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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （25-4） 

 

日  時：平成 25年 7月 29日 （月） 17:00～19：30 

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 

委 員：半田誠、木村チヅ子、矢田部菜穂子、村田満、吉田一成、仲嶋一範、木村彰男、奈良雅俊、 

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、山田 健人 

オブザーバー：中川敦夫 

欠席者  

委 員：小崎健次郎、安井正人、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） 

（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: 2012-494-1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研究 オルニチントランスカルバミラーゼ（OTC）

欠損症（OTC-2） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

2 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

3 受付番号: 2013-150 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: 後縦靭帯骨化症患者由来 iPS 細胞の樹立および病態解明に関する研究 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

4 受付番号: 2013-152 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 低容量 BCG 膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に関する

ランダム化比較試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

5 受付番号: 2013-154 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科疾患における疾患関連遺伝子の探索と個別化医療への応用 

 判 定: 不承認 
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6 受付番号: 2013-164 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 滲出型加齢黄斑変性の視力良好例に対するアフリベルセプトの臨床的効果

を検討する研究 

 判 定: 再審査 

   

7 受付番号: 2013-165 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: 慢性 GVHDドライアイおよびシェーグレン症候群ドライアイに対するジクア

ホソルナトリウム点眼液とレバミピド点眼液の併用治療効果 

 判 定: 再審査 

   

8 受付番号: 2013-168 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 成人フィラデルフィア染色体陰性 PrecursorB細胞性急性リンパ性白血病に

対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph(-) B-ALL213） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認・副委員長確認） 

   

9 受付番号: 2013-169 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 成人 Burkitt 白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験

（JALSG Burkitt-ALL213） 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認） 

   

10 受付番号: 2013-171 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 成人 precursprT細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法によ

る第Ⅱ相臨床試験（JALSG T-ALL213-O） 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認・事務局確認） 

   

11 受付番号: 2013-172 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 未成年者を対象とした「ブレスオーコレクト(R)」を用いたオルソケラトロ

ジー療法に対する多施設共同臨床研究 

 判 定: 再審査 

   

12 受付番号: 2013-179 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 治療抵抗性および再発中高悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫に対する自

家末梢血幹細胞移植の前処置としてのベンダムスチンを含む多剤併用化学

療法の安全性の検討 

 判 定: 条件付承認（副委員長確認） 

   

13 受付番号: 2013-188 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高石 官均（腫瘍センター） 

 課題名: 糖代謝異常を合併する切除不能の進行または再発膵癌を対象とした、ゲム

シタビン・メトホルミン・タキシホリン併用療法の安全性を検討する多施

設共同臨床試験 
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 判 定: 不承認 

   

14 受付番号: 2013-197 （新規） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 高齢者化学療法未施行 IIIB/IV 期・術後再発非扁平上皮非小細胞肺がん患

者に対する Pemetrexed/Bevacizumab 併用療法後の pemetrexed 維持療法

と Pemetrexed/Bevacizumab 併用維持療法の有効性と安全性を比較検討す

る無作為化第ＩＩ相臨床試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認（第二委員会）） 

   

15 受付番号: 2013-198 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: スニチニブ抵抗性となった転移性もしくは進行性腎細胞癌に対するアキシ

チニブの治療薬物モニタリングに基づく個別化投与法の第 II相試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

16 受付番号: 2013-200 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（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（多施設共同研究） 

 判 定: 不承認 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
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。 

 

17 受付番号: 20-92-7再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（再生医学） 

 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: 承認 

   

18 受付番号: 2013-068-1再 （再審査） 

 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: 承認 

   

19 受付番号: 2013-146-1再 （再審査） 

 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: 承認 

   

20 受付番号: 20-54-4再 （再審査） 

 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: 承認 
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21 受付番号: 15-61-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 栗原 勲（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 副腎腫瘍組織におけるステロイド分画とその調節因子の検討 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 19-47-8 （修正Ａ） 

 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2010-031-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 桑名 正隆（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 自己免疫疾患における免疫担当細胞の分析および制御機序の解明 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2010-099-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 幸田 和久（生理学） 

 課題名: 精神疾患（統合失調症、自閉症）の発症にか関わる関連遺伝子の探索と解

析 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2011-001-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 課題名: 青少年の日常生活と脳腫瘍（Mobi-kids Japan） 

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2011-047-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 統合失調症の寛解状態を維持するための脳内ドパミン受容体遮断の機序 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2011-065-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 神野 浩光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 乳腺 MRI 造影病変に対する Volume Navigation ガイド下針生検の有用性の

