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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （25-5） 
 
日  時：平成 25 年 9月 27 日 （月） 18:15～21：00 

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：小崎健次郎 

委員：仲嶋一範、奈良雅俊、木村チヅ子、田村京子、唐澤貴夫、天野慎介、木村彰男、 

馬上祐子 

予備審査委員：神山圭介、伊東大介 

オブザーバー：中川敦夫 

欠席者  

副委員長：佐藤裕史 

委 員：安井正人、半田誠、村田満、吉田一成、矢田部菜穂子、大生定義、 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、吉野、柳川、冨田、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: 2012-496-1 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 習慣流産と診断された均衡型相互転座：46，

XX,t(1；21)(q42.3；q22.2) 保因者（CT-23） 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 2012-547-1 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 脊髄性筋萎縮症:(SMA-1) 

 判 定: 承認 

   

3 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2013-222 （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（予備審査委員長・小崎副委員長確認） 
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5 受付番号: 2013-238 （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 色素失調症における着床前診断（IP-1） 

 判 定: 不承認 

   

6 受付番号: 2013-241 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 手術困難な膵癌・胆道癌に対する TS-1 隔日投与法の安全性・有用性の検討 

～Feasibility 研究～ 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2013-243 （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: 腎機能低下を合併したがん患者に対する TS-1の適正用量を探索する臨床試

験 

 判 定: その他（次月審議） 

   

8 受付番号: 2013-255 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 同種造血幹細胞移植における移植後鉄キレート療法：デフェラシロクスの

安全性の検討 多施設共同臨床試験 

 判 定: 再審査 

   

9 受付番号: 2013-259 （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：デュシェンヌ型筋ジストロフィー

（DMD-39） 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2013-260 （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: 条件付承認（小崎副委員長確認） 

   

11 受付番号: 2013-263 （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: 体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用いた内臓動脈瘤瘤

内塞栓術の有効性と安全性の臨床評価：多施設共同研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

12 受付番号: 2013-264 （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: 体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用いた血管塞栓術の

有効性と安全性の臨床評価：多施設共同研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2013-274 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）に対する
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チロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験 JPLSG ALL-Pｈ13 

 判 定: 条件付承認（小崎副委員長確認） 

 

 
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。 
 

  

14 受付番号: 2013-078-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

15 受付番号: 2013-164-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

16 受付番号: 2013-172-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

17 受付番号: 2013-208-1 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: 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: 承認 

   

18 受付番号: 19-68-7 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 早期胃癌内視鏡治療後、H.Pylori 除菌後胃粘膜のサーベイランス 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2009-142-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和夫（形成外科学） 

 課題名: 日本形成外科学会疾患登録システム 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2009-95-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 横山 裕一（保健管理センター） 

 課題名: 腹囲測定の本邦標準法と国際標準法の比較 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2009-9-8 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 日本人重症喘息患者に関する調査研究 

 判 定: 承認 
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22 受付番号: 2010-162-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: StageⅡ,Ⅲ 結腸・直腸癌完全切除例に対する術後補助化学療法としての

UFT/LV 療法の QOL に関する検討 -KODK8- 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2010-212-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学(一般・消化器)） 

 課題名: イリノテカン塩酸塩（CPT-11）既治療 進行再発大腸癌患者に対する 2 次

治療としてのベバシズマブ（BV） 併用 XELOX 療法 有効性とバイオマー

カーの検討 多施設共同 第Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2010-282-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 和田 則仁（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 経腟ポートを併用した腹腔鏡手術の臨床研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

25 受付番号: 2010-326-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 新庄 正宜（感染制御センター） 

 課題名: 小児患者における、ESBL（extended-spectrum β-lactamase）産生菌の検

出頻度に関する研究 

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2011-029-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染症学教室） 

 課題名: 小児化膿性髄膜炎の全国調査 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2011-049-6 （修正Ａ） 

 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 

   

28 受付番号: 2011-057-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 抗精神病薬による治療効果および副作用に関連する遺伝情報の探索 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2011-131-2 （修正Ａ） 

 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型糖尿病食事療法における間欠的宅配食利用の有効性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-279-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 津崎 晃一（麻酔学） 

