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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （26-3） 
 
日   時 ：平成 26年 6 月 23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：小崎健次郎 

委   員 ：高橋孝雄、半田誠、仲嶋一範、山田健人、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、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 ：佐藤裕史（副委員長）、村田満、大生定義 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、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: 2014-084 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 上皮性卵巣癌の妊孕性温存療法の対象拡大のための非ランダム化検証的試

験(JCOG1203) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

     

2 受付番号: 2014-089 （新規） 

 申請者(研究責任者): 須田 康文（整形外科学） 

 課題名: 変形性膝関節症患者における足部代償性変化の調査 

 判 定: 保留（再審査） 

   

3 受付番号: 2014-102 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 新規胃がんリスクマーカーとしての血漿グレリンの開発 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2013-453-1 再 （再審査） 

 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: 保留（再審査） 

   

5 受付番号: 2014-106 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: JCOG1306 高悪性度非円形細胞肉腫に対する adriamycin， ifosfamide に

よる補助化学療法と gemcitabine， docetaxel による補助化学療法とのラ
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ンダム化 Ⅱ/Ⅲ 相試験 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

6 受付番号: 2014-109 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 

 課題名: 抗てんかん薬レベチラセタムの、グリオーマにおけるてんかん発作抑制効

果および MGMT 発現抑制効果における有用性の検討（第Ⅱ相臨床研究） 

 判 定: 保留（再審査） 

   

7 受付番号: 2014-110 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 

 課題名: 80 歳以上の高齢者悪性神経膠腫患者に対するテモゾロミド・アバスチン併

用療法の安全性・有効性の検討（第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験） 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

8 受付番号: 2014-112 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 由幸（内科学（消化器）） 

 課題名: 内視鏡的ネクロセクトミーにおける大口径金属ステントの有用性に関する

検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

9 受付番号: 2013-517-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 難治性濾胞性リンパ腫に対する bendamustine を併用した前処置による同種

造血幹細胞移植療法の安全性と有効性の検討 (第 1/2 相試験 ) 

KSGCT1301(FL benda) 

 判 定: 保留（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。 
 

10 受付番号: 2013-512-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器慢性炎症性疾患における遺伝子変異の検索 

 判 定: 承認 

   

11 受付番号: 2014-029-1 再 （再審査） 

 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: 重度上肢麻痺患者に対する脳波利用ブレイン・マシン・インターフェース

リハビリテーションシステム機器の開発 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2009-63-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 前川 裕一郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 東京都 CCUネットワーク AED（自動対外徐細動器）プログラムの突然死ハイ

リスク患者蘇生に関する有用性の検討 

 判 定: 承認 
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13 受付番号: 2010-151-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関する

解析研究 

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 2010-293-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 開放隅角緑内障患者における転倒頻度ならびに交通事故頻度 

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2011-088-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 進行期悪性骨・軟部腫瘍に対する画像ガイド下経皮的凍結融解壊死療法 

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2011-269-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 非虚血性心筋症の心機能改善に対する高純度 EPA 製剤の効果とその機序を

解明する。 

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2012-104-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田中 正巳（中外製薬 CKD 骨内分泌学寄附講座） 

 課題名: DPP-4 阻害薬からミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠（グ

ルベスⓇ配合錠）への切り替えにおける有効性と安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2012-153-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: トーリック眼内レンズ乱視矯正正誤差の検討 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2012-252-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 山岸 由幸（内科学（消化器）） 

 課題名: IgG4 関連疾患・自己免疫性膵炎における疾患関連遺伝子の解析 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2012-261-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 本邦の骨軟部肉腫患者における静脈血栓塞栓症の発生頻度と予測因子に関

する前向き観察研究【骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同臨床試験】 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2012-421-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 網膜障害における血液・眼内液バイオマーカーの探索 

 判 定: 承認 
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22 受付番号: 2012-517-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小杉 志都子（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: 保留（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2013-047-3 （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: 保留（事務局確認） 

   

24 受付番号: 2013-107-2 （修正Ａ） 

 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 

   

25 受付番号: 2013-156-2 （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: 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 

   

26 受付番号: 2013-258-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

27 受付番号: 2013-323-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 莇生田 整治（歯科・口腔外科学） 

 課題名: シタフロキサシン（グレースビット錠）1 回 100mg 投与 -歯科・口腔外科

領域における組織移行性試験- 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2013-326-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 新庄 正宜（小児科学） 

