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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （25-3） 

 

日  時：平成 25年 6月 24日 （月） 17:00～20：30 

場  所：新棟 11階 中会議室、第三会議室 

 

委員長：大前和幸 

副委員長：佐藤裕史、小崎健次郎 

委員：半田誠、木村チヅ子、矢田部菜穂子、唐澤貴夫、馬上祐子、天野慎介、田村京子、大生定義、

仲嶋一範 

予備審査委員：神山圭介、金井隆典 

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、木村彰男、奈良雅俊 

 

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: 2013-007-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 手術不能進行・再発肝細胞癌に対する高用量 CDDP(IA-call)/フルオロウラ

シル(5-FU)動注化学療法の外来投与における検討[臨床第Ｉ相試験] 

 判 定: 他（次月審議） 

     

2 受付番号: 2013-045 （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安全性の

確認 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

3 受付番号: 2013-063 （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: 胃切除後の骨粗鬆症発生頻度の調査および、胃切除術後骨粗鬆症に対する

ミノドロン酸の治療効果検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

4 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

5 受付番号: 2013-093 （新規） 
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 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: 不承認 

   

6 受付番号: 2013-096 （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: 早期胃癌に対する非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術＋センチネルリンパ節

ナビゲーション手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: 2013-097 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 自己免疫性肝炎の発症･進展に関わる遺伝因子の網羅的遺伝子解析

（Genome-wide association study : GWAS）（厚生労働科学研究補助金難治

性疾患克服事業「難治性の肝疾患に関する調査研究班」多施設共同研究） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2013-120 （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術後初回化学療法としての Paclitaxel＋

Carboplatin(TC)療法と Irinotecan＋Cisplatin(CPT-P)療法のランダム化

比較試験(Randomized Phase Ⅲ Trial) 

 判 定: 承認 

   

9 受付番号: 2013-131 （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: 臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対する S-1+MMCを同時併用する根治的科

学放射線療法の臨床第Ⅱ相試験(JCOG0903) 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2013-132 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学） 

 課題名: 膵嚢胞性疾患の遺伝子異変を標的とした新規治療法の開発 

 判 定: 保留 

   

11 受付番号: 2013-135 （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: StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての TS-1＋

Docetaxel 併用療法と TS-1 単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 JACCRO 

GC-07(START-2) 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認） 

   

12 受付番号: 2013-136 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 根治切除後膵臓・胆道癌症例に対する TS-1の隔日投与法の有効性・安全性

の検討 ～Feasibility Study～ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2013-138 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌におけるエピミューテーションの網羅的解析 

 判 定: 不承認 

   

14 受付番号: 2013-143 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 再生不良性貧血に対する低用量抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン

(anti-thymocyteglobulin:ATG)を用いた同種造血幹細胞移植療法の有効性

と安全性の検討 KSGCT1102 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2013-145 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 限局性リンパ管腫(lymphangioma circumscriptum)に対する無水エタノール

注入硬化治療のパイロット研究 

 判 定: 条件付承認（副委員長・事務局確認） 

   

16 受付番号: 2013-146 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: ヒト人工多能性幹細胞由来神経幹細胞を用いた中枢神経系の再生医学に関

する基礎研究 

 判 定: 再審査   

     

 
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。 

 

  

   

17 受付番号: 14-53-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 

 判 定: 不承認 

   

18 受付番号: 15-107-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 浸潤子宮頸癌を対象とした妊孕能温存手術、 abdominal radical 

trachelectomy（腹式広汎性子宮頸部切除術）の実施 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

19 受付番号: 17-84-4 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 河合 俊英（内科学） 

 課題名: 体脂肪分布、糖・脂質代謝指標における血中脂肪酸分画とアディポカイン

の影響（縦断的検討） 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2009-133-2 （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: 初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設

共同ランダム化並行群間比較試験 

 判 定: 承認 
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21 受付番号: 2009-134-2 （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: 初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向き

コホート研究 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2009-149-3 （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: 関節リウマチの寛解導入療法向上、休薬に関する検討 -関節リウマチにお

ける Tocilizumab 単独投与或いは MTX 併用投与による有効性の比較検討及

び、Tocilizmab投与からの離脱の検討- (SURPRISE Study) 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2009-187-6 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 異型腺細胞（AGC）という細胞診断患者の子宮頸部病変診断における CA-ⅠX，

p16，増殖性マーカーとヒトパピローマウイルス（HPV）による比較解析 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2009-285-3 （一部修正） 

 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 

   

25 受付番号: 2010-026-3 （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: C型慢性肝炎に対する 3剤併用療法を含むペグインターフェロン・リバビリ

ン併用療法における治療効果の検討（多施設共同研究） 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

26 受付番号: 2010-253-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 潜在的睡眠時無呼吸症候群に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2010-274-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 久松 理一（内科学（消化器）） 

