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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （26-2） 
 
日   時 ：平成 26年 5 月 26日 （月） 17:00～18：30 

場   所 ：新棟 11 階 中会議室 

副委員長：佐藤裕史、小崎健次郎 

委   員 ：山田健人、村田満、増井徹、竹内裕也、奈良雅俊、木村彰男、田村京子、 

矢田部菜穂子、唐澤貴夫、大生定義、木村チヅ子、天野慎介、馬上祐子 

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 ：大前和幸（委員長）、高橋孝雄、半田誠、仲嶋一範 

 

事務局：倫理委員会事務局（今井、水野、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: 2014-061 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: WEB 会議システムを用いた強迫性障害に対する曝露反応妨害法の有効性の

検証 

 判 定: 保留（再審査） 

     

2 受付番号: 2014-046 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌疑い患者に対する、経会陰的及び経直腸的前立腺針生検の有用性

と安全性の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

3 受付番号: 2014-038 （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-44) 

 判 定: 保留（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。 
 

4 受付番号: 14-20A-12 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（百寿総合研究センター） 

 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 
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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 

   

5 受付番号: 14-20B-9 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（百寿総合研究センター） 

 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 

   

6 受付番号: 15-92-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学） 

 課題名: ヒト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: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 17-2-10 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 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: 承認 

   

8 受付番号: 19-47-9 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（百寿総合研究センター） 

 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: 承認 

   

9 受付番号: 19-81-11 （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 

   

10 受付番号: 20-31-5 （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: 保留（事務局確認） 

   

11 受付番号: 2009-42-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2009-64-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 変形性関節症の診断および進行予測に関する軟骨代謝マーカーの有用性に

関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2010-080-5 （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メカニズムの解明と治療手段の開発 

 判 定: 承認 
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14 受付番号: 2010-133-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 安部 貴人（内科学（神経）） 

 課題名: 脳梗塞患者の抗血小板薬の反応性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2010-224-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（臨床検査医学） 

 課題名: 日常検査導入を目的とした血液凝固検査試薬の評価と検証 

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2011-015-3 （修正Ａ） 

 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 

   

17 受付番号: 2011-100-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 藤田 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 長期留置型中心静脈カテーテルを有する患児に発症したカテーテル関連血

流感染症に対するカテーテル温存を目的としたエタノールロック療法の検

討 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2011-137-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高柳 淳（分子生物学） 

 課題名: 組換え抗体の ADCC・CDCC 活性測定 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2011-138-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高柳 淳（分子生物学） 

 課題名: 特異糖鎖を有する組換え抗体の ADCC・CDCC 活性測定 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2011-212-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（百寿総合研究センター） 

 課題名: 110 歳以上者（スーパーセンチナリアン）の全ゲノム配列解析による長寿遺

伝素因の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2011-245-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 人工膝関節置換術における術前 CT-baced 3D プランニングの有効性に関す

る研究 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2011-357-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 簡易型脳波計測装置を用いた耳鳴りに対する客観的評価について 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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23 受付番号: 2011-365-3 （修正Ａ） 

 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

治療実態調査 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2012-037-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 腰部脊柱管狭症に対するトラマドール／アセトアミノフェン配合錠（トラ

ムセット配合錠）の有効性および安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2012-099-5 （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 

   

26 受付番号: 2012-127-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 同側に耳鳴を伴う一側高度または重度感音難聴に対する、人工内耳の装用

効果に関する研究 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2012-156-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 線維柱帯切開術の術後成績及び合併症の後ろ向き研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

28 受付番号: 2012-197-2 （修正Ｂ） 

 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: 重度アルツハイマー病を対象にしたコリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジ

ル）の薬物治療効果及び治療反応性に関する脳形態・機能画像などのマル

チモーダルアプローチによる検討 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2012-226-9 （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 

   

30 受付番号: 2012-259-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 秀男（スポーツ医学総合センター） 

 課題名: 生活習慣病の１次・２次予防をめざした病院運動療法指導システムの確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

31 受付番号: 2012-281-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 
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 課題名: 光トポグラフィを用いた精神疾患における前頭葉機能の研究 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2012-287-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚特異抗原の異所性発現による自己免疫皮膚疾患病態への関与 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2012-291-4 （修正Ａ） 