 課題名: 術後疼痛を増強させる因子の解明 
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 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-366-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 吉田 理（血液浄化・透析センター） 

 課題名: 血液透析患者におけるカルニチン製剤の効果 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2012-150-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎に合併するサイトメガロウイルス（ＣＭＶ）再活性化症例の

予後の検討 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2012-293-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 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 

   

34 受付番号: 2012-297-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎の寛解維持に対する CAP療法の有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-393-4 （修正Ａ） 

 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 

   

36 受付番号: 2012-540-2 （修正Ａ） 

 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 

   

37 受付番号: 2013-023-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 心臓弁膜症の診療・予後調査のレジストリ研究 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2013-047-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

39 受付番号: 2013-144-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 
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40 受付番号: 2013-175-2 （修正Ａ） 

 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 

   

41 受付番号: 20-34-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳硬化症患者における骨密度測定と骨粗鬆症薬に対する難聴予防効果に対

する調査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

42 受付番号: 14-20A-10 （修正Ｂ） 

 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 

   

43 受付番号: 14-20B-8 （修正Ｂ） 

 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 

   

44 受付番号: 2009-119-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児慢性期慢性骨髄性白血病（CML）に対する多施設共同観察研究 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2009-148-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 末梢動脈疾患患者に対する G-CSF 動員自家末梢血単核球細胞移植治療のラ

ンダム化比較試験 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2009-40-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: ステロイド治療抵抗性の天疱瘡患者および類天疱瘡患者、後天性表皮水泡

症患者を対象とした Rituximab の効果・安全性の探索的研究 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2010-080-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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 

   

48 受付番号: 2010-232-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 骨粗鬆症における疾患発症機構解明のための観察研究 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2010-312-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久慈 直昭（産婦人科学） 

 課題名: 生殖補助医療により生まれた児の長期予後の検証 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2011-010-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 直腸炎型潰瘍性大腸に対するメサラジン坐剤の有用性に関する臨床研究-

寛解導入における有用性と寛解維持療法としてのオンデマンド療法の有用

性- 

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2011-027-5 （修正Ｂ） 

 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 

   

52 受付番号: 2011-048-3 （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: EGFR 陽性、K-ras wild type 切除不能進行・再発大腸癌に対する 1st line

としての S-1+Oxaliplatin+Cetuximab 併用療法の第Ⅱ相試験-KODK9- 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2011-141-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊椎脊髄疾患の治療成績評価の研究－レジストリーシステムを用いた多施

設前向き研究－ 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2011-219-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: JAGUAR Study（ピタバスタチンの静脈グラフト狭窄に対する効果の検討－

多施設共同無作為割付試験－） 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2012-046-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

56 受付番号: 2012-057-4 （修正Ｂ） 

 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

57 受付番号: 2012-125-2 （修正Ｂ） 



 8 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 思春期女性への HPV ワクチン公費助成開始後における子宮頚癌の HPV16/18

陽性割合の推移に関する長期疫学研究（第Ⅰ期；2012 年 4 月－2019 年 12

月） 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2012-241-4 （修正Ｂ） 

 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（または

ゲムシタビン）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（GOG-0213) 

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2012-251-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 13C 酢酸呼気試験を用いた胃運動能評価 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2012-296-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 福島第一原発作業者に対する眼科検診研究 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2012-360-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 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 

   

62 受付番号: 2012-465-2 （修正Ｂ） 

 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 Resection of High Risk 

Gastrointestinal Stromal Tumors; STAR ReGISTry） 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2012-479-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

64 受付番号: 2013-032-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 改良型カプセル内視鏡およびワークステーションの有用性および安全性の

検討 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2013-039-2 （修正Ｂ） 
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 申請者(研究責任者): 広瀬 寛（予防医療センター） 

 課題名: 人間ドック受信者における、内臓脂肪および皮下脂肪面積と各種代謝性疾

患や動脈硬化性疾患の有無との関連の検討 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2013-139-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

67 受付番号: 2013-140-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

68 受付番号: 2013-192-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

69 受付番号: 2013-195-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 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 

   

70 受付番号: 2013-204-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

71 受付番号: 2013-209-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

72 受付番号: 20-16-24 （修正Ｂ） 

 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 

   

