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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （25-10） 
 
日   時 ：平成 26年 2 月 24日 （月） 17:00～19：00 

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：佐藤裕史、小崎健次郎 

委   員 ：高橋孝雄、半田誠、村田満、仲嶋一範、山田健人、奈良雅俊、木村彰男、田村京子、 

唐澤貴夫、増井徹、木村チヅ子、天野慎介 

予備審査委員：神山圭介、粟津緑 

オブザーバー：中川敦夫 

 

欠席者 

委員：吉田一成、矢田部菜穂子、大生定義、馬上祐子 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、今井、吉岡、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: 2013-396 （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 家族性血球貧食症候群(FHL-1) 

 判 定: 不承認 

     

2 受付番号: 2013-489 （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 成熟遅延骨異常形成(OD-1) 

 判 定: 承認 

   

3 受付番号: 2013-491 （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 筋緊張性ジストロフィー(DM1-14) 

 判 定: 承認 

   

4 受付番号: 2013-490 （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 筋緊張性ジストロフィー(DM1-15) 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

5 受付番号: 2013-449 （新規） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: 保存期の小児慢性腎臓病患者を対象としたバルサルタンと球形吸着炭の腎
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保護効果に関するランダム化比較試験 

 判 定: 条件付承認（委員長確認） 

   

6 受付番号: 2013-454 （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 を用いた外傷性脳損傷の病

態に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2013-457 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能と行動発達の解明 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2013-438 （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: KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法mFOLFOX6と周

術期化学療法 mFOLFOX6+セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験(EXPERT

試験) 

 判 定: 承認 

   

9 受付番号: 2013-459 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: ステロイド性骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物の臨床的有用性に関す

る検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2013-461 （新規） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 初発悪性神経膠腫に対する VEGFR1/2 ペプチドワクチンの第Ⅰ/Ⅱ相臨床試

験 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

 

11 受付番号: 2013-488 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 機能性消化管疾患患者に対する健常人糞便投与(糞便移植)の安全性および

有効性の検討 

 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。 
 

 

12 受付番号: 2013-428-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 仲秋 秀太郎（精神神経科学教室寄附講座「加齢と行動認知」） 

 課題名: 交通事故後遺症に伴う高次脳機能障害患者の社会的行動障害の病態の検証 
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 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 13-67-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: 特異的癌抗原を用いる癌免疫療法のための癌抗原同定 

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 16-6-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: 重症ドライアイ患者への自己血清点眼の使用 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2009-295-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 

 課題名: 胃食道逆流症患者におけるバレット粘膜の長期経過の検討-Prospective 

Cohort Surver- 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

16 受付番号: 2009-66-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 天疱瘡における遺伝的背景の検索 

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2010-026-4 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

18 受付番号: 2010-028-5 （修正Ａ） 

 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における腸内細菌叢の評価 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2010-225-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（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 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2011-155-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（内科学（老年）） 

 課題名: 主題：超高齢者の死亡率と健康状態の関係：5 か国超高齢者プロジェクト

（5COOP） 副題：百寿者の健康状態と QOL の関係：5 か国百寿者プロジェ

クト 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2011-192-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 大規模コホート研究の既存データ統合とそれを用いた循環器疾患危険因子



 4 

の評価分析 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2011-232-2 （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: 胃切除術式と胃術後障害に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2011-262-5 （修正Ａ） 

 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 

   

24 受付番号: 2011-302-2 （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: 食道癌術前評価における気管支動脈 3次元 CT血管造影の有用性の調査 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2012-041-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: 脊髄髄内腫瘍術後の脊髄障害性疼痛の定量的解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2012-048-2 （修正Ａ） 

 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患者における初回副腎皮質ホルモン治療に続発す

る大腿骨頭壊死症発生予防研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2012-087-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科悪性腫瘍の薬物反応に関連する遺伝子の探索およびゲノム情報に基

づいた個別化治療の確立 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2012-130-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 四津 良平（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 自己心膜を用いたステントレス生体弁による僧帽弁手術 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2012-155-3 （修正Ａ） 

 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 

   

30 受付番号: 2012-250-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: マクロライド系抗菌薬の免疫修飾作用の検討 
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 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

31 受付番号: 2012-258-3 （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: 条件付承認（事務局確認） 

   

