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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （26-4） 
 
日   時 ：平成 26年 7 月 25日 （金） 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 ：村田満、山田健人、増井徹、奈良雅俊、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、浅沼宏  

オブザーバー：中川敦夫 

 

欠席者  

委 員 ：小崎健次郎（副委員長）、高橋孝雄、半田誠、仲嶋一範、、竹内裕也、木村彰男 

 

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: 2014-116 （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 相互転座保因者の習慣流産(CT-26) 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 2014-117 （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 相互転座保因者の習慣流産(CT-27) 

 判 定: 承認 

   

3 受付番号: 2014-118 （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 均衡型相互転座保因者の習慣流産

(CT-28) 

 判 定: 保留（再審査） 

   

4 受付番号: 2014-140 （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-41) 

 判 定: 承認 

   

5 受付番号: 2014-156 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 同種造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(graft-versus-host disease)予防
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目的のトラニラスト投与の安全性と有効性の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

6 受付番号: 2014-163 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 守（産婦人科学） 

 課題名: 母親の産後のマインドフルネスと心理的健康状態の関連について 

 判 定: 保留（再審査） 

   

7 受付番号: 2014-006 （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時のマーシャル静脈に対するアルコー

ル注入に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

8 受付番号: 2014-137 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 経皮的肺動脈形成術における生体吸収性ステントの有効性と安全性の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

9 受付番号: 2014-128 （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: 胸部悪性腫瘍に対するCTガイド下cryoablation(凍結融解壊死療法)の安全

性および有効性評価のための第Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2014-148 （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: 乳癌に対する術前化学療法の有用性についての検討 

 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。 

 

11 受付番号: 2013-503-1 再 （再審査） 

 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（事務局確認） 

   

12 受付番号: 2014-044-1 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: 血中循環消化器がん細胞の培養系の確立 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2014-046-1 再 （再審査） 

 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，前立腺立体生検法の有用性と安全性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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14 受付番号: 2014-057-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

15 受付番号: 2014-061-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 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 進行期悪性骨

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2014-091-1 再 （再審査） 

 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（事務局確認） 

   

17 受付番号: 19-47-10 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

18 受付番号: 19-84-3 （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・脊椎疾患に対する磁気共鳴画像・拡散テンソル投射路撮影による評

価法の確立 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2009-95-4 （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: 保留（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2010-050-4 （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: 過体重 2 型糖尿病患者を対象としたリラグルチドおよび高用量メトフォル

ミン投与の有効性に関する比較検討 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2011-018-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: ビスフォスフォネート製剤投与患者の顎骨壊死発症機構の解明 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2012-169-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 大森 泰（腫瘍センター） 
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 課題名: 未分化型早期胃癌の病変範囲診断における画像強調内視鏡の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2012-293-5 （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 

   

24 受付番号: 2012-477-4 （修正Ａ） 

 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 

   

25 受付番号: 2013-068-2 （修正Ａ） 

 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: 保留（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2013-099-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: Fuchs 角膜内皮変性症および滴状角膜症における白内障手術の影響の検討 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2013-207-2 （修正Ａ） 

 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 

   

28 受付番号: 2014-052-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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: 承認 

   

29 受付番号: 2014-094-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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 

   

30 受付番号: 13-67-7 （修正Ｂ） 

 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 

   

31 受付番号: 14-20B-10 （修正Ｂ） 
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 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: 保留（事務局確認） 

   

32 受付番号: 15-57-8 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: ヒト皮膚・粘膜腫瘍・腫瘍類以性病変の遺伝子発現解析と生物学的特性の

検討 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2009-52-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: ヒト表皮におけるタイトジャンクションバリアと免疫応答機構の検討 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-132-5 （修正Ｂ） 

 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・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセル毎週点滴静注

＋カルボプラチン３週毎点滴静注投与とパクリタキセル毎週点滴静注＋カ

ルボプラチン３週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ／Ⅲ相試験 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2011-212-4 （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: 承認 

   