73 受付番号: 20-66-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: パーキンソン病患者データベースの構築とそれに基づく臨床研究 

 判 定: 承認 
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74 受付番号: 2013-013 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: ドライアイの眼表面に対するレーザー生体共焦点顕微鏡の応用性 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

75 受付番号: 2013-109 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊柱における変形と加齢が骨質に与える影響の評価研究 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2013-121 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大平 貴之（外科学（脳神経)） 

 課題名: 脳神経外科手術における神経機能モニタリング症例解析研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2013-181 （新規） 

 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: 承認 

   

78 受付番号: 2013-211 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎に対する超拡大大腸内視鏡の有用性 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2013-212 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 頭蓋縫合早期癒合症の診断治療の現状に関する調査 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-214 （新規） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（臨床検査医学） 

 課題名: 他施設匿名化検体を対象とする血液凝固関連研究検査の実施 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2013-215 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: クローン病粘膜病変に対するバルーン小腸内視鏡とMRエンテログラフィー

の比較試験：国内多施設共同試験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2013-216 （新規） 

 申請者(研究責任者): 新庄 正宜（小児科学） 

 課題名: 小児（科）患者におけるインフルエンザワクチンの効果 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2013-218 （新規） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 
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 課題名: 内腸骨動脈の温存が不可欠な腸骨動脈瘤、及び、腹部大動脈瘤を有する患

者に対して、『Cook Medical ： Zenith Branch Endovascular Graft』を使

用した内腸骨動脈の温存治療計画 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

84 受付番号: 2013-219 （新規） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 内腸骨動脈の温存が不可欠な腸骨動脈瘤、及び、腹部大動脈瘤を有する患

者に対して、『Atrium Medical Corporation Advanta V12』を使用した内腸

骨動脈の温存治療計画 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2013-221 （新規） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: Fuchs 角膜内皮変性症患者の原因遺伝子解析、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: 条件付承認（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2013-223 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸部神経内分泌腫瘍の病態と病理学的・分子生物学的分析 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2013-225 （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: 潰瘍性大腸炎治療薬（スルファサラジン）が癌幹細胞マーカー（CD44 とそ

の制御因子）および大腸癌発生に与える影響に関する後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2013-226 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: ドライアイ患者における気分の変遷と治療効果・自覚症状に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

89 受付番号: 2013-227 （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: アロマターゼ阻害剤耐性ホルモン受容体陽性乳がん細胞株の樹立に関する

研究 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2013-228 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 難治性血管腫・血管奇形についての調査研究班 患者実態調査および治療

法の研究 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2013-229 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 尿試験紙 AUTION Sticks ビリルビン比色表の色調評価 
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 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2013-230 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 圧力センサーを応用した痛み計測装置を用いた眼表面性状と角膜知覚の関

連性の測定 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

93 受付番号: 2013-231 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 屈折矯正手術前後の眼軸長変化 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2013-232 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: YAG レーザー後発白内障切開術前後の視機能障害の検討 

 判 定: 承認 

   

95 受付番号: 2013-233 （新規） 

 申請者(研究責任者): 前川 裕一郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 薬剤抵抗性本態性高血圧症に対する腎動脈内高周波焼灼術に関する研究 

 判 定: その他（次月審議） 

   

96 受付番号: 2013-234 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 自己検査用グルコース測定装置 二プロ TRUEpico の検討 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2013-235 （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高感度トロポニン T測定に関する研究 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2013-236 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 急性大動脈解離の合併症予測因子の同定のための観察研究 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2013-237 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 疫学調査 血液疾患登録 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2013-239 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 重度の男性不妊症患者由来組織を用いた DNA 関連解析による特発性造精機

能障害の解明研究 

 判 定: 承認 
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101 受付番号: 2013-240 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器疾患における便中カルプロテクチン測定試薬 「EliA Calprotectin」

臨床性能試験 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2013-242 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 膵頭十二指腸切除術の術前栄養介入の有用性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 2013-244 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 大腸生検組織でサイトメガロウイルス免疫染色陽性を示した潰瘍性大腸炎

患者の予後の検討 

 判 定: 承認 

   