研究 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2011-139-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: CAS システムを用いた保存角膜の評価 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2011-144-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 急性感音難聴、めまいの原因診断法（外リンパ瘻識別法の開発） 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-160-2 （修正Ａ） 
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 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ジクアホソルナト

リウムの治療効果 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-167-4 （修正Ａ） 

 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 

   

32 受付番号: 2012-092-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 中川 健（泌尿器科学） 

 課題名: 腎移植における他剤併用療法の検討 － タクロリムス（グラセプター

Ⓡ）・バシリキシマブ・ミゾリビン・ステロイド剤を基本とした治療法の多

施設共同研究 － 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2012-099-4 （修正Ａ） 

 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 

   

34 受付番号: 2012-258-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 「食道癌に対する化学（放射線）療法、手術治療の奏効とサイトカイン、

凝固因子の関係に関する観察研究」 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-543-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

36 受付番号: 20-131-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺非結核性抗酸菌症の臨床データベース研究 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 20-172-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 柴田 洋孝（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 高血圧患者における選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬エプレレノ

ン（セララ®）の降圧効果予測因子の検討 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 17-2-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 



 6 

 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

39 受付番号: 19-81-8 （修正Ｂ） 

 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 

   

40 受付番号: 2010-247-5 （修正Ｂ） 

 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: 糖尿病網膜合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによる

LDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究（EMPATHY） 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2010-295-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 日本人における黄斑色素密度の眼病態との関連の解析 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2011-121-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎における新規腸炎ウイルスの同定 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2011-260-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキシマブ治

療の有効性、安全性に関する検討（PRISM study） 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2011-275-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 腹式広汎性子宮頚部摘出術の安全性および妊孕能温存アウトカムの解析 

 判 定: 不承認 

   

45 受付番号: 2011-322-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

46 受付番号: 2012-161-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（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 

   

47 受付番号: 2012-195-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 
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 課題名: 女性性器癌症例における予後不良因子の探索研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

48 受付番号: 2012-226-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 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 

   

49 受付番号: 2012-246-2 （修正Ｂ） 

 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の症状発現における十二指腸知覚受容体機能の解明

（日本・韓国共同研究） 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-269-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（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 

   

51 受付番号: 2012-393-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

52 受付番号: 2012-464-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

53 受付番号: 2012-467-2 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

54 受付番号: 2012-491-2 （修正Ｂ） 

 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－ 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2012-517-2 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

56 受付番号: 2013-042-2 （修正Ｂ） 
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 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞診と HPV DNA

検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為化比較研究 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2013-079-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 腹式呼吸が涙液量に与える影響の検討 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 20-31-4 （修正Ｂ） 

 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 

   

59 受付番号: 2013-100 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 眼科検査における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: 条件付承認（事務局確認） 

   

60 受付番号: 2013-107 （新規） 

 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後の再発評価法の検討 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2013-148 （新規） 

 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 熱中症患者の即日登録調査への参画 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2013-149 （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前方視野的検討 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2013-151 （新規） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 膠原病に併存した末梢動脈疾患に対する血管内治療の検討 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2013-153 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福島 裕之（小児科学） 

 課題名: Eisenmenger 症候群成人例の羅病率・生存率および内科的管理に関する多施

設共同研究 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2013-155 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 
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 課題名: 直線加圧測定方式 NIBPの有効性検証のための臨床評価 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2013-156 （新規） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 上部尿路腫瘍に対する CT urographyと MRIの病変検出能の比較 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2013-158 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 本邦クローン病におけるカプセル内視鏡所見の検討 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2013-159 （新規） 

 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 Auroraキナーゼ蛋白の発現とその抗癌剤感受性に関する

後方視野的検討 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2013-160 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 糖代謝異常合併妊娠のゲノム疫学研究 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2013-161 （新規） 

 申請者(研究責任者): 秋山 結美子（看護部） 

 課題名: ストーマ装具のストーマ周囲皮膚に対する慢性刺激の評価 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2013-162 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 課題名: 脳神経外科手術における 320 列面検出器 CTによる血管撮影の解析研究 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2013-163 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: インドシアニングリーン蛍光眼底造影による VIEW2 試験の日本人 PCV 症例

の診断と検討 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2013-166 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: メモリークリニック受診患者における、認知機能障害と脳画像所見の特徴、

および認知症の発症リスクに関する調査 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2013-167 （新規） 

 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治療用コンタクト
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レンズ治療症例のレトロスペクティブ調査 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2013-170 （新規） 

 申請者(研究責任者): 深田 淳一（放射線科学（治療）） 

 課題名: 食道癌低用量持続化学療法併用放射線治療の治療効果と有害事象及び予後

因子に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2013-173 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術患者に対する新しい角膜形状解析装置一体型光学式眼軸長測定