32 受付番号: 2012-337-2 （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: 80 歳以上高齢者での胃癌術後不整脈例の術前、術中因子の検討についての

後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2012-338-2 （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: 消化管造影検査とアンケートを併用した胃術後機能についての研究 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2012-407-2 （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: 食道癌術前評価における Magnetic resonance-thoracic ductography(MRTD)

の有用性の調査 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-473-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 特発性細菌性腹膜炎患者の診断・治療効果に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2013-004-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

37 受付番号: 2013-061-2 （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: 条件付承認（事務局確認） 

   

38 受付番号: 2013-062-2 （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 

   

39 受付番号: 2013-075-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 
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 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 The Effect and Safety of Hydrogen Inhalation on Outcome Following 

Brain Ischemia During Post Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2013-091-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 福島 紀子（薬学部） 

 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: 承認 

   

41 受付番号: 2013-172-2 （修正Ａ） 

 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

42 受付番号: 2013-246-4 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

43 受付番号: 20-191-5 （修正Ａ） 

 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: 条件付承認（事務局確認） 

   

44 受付番号: 16-25-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 大前 和幸（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: トナー曝露作業者の健康影響に関するコホート研究 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 19-81-10 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学） 

 課題名: 検体採取と保存へご協力のお願いと遺伝情報に応じた治療法の確立 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2009-277-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: ドライアイにおける涙腺、角結膜、血液および涙液の病態解析 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

47 受付番号: 2010-141-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（内科学（老年）） 

 課題名: 健康長寿に対する心理学・医学要因の影響の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

48 受付番号: 2011-159-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 
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 課題名: がんバイオマーカーの探索と新規がん診断法・治療法の開発に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2011-267-2 （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: 肺非結核性抗酸菌症に関する観察研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

50 受付番号: 2012-044-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

51 受付番号: 2012-046-4 （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: 条件付承認（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2012-103-3 （修正Ｂ） 

 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: 2012-325-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: Lentis Mplus X、Lentis Mplus X Toric 眼内レンズを用いた白内障手術 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

54 受付番号: 2012-326-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 円錐角膜眼の白内障手術における、術後前房深度と他の因子の関連につい

て 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

55 受付番号: 2012-467-3 （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: 条件付承認（事務局確認） 

   

56 受付番号: 2012-474-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 円錐角膜の進行に関与する因子の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

57 受付番号: 2012-525-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 
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 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（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2013-011-2 （修正Ｂ） 

 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）によるドライアイの国際診断基準の作成 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2013-175-5 （修正Ｂ） 

 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 

   

60 受付番号: 2013-286-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 綾木 雅彦（眼科学） 

 課題名: 眼科患者の睡眠アンケート 

 判 定: 不承認 

   

61 受付番号: 2013-329-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊索腫の鑑別診断と治療効果判定として有効な血清マーカーの探索的研究 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2013-383-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 難治性腸疾患患者に対する健常人糞便投与(糞便移植)の安全性および有効

性の検討 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2013-398-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 末松 誠（医化学） 

 課題名: バイオバンクジャパン「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」

蓄積検体を用いた疾患バイオマーカー・シグネチャの探索 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

64 受付番号: 20-180-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸部腫瘍におけるヒトパピローマウイルス感染の関与と他のリスク因

子との相互作用 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 20-189-2 （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: 胃癌における上皮間葉移行と癌幹細胞に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2013-224 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 
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 課題名: 正常眼に対するビタミン D 軟膏(オキサロール軟膏(R)の眼瞼皮膚、眼表面

への安全性の検討 

 判 定: 不承認 

   

67 受付番号: 2013-347 （新規） 

 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: 先天異常症候群領域における患者による iPS 細胞研究協力促進のためのシ

ステム構築 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2013-352 （新規） 

 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シメプレビル・ペグインターフェロン・リバビリン 3

剤併用療法における治療効果の検討(多施設共同研究) 

 判 定: 再審査 

   

69 受付番号: 2013-443 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: LASIK 術後眼白内障手術における新たな眼内レンズ度数計算式の考案 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

70 受付番号: 2013-444 （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: 外来糖尿病患者の治療満足度に関する経年的調査 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2013-445 （新規） 