 課題名: ＲＳウィルス関連下気道感染症により入院した日本人小児に対する前向き

調査 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2013-362-2 （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: 心臓カテーテル検査を参照標準とした二重エネルギーCT の冠動脈狭窄診断

能の検討 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2013-462-2 （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: 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 
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 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 15-61-7 （修正Ｂ） 

 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 

   

32 受付番号: 2009-18-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病態解明と

診断法 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2010-118-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 骨肉腫術後補助化学療法における Ifosfamide 併用の効果に関するランダム

化比較第Ⅲ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2010-144-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 漢方の特性を利用したエビデンス創出と適正使用支援システムの構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

35 受付番号: 2010-186-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: チロシンキナーゼ阻害剤による分子遺伝学的寛解達成後のチロシンキナー

ゼ阻害剤投与中止に関する検討 

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2011-314-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 冨永 英一郎（産婦人科学） 

 課題名: 卵巣癌患者の腹水中癌細胞を用いた抗がん剤の細胞増殖抑制効果の評価系

に関する検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

37 受付番号: 2012-075-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（第一三共寄附講座） 

 課題名: 急性心不全患者を対象とした登録研究 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-081-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器疾患における便中カルロプラクチンの有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-147-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 腰椎変性側弯症の遺伝子解析に関する研究 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

40 受付番号: 2012-156-5 （修正Ｂ） 

 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: 却下 

   

41 受付番号: 2012-275-2 （修正Ｂ） 

 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の治療成績 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

42 受付番号: 2012-324-4 （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 

   

43 受付番号: 2012-325-5 （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 

   

44 受付番号: 2012-465-3 （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: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2012-477-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: ケロイド・肥厚性瘢痕患者組織を用いたヒト組織移植免疫不全マウスモデ

ルの確立 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2013-012-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後の日常生活活動強度の比較に関する探索的研究 

 判 定: 却下 

   

47 受付番号: 2013-041-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸がん検査における従来法細胞診と液状化検体細胞診の性能比較研究 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2013-059-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: がん治療を目的とした細胞プロセッシングに用いる装置の研究開発 
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 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2013-061-3 （修正Ｂ） 

 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: 却下 

   

50 受付番号: 2013-173-2 （修正Ｂ） 

 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: 保留（事務局確認） 

   

51 受付番号: 2013-184-2 （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睡眠呼吸障害に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2013-198-2 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

53 受付番号: 2013-204-3 （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 

   

54 受付番号: 2013-330-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 

 課題名: 内視鏡･手術検体を用いた PESI-MS 法による迅速膵がん診断法の確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

55 受付番号: 2013-430-2 （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: 「頭頸部腫瘍周術期患者の自己効力感と肩関節機能、心理的要因、QOL との

関連と経時的変化の検討」 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2013-452-2 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

57 受付番号: 20-16-28 （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 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2014-051 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 健常成人志願者を対象とした 123I-IMAP SPECT 検査による脳血流シンチの

統計画像解析方(3D-SSP)に用いるノーマルデータベースの作成に関する研

究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2014-072 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学） 

 課題名: 救急診療音声認識開発向け言語辞書開発・研究協力および病院診療録(電子

カルテ)所見データ利用 

 判 定: 保留（再審査） 

   

60 受付番号: 2014-073 （新規） 

 申請者(研究責任者): 仲嶋 一範（解剖学） 

 課題名: ヒト死胎脳組織標本の形態学的観察によるヒト中枢神経系の発生過程の解

明 

 判 定: 保留（再審査） 

   

61 受付番号: 2014-074 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: ゲノム・プロテオーム解析に基づく骨軟部腫瘍の分子病態把握とその臨床

応用を目指す多施設共同研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

62 受付番号: 2014-075 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 術後気管支断端瘻に関する後向き多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2014-076 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 未分化細胞抗原を標的とする iPS 細胞再生医療における腫瘍根絶法の開発 

 判 定: 保留（再審査） 

   

64 受付番号: 2014-077 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河合 俊英（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病患者に対する新規経口糖尿病薬イプラグリフロジンによる体組織の

変化の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

65 受付番号: 2014-078 （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: ピタバスタチン投与による大動脈多量アテローム血栓退縮効果及び腹部大