104 受付番号: 2013-245 （新規） 

 申請者(研究責任者): 香取 信之（麻酔学） 

 課題名: 経皮的肝組織酸素飽和度は肺動脈絞扼術の効果判定として有用であるか 

 判 定: 承認 

   

105 受付番号: 2013-246 （新規） 

 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解明を目指した網羅的研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

106 受付番号: 2013-247 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 脊椎関節炎の合併症に関する調査 

 判 定: 承認 

   

107 受付番号: 2013-248 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: アレルギー性気管支肺真菌症の診断・治療指針確立のための症例登録研究 

 判 定: 承認 

   

108 受付番号: 2013-249 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 睡眠時無呼吸症候群における眠気の評価 

 判 定: 承認 

   

109 受付番号: 2013-250 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 

 課題名: グリオーマの分子生物学的特徴に基づく個別化治療 

 判 定: 承認 

   

110 受付番号: 2013-251 （新規） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 
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 課題名: 内視鏡・手術検体を用いた PESI-MS 法による迅速がん組織診断法の確立 

 判 定: 承認 

   

111 受付番号: 2013-252 （新規） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 小児における副鼻腔の発生、発達過程の画像解析研究 

 判 定: 承認 

   

112 受付番号: 2013-253 （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: 難治性慢性下気道感染に対するアミカシン吸入療法 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

113 受付番号: 2013-256 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存成人患者における Quality of Life

に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

114 受付番号: 2013-257 （新規） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 子宮移植に対する一般市民のインターネット上によるアンケート意識調査 

 判 定: 承認 

   

115 受付番号: 2013-258 （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 DNA ミスマッチ修復（MMR）遺伝子の異常メチル化とエピ

ミューテーションの網羅的解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

116 受付番号: 2013-261 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 採血による Xa 活性阻害薬の効果判定 

 判 定: その他（次月審議） 

   

117 受付番号: 2013-262 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: 高次機能評価に実用視力計を用いた観察研究 

 判 定: 不承認 

   

118 受付番号: 2013-265 （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: AMPLATZER バスキュラープラグ 使用成績調査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

119 受付番号: 2013-266 （新規） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 進行肺がん患者およびその家族が抱える問題に関する調査 

 判 定: 承認 
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120 受付番号: 2013-267 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 鼻閉を伴う睡眠時無呼吸症候群の検討 

 判 定: 承認 

   

121 受付番号: 2013-268 （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ジクアホソルナ

トリウム治療長期効果に関するレトロスペクティブ調査」の研究 

 判 定: 承認 

   

122 受付番号: 2013-269 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: ドセタキセル療法抵抗性前立腺癌に対するリバビリン併用ドセタキセル

療法の有効性と安全性に関する臨床研究 

 判 定: その他（次月審議） 

   

123 受付番号: 2013-270 （新規） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル的大動脈弁留置術が検討された患

者の診療・予後調査のための前向きレジストリ研究 

 判 定: 再審査 

   

124 受付番号: 2013-271 （新規） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁留置術実施前の患者ス

クリーニング情報のインターネット上へのアップロード（ValvePoint TM

への登録） 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

125 受付番号: 2013-272 （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: 三次元 Fiber granting センサ呼吸診断システムを用いた脳血管障害患者

および筋ジストロフィー患者の夜間呼吸解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

126 受付番号: 2013-273 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池上 直己（医療政策・管理学） 

 課題名: 終末期医療に関する意識調査の調査対象拡大の検討に資する基礎研究 

 判 定: 承認 

   

127 受付番号: 2013-275 （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: 新規ドレーン固定具の安全性・有効性評価のための前向き介入研究 

 判 定: 承認 

   

128 受付番号: 2013-276 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 
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 課題名: C 型慢性肝疾患患者に対する分岐鎖アミノ酸（BCAA）顆粒製剤長期投与の

臨床効果についての検討を完了した患者を対象とした前向きコホート試

験 

 判 定: 承認 

   

129 受付番号: 2013-277 （新規） 

 申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学） 

 課題名: 月経困難症治療薬の治療効果の評価 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

130 受付番号: 2013-278 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浦岡 俊夫（腫瘍センター） 

 課題名: 大腸鋸歯状病変発生における腸管スピロヘータの関与についての検討 

 判 定: 承認 

 

 

以上 

 