 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 

   

34 受付番号: 2012-302-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: アカントアメーバ角膜炎の眼表面所見についての検討 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-324-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 運転者、とくに高齢運転者の安全に関わる視覚機能の解明のための基礎デ

ータ取得 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2012-325-4 （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: 承認 

   

37 受付番号: 2012-328-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 尿路上皮腫瘍の CT フォローの最適プロトコールの構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

38 受付番号: 2012-420-5 （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 

   

39 受付番号: 2012-481-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 神野 浩光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 乳癌手術におけるリアルタイム腫瘍位置推定と提示手法の確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

40 受付番号: 2012-499-2 （修正Ｂ） 

 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: 経口コリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジルまたはガランタミン）から貼

付コリンエステラーゼ阻害薬（リバスチグリン）に切り替え後の薬品治療

効果および治療反応性に関する脳形態・機能動画などのマルチモーダルア
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プローチによる検討 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-516-4 （修正Ｂ） 

 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；予備的調査 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2013-055-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: 術前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: 保留（事務局確認） 

   

43 受付番号: 2013-098-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

44 受付番号: 2013-116-2 （修正Ａ） 

 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 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2013-128-2 （修正Ａ） 

 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 

   

46 受付番号: 2013-134-2 （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(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の有用性を検討するパイロット研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

47 受付番号: 2013-146-4 （修正Ａ） 

 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 

   

48 受付番号: 2013-175-8 （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: 保留（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2013-176-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 朴 順禮（看護医療学部） 
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 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 

   

50 受付番号: 2013-182-2 （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 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: 保留（事務局確認） 

   

51 受付番号: 2013-209-4 （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 

   

52 受付番号: 2013-246-5 （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解明を目指した網羅的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

53 受付番号: 2013-285-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 甲状腺癌骨転移手術症例の予後に関する研究 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2013-289-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 子宮癌におけるリンパ節移転に対する FDG-PET/CT の診断精度の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

55 受付番号: 2013-290-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児再発・難治性フィラデルフィア陽性急性リンパ性白血病に対するチロ

シンキナーゼ阻害剤併用化学療法の有効性と安全性に関する調査 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2013-338-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: タフルプロスト点眼液からラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩配合

点眼液の切り替え効果 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2013-349-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 前川 裕一郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 実臨床における Nobori バイオリムス A9 エリューティングステントの至適

二剤併用抗血小板療法(DAPT)期間の検討(NIPPON) 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2013-352-1 再 （再審査） 
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 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: 承認 

   

59 受付番号: 2013-361-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 鷲田 直輝（バクスター包括的腎代替療法展開医学講座） 

 課題名: 腹膜透析患者における腸内細菌叢変様の意義についての臨床研究 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2013-368-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 緑内障における再現性と進行検出能力に関するスペクトラルドメイン OCT

と視野検査の比較 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2013-377-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 新しく開発された体幹部 MRI撮像法における至適撮像条件の検討 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2013-378-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 新しく開発された頭頚部 MRI撮像法における至適撮像条件の検討 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2013-385-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 運動器の恒常性制御機構解明のための観察研究 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2013-390-2 （修正Ｂ） 

 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メンタルスクリーニングに関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

65 受付番号: 2013-397-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: 脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安

全性の検討 略称 CSPS．ｃom（Cilostazol Stroke Prevention Study． 

Combination)試験 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2013-408-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 骨髄増殖性腫瘍の実態調査 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2013-412-2 （修正Ａ） 
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 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: 思春期特発性側弯症の静止立位姿勢動揺の特徴の検討 (後方視的解析) 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2013-415-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 術後悪心嘔吐に対するオランザピン予防投与の安全性の確認 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2013-426-2 （修正Ｂ） 

 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: 下肢リンパ浮腫に対する圧迫下運動療法の即時効果 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2013-469-2 （修正Ａ） 

 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: 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: 承認 

   

71 受付番号: 2013-478-2 （修正Ａ） 

 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 

   

72 受付番号: 2013-493-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 健常者におけるレジリエンスの生物学的、文化的、宗教的基盤：日本とオ