動脈治療に伴う血栓飛散抑止効果の検討 Prevention of Cholesterol 

Embolization durin Endovascular and Open aneurysm repair with 

Pitavastatin [PROCEDURE] Study 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2014-079 （新規） 

 申請者(研究責任者): 柴田 護（内科学(神経)） 

 課題名: 高齢発症てんかん患者の生活の質と認知機能の推移に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2014-080 （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: 食道癌における肥満関連因子と sarcopenia に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2014-081 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者の自動車運転の特性に関する検討のための基礎的なデータの構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

69 受付番号: 2014-082 （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: 末梢動脈疾患治療に関する多施設前向き研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

70 受付番号: 2014-083 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: マイクロアレイとゲノムシークエンス解析法を用いた小児甲状腺腫瘍発症

機序の解明 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2014-085 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 由幸（内科学（消化器）） 

 課題名: 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての後向き多施設観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

72 受付番号: 2014-086 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 既存資料を用いた健診受診者の CAVI（Cardio Ankle Vascular Index）の規

定要因に関する横断・縦断解析研究 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2014-087 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松岡 克善（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎に対するタクロリムスとインフリキシマブの治療効果検証 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2014-088 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松岡 克善（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎に対する３rd-line 治療としてのタクロリムスとインフリキ

シマブの有効性・安全性の検討 

 判 定: 承認 
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75 受付番号: 2014-090 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 物品搬送場面でのケアスタッフの負担軽減システムの評価研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

76 受付番号: 2014-091 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中川 種昭（歯科・口腔外科学） 

 課題名: iPS細胞および組織幹細胞を用いたヒト歯および歯周組織の3次元培養法の

確立 

 判 定: 保留（再審査） 

   

77 受付番号: 2014-093 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 全身性エリトマトーデスの臨床試料解析に基づく新規バイオマーカーおよ

び病態探索に関する研究 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2014-094 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: セルトリズマブペゴルの実地臨床における有効性と安全性の検証 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2014-095 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学） 

 課題名: iPS 細胞を用いた悪性高熱症・関連疾患の発症機構の解明と診断法・治療法

の開発 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2014-096 （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: 上肢・手指機能検査法（簡易上肢機能検査 Simple Test for Evaluating Hand 

Function) の妥当性に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

81 受付番号: 2014-097 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（緩和ケアセンター） 

 課題名: がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2014-098 （新規） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（緩和ケアセンター） 

 課題名: アセトアミノフェン製剤の高用量使用による肝障害についての調査 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2014-099 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: ヒト臨床検体を用いた新規免疫抑制剤の有効性に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 
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84 受付番号: 2014-100 （新規） 

 申請者(研究責任者): 白波瀬 丈一郎（精神・神経科学） 

 課題名: 不安障害に対するマインドフルネス教室の効果および費用対効果研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2014-101 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松岡 克善（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患患者における腸内および口腔内細菌叢の検討 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2014-103 （新規） 

 申請者(研究責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 超高齢化社会日本における老人性喉頭の臨床的背景に関する多面的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

   

87 受付番号: 2014-104 （新規） 

 申請者(研究責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 非耳鼻咽喉科内視鏡検査における咽喉頭所見の臨床的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

88 受付番号: 2014-105 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中江 淳（日本ベーリンガーインゲルハイム寄附講座） 

 課題名: ヒトインスリン受容体異常症 Leprechaunism iPS 細胞を用いた新規 FOX01 

活性調節低分子化合物アッセイ系の確立に関する基礎的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

89 受付番号: 2014-107 （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: ダプトマイシンの体内動態および有効性・安全性に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

90 受付番号: 2014-108 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 多目的コホート研究における眼科疾患、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

る目とこころの研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

91 受付番号: 2014-111 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: EUS-FNA 検体を用いた膵腫瘍細胞に対する薬剤剤感受性の検討 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

92 受付番号: 2014-113 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 小児外科疾患治療後の生活の実態に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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93 受付番号: 2014-114 （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: メロペネム高用量投与（１回 1～2g、１日 1 回 2～3 回）時の体内動態と有

効性・安全性に関する検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

94 受付番号: 2014-115 （新規） 

 申請者(研究責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 喉頭悪性腫瘍患者の咽喉頭機能と QOLに対する種々の治療が及ぼす影響 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

95 受付番号: 2014-119 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 持続血糖モニター（CGM）を装着した糖尿病患者（症例報告） 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2014-120 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: CGM 装着患者（症例報告） 

以上 