 申請者(研究責任者): 杉野 吉則（予防医療センター） 

 課題名: 人間ドック受診者のメタボリックシンドロームと骨密度の関係 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2013-446 （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: 病理検体を用いた早期胃癌の腫瘍進展範囲に関する遡及的解析 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2013-447 （新規） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: 尿路感染症における尿中リボヌクレアーゼ７の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

74 受付番号: 2013-448 （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: 脳卒中片麻痺患者における上肢到達運動（リーチ運動）評価のための臨床

的評価尺度の開発 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2013-450 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 
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 課題名: 卵巣漿液性境界悪性腫瘍（serous borderline tumor, SBT）の病態と臨床

的取扱いに関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2013-451 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 中耳常在細菌叢のメタゲノム解析に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2013-452 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝切除の周術期栄養介入の有用性と肝再生に関する研究 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2013-453 （新規） 

 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解析 

 判 定: 再審査 

   

79 受付番号: 2013-455 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染症学） 

 課題名: 成人における侵襲性肺炎球菌感染症、全国サーベイランス 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-456 （新規） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: 小児 CKD における尿中マグネシウム排泄率の検討 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2013-458 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 日本集中治療医学会主催の ICU 入室患者登録システム事業への参画 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2013-460 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: アザチオプリン代謝酵素遺伝子多型の関節リウマチ治療効果に対する影響 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2013-462 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 膵切除予定患者の非侵襲的膵線維化測定(膵硬度測定)の有用性 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2013-463 （新規） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺腫瘍への体幹部定位照射後における放射線肺障害発症のリスク因子の検

討 

 判 定: 承認 



 11 

   

85 受付番号: 2013-464 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障術後の偽調節の変化 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2013-465 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: 川崎病の関連遺伝子解析に関する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2013-466 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌内分泌治療時の骨量低下に対するデノズマブ 6か月製剤(プラリア

(Ｒ))の効果の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

     

88 受付番号: 2013-467 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺患者に対する bone-modifying agent(BMA)投与効果の検討 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2013-469 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 上下肢痙縮を有する脳卒中後の痙性片麻痺患者を対象としたボトックス投

与状況の調査 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

90 受付番号: 2013-470 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: ＦＧ視覚センサーを用いた新生児呼吸波形のモニタリング 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2013-471 （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: 炭酸水が嚥下機能に与える影響 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2013-472 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌に対する密封小線源療法施行前の、ゴナックス（一般名：

degarelix）による前立腺体積縮小効果の検討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

93 受付番号: 2013-473 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌患者に対する、ゴナックス（一般名：degarelix）の投与効果の検

討 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 
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94 受付番号: 2013-474 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 末梢発生肺扁平上皮癌の生物学的動態の解明と予後不良因子の探索 

 判 定: 条件付承認（事務局確認） 

   

95 受付番号: 2013-475 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 完全切除された病理病期Ⅰ期肺腺癌と肺扁平上皮癌における予後因子の解

析 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2013-476 （新規） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 若年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 療法を

施行した患者における予後不良因子の探索研究 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2013-477 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 卵管上皮細胞に由来する卵巣癌の発癌メカニズムの解析 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2013-478 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染制御センター） 

 課題名: Xpert MRSA/SA BC の臨床性能評価研究 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2013-479 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 遺伝子変異および遺伝子発現変化による消化器上皮細胞形質変化の理解 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2013-480 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤原 俊之（リハビリテーション医学） 

 課題名: 脳卒中片麻痺患者におけるパターン電気刺激の歩行障害に対する効果の検

討 

 判 定: 再審査 

   

101 受付番号: 2013-481 （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: 急性期脳卒中片麻痺患者における基本動作時の酸素摂取量と Metabolic 

equivalents 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2013-482 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 認知症介護者の介護時間等に関する研究 

 判 定: 承認 
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103 受付番号: 2013-483 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: インフルエンザ様症状を呈した成人に選択された治療薬剤の調査 

 判 定: 不承認 

   

104 受付番号: 2013-484 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 精神科入院患者を対象とした内服薬管理方法に関する冊子の作成 

 判 定: 承認 

   

105 受付番号: 2013-486 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 血清・尿中ステロイドホルモン分析と ESR1 遺伝子多型解析による早発乳房

の病態解明 

 判 定: 承認 

   

106 受付番号: 2013-487 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: オーションマックス AX-4060 の基礎的検討およびビリルビン偽陽性チェッ

ク機能の検証 

 判 定: 承認 

 
以上 