ーストリアの比較研究 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2013-503 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河奈 裕正（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 骨補填材(Bio-Oss)による歯槽骨温存及び骨造成によるデンタルインプラ

ントの予後 

 判 定: 保留（再審査） 

   

74 受付番号: 2014-027 （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関連日常生活活動(ADL)の臨床的動作解析

システムの開発 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2014-039 （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: 食道癌における周術期合併症・炎症と予後の関連に関する観察研究 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2014-040 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道胃接合部癌標準術式検討のための調査（多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2014-041 （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: シタグリプチンの血糖降下作用に影響を与える因子の探索 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2014-042 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 多施設共同での 60歳以上のドナーを用いた生体肝移植のドナー及びレシピ

エントの成績に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

79 受付番号: 2014-043 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: 一次性頭痛における睡眠の状態に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2014-044 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 血中循環消化器がん細胞の培養系の確立 

 判 定: 保留（再審査） 

   

81 受付番号: 2014-045 （新規） 

 申請者(研究責任者): 武田 祐子（看護医療学部） 

 課題名: 胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術を受けた後期高齢患者の退院後の日

常生活と看護支援の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2014-047 （新規） 

 申請者(研究責任者): 武田 祐子（看護医療学部） 

 課題名: レシピエントの体調変化にともなう生体腎移植ドナーの腎提供に対する認

識とその影響 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

83 受付番号: 2014-048 （新規） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 変形性膝関節症患者に対する高分子ヒアルロン酸製剤の関節内注入療法が

歩行に与える影響の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

84 受付番号: 2014-049 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者に対するテレビ会議システムを用いた認知機能の評価の信頼性の検

討および満足度調査 

 判 定: 承認 
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85 受付番号: 2014-050 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: メモリークリニック受診患者の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 

   

86 受付番号: 2014-052 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチ患者を対象とした新規血中インフリキシマブ濃度検出用試薬

の既存 ELISA 法との相関性等に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

87 受付番号: 2014-054 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

川島 素子（眼科学） 

 課題名: 模擬車内湿度環境の違いによる運転および視機能に与える影響の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

88 受付番号: 2014-055 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 臨床病期Ⅰ期肺癌に対する肺葉切除、区域切除の周術期合併症の検討 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2014-056 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児慢性骨髄性白血病の臨床像に関する疫学調査 JPLSG CML11（追加調

査） 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2014-057 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

安部 貴人（内科学（神経）） 

 課題名: 非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TIA におけるリバーロキサバンの投

与開始時期に関する観察研究 RELAXED(Recurrent Embolism Lessened by 

rivaroxaban, an Anti-Xaagent of Early Dosing for acute ischemic stroke 

and transient ischemic attack with atrial fibrillation study) 

 判 定: 保留（再審査） 

   

91 受付番号: 2014-058 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

川島 素子（眼科学） 

 課題名: アマゾン川流域住民と東京都民の涙液量とドライアイ自覚症状の比較 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   



 12

92 受付番号: 2014-059 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

田中 京子（産婦人科学） 

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

(広汎子宮全摘手術症例との比較) 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2014-060 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 全自動尿化学分析装置 クリニテックノーバスを用いたノーバス試薬カー

トリッジ PR012 の検討 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2014-062 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

佐野 元昭（内科学(循環器)） 

 課題名: T リンパ球の免疫老化と加齢性疾患との相関の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

95 受付番号: 2014-063 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鼻咽喉科観察内視鏡の洗浄による除菌効果 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2014-064 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 当院集中治療室におけるトロンボモジュリン投与の現状とその効果 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

97 受付番号: 2014-065 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝移植における液性拒絶反応制御を目指したドナー特異的抗体の検出と役

割の解明 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2014-066 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: リウマチ性疾患の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: 保留（事務局確認） 

   

99 受付番号: 2014-067 （新規） 

 申請者(研

究責任者): 

竹内 勤（内科学（リウマチ）） 



 13

 課題名: リウマチ性疾患における新規低侵襲検査法に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2014-068 （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（主に関節リウマチ）患者試料を用いた疾患・病態形成にお

けるフラクタルカインの役割の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

101 受付番号: 2014-070 （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: 全国大腸癌肝転移登録事業及び登録情報に基づく研究 

 判 定: 承認 

以上 