 課題名: クローン病に対するアダリムマブと免疫調節薬併用の研究 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2010-331-6 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 初発ステージⅢまたはⅣ期の未治療進行上皮性卵巣がん、腹膜がん、卵管

がんに対する「カルボプラチン/パクリタキセルに続くプラセボ投与」と「カ

ルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くプラセボ投

与」と「カルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くベ

バシズマブ単独投与」のランダム化第Ⅲ相試験（GOG-0218） 



 5 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2011-015-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 瞳孔測定器 RAPiDを用いた緑内障スクリーニングに関する研究 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-033-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 柴田 護（内科学(神経)） 

 課題名: 高血圧患者における直接的レニン阻害薬アリスキレンによる片頭痛予防効

果の検討 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-037-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 心房細動カテーテルアブレーション時の抗凝固療法についての研究（ダビ

ガトランとワルファリンとの比較研究） 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2011-115-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 内眼手術におけるブリリアントブルーGによる染色 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2011-170-2 （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: 肝悪性腫瘍に対するエコーガイド下 cryoablation（凍結融解壊死療法）に

おける凍結融解壊死装置 ICS4の安全性検討のための第Ⅰ相自主臨床試験 

 判 定: 再審査 

   

34 受付番号: 2011-209-2 （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: ドナーおよびレシピエントの IL28B遺伝子周辺の１塩基遺伝子多型性（SNP）

解析によるＣ型肝炎ウィルスの肝移植後再発に対するインターフェロンに

よる抗ウィルス治療の効果予測 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2011-217-3 （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: 肝移植後短期、及び長期成績に関わるドナーおよびレシピエントの網羅的

遺伝子解析（ゲノムワイド関連解析） 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2011-249-3 （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: 慢性心不全患者を対象とした Adaptive-Servo Ventilator に関するランダ

ム化比較試験（略称：SAVIOR-C） 

 判 定: 承認 
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37 受付番号: 2011-322-2 （一部修正） 

 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 

   

38 受付番号: 2011-358-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 初発慢性期の慢性骨髄性白血病に対するニロチニブの分子遺伝学的完全寛

解達成率を検討する多施設前方視的共同試験 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-025-3 （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: 潰瘍性大腸炎患者に対する Bifidobacterium breve Yakult 株使用はっ酵乳

の寛解維持効果：多施設共同ランダム化比較試験（B-FLORA） 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2012-038-4 （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 

   

41 受付番号: 2012-057-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器組織細胞の培養法確立と遺伝子変異を基にした増殖因子感受性の検

討 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-058-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 

 課題名: 癌性腹水患者におけるＣＤ－ＤＳＴ法による抗悪性腫瘍感受性試験の検討 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-163-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: Plerixafor を併用した骨髄破壊的移植前処置による難治性造血器腫瘍に対

する同種造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2012-177-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（泌尿器科学） 

 課題名: 先天性尿路疾患に対する超音波検査を用いた非侵襲的診断方法の検討 

 判 定: 再審査 

   

45 受付番号: 2012-180-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患発症機序の解明 

 判 定: 承認 
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46 受付番号: 2012-291-3 （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: 婦人科癌術後、尿失禁の発生率と QOL調査 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2012-360-2 （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: 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 

   

48 受付番号: 2012-385-2 （一部修正） 

 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: 承認 

   

49 受付番号: 2012-396-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 蛍光蛋白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 

   

50 受付番号: 2012-420-3 （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: 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 

   

51 受付番号: 2012-516-2 （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: 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；予後的調査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2012-525-2 （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: 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: 承認 

   

53 受付番号: 2013-035-2 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 小松 浩子（看護医療学部） 

 課題名: 経口抗がん剤治療を受ける胃がん患者のアドヒアランスの実態と課題 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 20-31-3 （一部修正） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関する研究 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 20-54-4 （一部修正） 
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 申請者(研究責任者): 名倉 武雄（整形外科学） 

 課題名: 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: 再審査 

   

56 受付番号: 20-73-3 （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,JCD)カテーテ

ルレジストリ研究 

 判 定: 再審査 

   

57 受付番号: 20-92-7 （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: ヒト心筋疾患患者からの 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: 再審査 

   

58 受付番号: 2012-439-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 解離・転換症状の認知神経機能に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2013-015-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後での消費行動の変化 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2013-018-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: ２種のオートレフケラトメータの測定値比較 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2013-054-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 肺高血圧症、高安病、冠攣縮性狭心症のゲノムワイド関連研究 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2013-048 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 網膜硝子体疾患における他疾患合併の解析 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2013-052 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: カテコラミンによる腸管免疫機構の修飾 ： 腸内細菌叢への効果と機序