装置と既存測定装置による眼内レンズ度数計算精度および検査時間の比較 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2013-174 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: エベロリムスが経口投与されている進行性腎細胞癌患者もしくは結節性硬

化症患者における治療薬物モニタリングの有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2013-175 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2013-176 （新規） 

 申請者(研究責任者): 朴 順禮（看護医療学部） 

 課題名: がん患者に対するマインドフルネス教室の実施可能性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-177 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症およ

びその関連疾患の病態に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

81 受付番号: 2013-178 （新規） 

 申請者(研究責任者): 矢崎 久妙子（看護部） 

 課題名: 内視鏡看護実践におけるフィジカルアセスメント能力強化への取り組み 

 判 定: 保留；その他(審査対象外) 

   

82 受付番号: 2013-180 （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 CTリンフォグラフィを用いたセンチネルリンパ節診断の有

用性に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

83 受付番号: 2013-181 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: GICU における急性期患者への下肢抵抗運動に重点をおいた急性期リハビリ

テーションの効果の検証 

 判 定: 保留；その他(次月審議) 

   

84 受付番号: 2013-182 （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 FDP-PET、アミロイドイメージングによるア

ルツハイマー病発生リスクの検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2013-183 （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: 高機能性蛍光・磁性ビーズを用いた迅速免疫染色の開発研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2013-184 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

87 受付番号: 2013-185 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 心不全患者におけるトルバプタンの有用性を検討する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

88 受付番号: 2013-186 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 大動脈解離による肺酸素化障害におけるエラスポールの有用性を検討する

試験 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2013-187 （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: HER 過剰発現乳癌に対するトラスツズマブとパクリタキセルによる術前化

学療法の効果予測因子の探索的研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

90 受付番号: 2013-189 （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: 副腎静脈サンプリングにおける副腎動脈造影下 CTangiography の有用性に

ついて 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

91 受付番号: 2013-190 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: EEC 症候群患者の前眼部評価 

 判 定: 承認 
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92 受付番号: 2013-191 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: VDT 作業前後における瞬目評価 

 判 定: 不承認 

   

93 受付番号: 2013-192 （新規） 

 申請者(研究責任者): 新藤 悦子（看護医療学部） 

 課題名: 外来で長期にわたって化学療法を続けていく進行再発大腸がん患者の支援

体制の構築－療養中に体験している心理社会的な問題と支援ニーズ－ 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2013-193 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 恵里子（看護部） 

 課題名: 看護の質保証に向けてー根拠に基づいた実践を可能にする教育支援体制の

整備－ 

 判 定: 保留；その他(審査対象外) 

   

95 受付番号: 2013-194 （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: 大腸癌におけるセツキシマブの結合可能なＥＧＦＲ発現量と治療効果の解

析 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2013-195 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: リファブチン含有レジメンによる H.pylori三次除菌療法の無作為化比較試

験 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2013-196 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 外傷急性期凝固線溶動態に関する多施設共同後向き研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

98 受付番号: 2013-199 （新規） 

 申請者(研究責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: コーンビーム CTを用いた咽頭、気管の形状測定 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2013-201 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 血清中の炎症性マーカーsyndecan-4による新生児慢性肺疾患の発症予測 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2013-202 （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: 嚥下機能評価のための開口筋力測定計の開発 

 判 定: 承認 
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101 受付番号: 2013-203 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 多目的コホート研究における認知症およびうつ病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（多目的コホート研究におけるメンタル

ヘルス研究） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

102 受付番号: 2013-204 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: 治療抵抗性の癌に対するセラクルミン（高吸収クルクミン）の悪液質改善

効果の検討 

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 2013-205 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 小児リンパ管疾患の組織細胞生物学的検討 

 判 定: 承認 

   

104 受付番号: 2013-206 （新規） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太朗（内科学（循環器）） 

 課題名: 重症大動脈弁狭窄症に対する径カテーテル大動脈弁留置術 

 判 定: 承認 

   

105 受付番号: 2013-207 （新規） 

 申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 食物摂取頻度調査票（FFQ)の妥当性・再現性とメタボローム解析との関連

性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

106 受付番号: 2013-208 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 気分障害における条件付けを用いた情動学習の検証 

 判 定: 再審査 

   

107 受付番号: 2013-209 （新規） 

 申請者(研究責任者): 茶園 美香（看護医療学部） 

 課題名: 化学療法中の婦人科がん患者に対するセルフケア型運動プログラムの実行

可能性の検討 

 判 定: 承認 

   

108 受付番号: 2013-210 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 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: 承認 

   

   

 

以  上 


