認 

   

41 受付番号: 2012-044-2 （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: 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: 承認 

   

42 受付番号: 2012-072-2 （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: 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 

   

43 受付番号: 2012-076-2 （一部修正） 

 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: 承認 

   

44 受付番号: 2012-105-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 井上 詠（内視鏡センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎患者における内視鏡的粘膜治療と長期経過及び再燃予測手法

の開発 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2012-128-4 （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 
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46 受付番号: 2012-155-2 （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: 承認 

   

47 受付番号: 2012-186-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: アルコール含有クロルヘキシジンとポピドンヨードの皮膚消毒効果の比較

検討 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2012-196-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 並木 淳（救急医学） 

 課題名: 急性生体侵襲下の末梢血等における細胞・蛋白質反応の研究 

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2012-219-2 （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: 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 

   

50 受付番号: 2012-226-5 （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 

   

51 受付番号: 2012-232-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（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: 承認 

   

52 受付番号: 2012-241-3 （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 

   

53 受付番号: 2012-280-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 膵癌、胆管癌、肝癌患者の診断・治療効果判定のバイオマーカーとして末

梢血中遊離核酸検出の有用性について検討 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2012-293-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 
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 課題名: 長期ビスフォスフォネート投与患者に対する新規ビタミン D 製剤の有用性

の検討 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2012-343-2 （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: QFT-3Gと T-SPOT.TBの性能比較試験 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2012-382-2 （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: 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 

   

57 受付番号: 2012-393-2 （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: 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 

   

58 受付番号: 2012-464-2 （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: 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: 承認 

   

59 受付番号: 2012-479-2 （一部修正） 

 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 

   

60 受付番号: 2012-532-2 （一部修正） 

 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: 承認 

   

61 受付番号: 20-16-23 （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 

   

62 受付番号: 20-60-6 （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: 膠原病に伴う早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する薬剤介入の効

果の検討 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2012-505-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 
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 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: 承認 

   

64 受付番号: 2013-009-1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: うつ状態に対する電気けいれん療法前後での近赤外線スペクトロスコピィ

を用いた脳機能評価 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2013-004 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 高機能性蛍光磁性ビーズによる高速高感度疾患診断システムの開発に関す

る研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2013-046 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中川 健（泌尿器科学） 

 課題名: 腎移植後患者における食事摂取状況の調査 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2013-049 （新規） 

 申請者(研究責任者): 谷本 伸弘（放射線診断科） 

 課題名: Gd-EOB-DTPA造影 MRIにおける肝実質増強効果の 3T MRI装置と 1.5T MRI装

置における差異の検討 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2013-050 （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: 高齢 2型糖尿病患者の血糖変動に影響を与える因子についての研究 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2013-051 （新規） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 胸部大動脈外科手術におけるフィブリノゲン製剤（フィブリノゲン濃縮製

剤とクリオプレシピテート）輸血の安全性ならびに適応症例、最適使用量

の探索に関する研究（多施設共同後向き観察研究） 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2013-053 （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: 下肢リンパ浮腫患者に対するリハビリテーション治療前後の身体運動機能

変化に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

71 受付番号: 2013-055 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: 術後オピオイド使用患者における術後の適切なオピオイド必要量の検討 

－前向き観察研究－ 

 判 定: 承認 
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72 受付番号: 2013-057 （新規） 

 申請者(研究責任者): 入江 潤一郎（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: アンケートによる減量を目的とする肥満症患者心理およの行動の検討 

 判 定: 他（次月審議） 

   

73 受付番号: 2013-059 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: がん治療を目的とした細胞プロセッシングに用いる装置の研究開発 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

74 受付番号: 2013-061 （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: 食道癌手術における胸管切除とその腫瘍学的効果に関する研究 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2013-062 （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: 食道癌における出血凝固第ⅩⅢ因子と術後合併症、腫瘍学的予後の関連に

関する観察研究 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2013-066 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 内視鏡所見から見た潰瘍性大腸炎関連大腸癌発症高危険度群の検討 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2013-067 （新規） 

 申請者(研究責任者): 里宇 明元（リハビリテーション医学） 

 課題名: 生体部分肝移植前後の運動機能と呼吸機能、ADL動作にかかわる検討 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2013-069 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 上部消化管出血が疑われる患者におけるスコアリングシステムを用いた内

視鏡施行前リスク評価（後ろ向きコホート研究） 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2013-070 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浦岡 俊夫（腫瘍センター） 

 課題名: 大腸腫瘍における内視鏡的粘膜下層剥離術の長期予後に関する観察研究 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-072 （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: 腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切除不能進

行･再発胃癌症例に対する surgical intervention の意義と適応に関する

QOL scoreを使用した前向きコホート研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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81 受付番号: 2013-073 （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: 狭窄症を伴う初発治癒不能進行胃癌により経口摂取が不可能になった症例

に対する surgical intervention の意義と適応に関する QOL score を使用

した前向きコホート研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2013-078 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 赤色光血流計を用いたマイボーム腺機能不全患者の眼瞼血流量の測定 

 判 定: 再審査 

   

83 受付番号: 2013-079 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 複式呼吸が涙液量に与える影響の検討 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2013-080 （新規） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: ニコチン依存症難治化因子の包括的検討 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2013-081 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 真吾（微生物学・免疫学） 

 課題名: カードツールの開発による男性同性愛者の HIV/AIDS感染予防支援に関する

研究 

 判 定: 保留；その他 

   

86 受付番号: 2013-083 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の実施

可能性とその有用性を探索するパイロット試験 JPLSG AML-D11 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2013-085 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 進行性腎癌に対する FDG-PET/CT評価の有用性に関する多施設共同前向き試

験 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2013-087 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 欧州リウマチ学会/米国リウマチ学会主導による原発性全身性血管炎の分

類・診断基準作成のための研究 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2013-089 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 
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 課題名: 高純度 EPA製剤によるヒト血中脂肪酸代謝物の変化についての網羅的解析 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2013-090 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 発達障害における記憶特性と社会性障害に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

91 受付番号: 2013-091 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福島 紀子（薬理学） 

 課題名: 自宅で生活する高齢者の服薬観に関する調査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

92 受付番号: 2013-092 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: 突発性脊柱側湾症の術後疼痛におけるケタミンの有用性 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2013-093 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学） 

 課題名: 消化器がんの遺伝子変異解析による新規がん治療創薬 

 判 定: 他（次月審議） 

   

94 受付番号: 2013-094 （新規） 

 申請者(研究責任者): 榎本 宏之（整形外科学） 

 課題名: 低被爆 CTによる下肢 3次元骨形態・運動解析と応用分散シミュレーション 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

 

以 上 