の解明 

 判 定: 承認 

   

64 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）） 
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 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: 承認 

   

65 受付番号: 2013-058 （新規） 

 申請者(研究責任者): 名倉 武雄（整形外科学） 

 課題名: 動作解析と体表計測による脊柱側湾症の生体力学的病態解明と進行予測因

子の解明 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2013-095 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 膀胱全摘除術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された患者

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 

   

67 受付番号: 2013-098 （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: 食道癌に対する食道切除再建術前後の運動機能に関する検討 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2013-099 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: Fuchs角膜内皮変性症および滴状角膜症における白内障手術の影響の検討 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2013-101 （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における予後予測因子の解析 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2013-102 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中川 健（泌尿器科学） 

 課題名: 本邦における泌尿器単孔式腹腔鏡手術の実態調査 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2013-103 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌小線源療法後の過活動膀胱症状と関連する尿中マーカーの同定と

解析 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2013-104 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: BCG 膀胱内注入療法患者に発生する排尿症状に関するアンケート調査、なら

びに過活動膀胱症状の発現を予測する尿中マーカー同定の試み 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2013-105 （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: 大動脈瘤及び大動脈解離における炎症メディエーターに関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

74 受付番号: 2013-106 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 大動脈解離における血液バイオマーカーの検討に関する研究 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2013-108 （新規） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 脳神経外科手術症例における画像解析及び三次元解剖モデルの作成 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2013-110 （新規） 

 申請者(研究責任者): 税所 芳史（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: DPP4 阻害薬と EPA/DHA 製剤の併用による糖・脂質代謝への有効性について

の研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2013-111 （新規） 

 申請者(研究責任者): 横山 健次（内科学（血液）） 

 課題名: 次世代シークエンサーを用いた多発性骨髄腫微小残存病変(MRD)の検出と

予後に関する検討（第 0版) 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2013-112 （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: 病期Ⅲ期の下部直腸癌に対する術後補助 mFOLFOX6療法の治療成績の後向き

調査 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2013-113 （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: BMI が直腸癌術後再発に与える影響に関する後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-114 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大森 泰（内視鏡センター） 

 課題名: 上部消化管内視鏡検査時における飲酒・喫煙に関するアンケート調査 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2013-115 （新規） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 絨毛癌発癌における糖鎖構造とその機能変化に関する後方視的検討 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2013-116 （新規） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究 
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 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2013-117 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2 期における縮小手術の可能性を検討するための観

察研究 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2013-118 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科癌の免疫関連分子の発現検討 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2013-119 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸部上皮内病変に対する蒸散術後の再発因子の検討 

 勧告または理由: 

  審査の結果、承認いたしました。 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2013-122 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: ヒト末梢血を用いた免疫応答の解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

87 受付番号: 2013-123 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 多焦点眼内レンズ摘出例の調査 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2013-124 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: ヒト真皮線維芽細胞を用いた毛包誘導法の確立 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2013-125 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道扁平上皮癌における HOXB9 の発現と細胞動態に与える影響についての

研究 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2013-126 （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: 食道癌手術における術後合併症と高ビリルビン血症の関係についての後ろ

向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2013-127 （新規） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 
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 課題名: 先天無虹彩症に合併した緑内障に対する線維柱帯切開術の手術成績 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2013-128 （新規） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 緑内障手術の予後不良因子に関する後向き研究 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2013-129 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚表面構造のコンピュータ画像解析とその結果に基づく診断アルゴリズ

ムの開発 -後ろ向き研究- 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2013-130 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚表面構造のコンピュータ画像解析とその結果に基づく診断アルゴリズ

ムの開発 -前向き研究- 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

95 受付番号: 2013-133 （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単球および in vitro誘導マクロファージの応

答性の解析 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2013-134 （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: 肺非結核性抗酸菌(NTM)症の病勢を反映するバイオマーカーとしての末梢

血中 miRNA遺伝子の有用性を検討するパイロット研究 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2013-139 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸がん検診受診者コホート研究 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2013-140 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 本邦における広汎性子宮頸部摘出術後妊娠の周産期予後に関する検討 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2013-141 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鳴に対する経頭蓋磁気刺激の刺激部位による治療効果調査 

 判 定: 他（次月審議） 

   

10

0 

受付番号: 2013-142 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鳴に対する反復性経頭蓋直流電気刺激(tDCS)治療 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

10

1 

受付番号: 2013-144 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: ドライアイ患者治療前後の調節機能の変化 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

10

2 

受付番号: 2013-147 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 俊康（整形外科学） 

 課題名: 上肢疾患の治療効果が上肢全体の総合的機能に及ぼす影響に関する後ろ向

き研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

 

 

以 上 