36 受付番号: 2011-279-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: 術後疼痛を増強させる因子の解明 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2011-284-4 （修正Ｂ） 

 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: 神経線維腫症・関連疾患群の遺伝子診断システムの構築 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-156-6 （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: 承認 

   

39 受付番号: 2012-224-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 肺血栓塞栓症・肺動脈狭窄症による肺高血圧症に対する経皮的肺動脈形成

術 

 判 定: 承認 
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40 受付番号: 2012-226-10 （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 

   

41 受付番号: 2012-241-6 （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 

   

42 受付番号: 2012-242-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補助化学療法

の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-296-4 （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 

   

44 受付番号: 2012-324-5 （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: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2012-360-6 （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 

   

46 受付番号: 2012-414-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染制御センター） 

 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 白内障手術前後

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2012-415-3 （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: 臨床病期IB/II/III食道癌(T4を除く)に対する術前CF療法/術前DCF療法/

術前 CF-RT 療法の第 III 相比較試験(JCOG1109) 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2012-438-2 （修正Ｂ） 
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 申請者(研究責任者): 久松 理一（内科学（消化器）） 

 課題名: インフリキシマブによる寛解維持治療における効果不十分なクローン病患

者を対象とした栄養療法併用効果確認試験 －多施設共同無作為化比較臨

床試験 - 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2012-459-2 （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: 消化管穿孔における腹腔内 3D 構築による腹水 CT 値測定意義及び消化管穿

孔の三徴の有用性に関する調査 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-506-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 造血幹細胞移植後の日本人患者におけるカルシニューリン阻害薬とポリコ

ナゾールの薬物間相互作用にＣＹＰ２Ｃ１９遺伝子多型が及ぼす影響に関

する研究 

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2013-009-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: うつ状態に対する電気けいれん療法前後での近赤外線スペクトロスコピィ

を用いた脳機能評価 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2013-082-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: 進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量 IL-2併用の短

期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の第Ⅰ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2013-226-2 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

54 受付番号: 2013-246-6 （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: 承認 

   

55 受付番号: 2013-289-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科悪性腫瘍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） 

   

56 受付番号: 2013-317-2 （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: 進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量 IL-2併用の短

期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の医療計画 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2013-332-2 （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: ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンの CYP2D6 遺

伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2013-379-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 頭蓋底腫瘍の治療成績向上に向けた画像及び病理組織標本の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2013-437-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 心臓血管手術患者における術前のストレス対処力と術後せん妄や QOL との

関連分析 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2013-482-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

61 受付番号: 2013-515-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 心臓手術後の集中治療室における低侵襲心拍出量モニタリング法の比較検

討 

 判 定: 承認 

   

62 受付番号: 2013-495 （新規） 

 申請者(研究責任者): 綾木 雅彦（眼科学） 

 課題名: ブルーライトの暴露と遮光による睡眠と視覚機能への影響 

 判 定: 却下 

   

63 受付番号: 2014-121 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 間葉性軟骨肉腫の治療成績に関する多施設共同研究 【骨軟部肉腫治療研

究会(JMOG)多施設共同臨床試験】 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

64 受付番号: 2014-122 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 冠動脈ステント留置術後 12ヶ月超を経た心房細動患者に対するワーファリ

ン単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試験 (Optimizing 

Antithrombotic Care in patients with AtriaL fibrillatiON and coronary 

stEnt study) 
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 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

65 受付番号: 2014-123 （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: 食道癌術後胃管癌の予後に関する観察研究 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2014-124 （新規） 

 申請者(研究責任者): 門川 俊明（医学教育統轄センター） 

 課題名: 全国医学部の eポートフォリオ利用状況調査 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2014-125 （新規） 

 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: 障害者陸上競技選手の運動能力測定 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2014-126 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡田 保典（病理学） 

 課題名: 解剖例を用いた日本人における卵円孔開存の羅患率の解析 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2014-127 （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: 特発性孤立性上腸間膜動脈解離に対する観察研究 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2014-129 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下肝切除術の難易度スケールに関する研究 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2014-130 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染症学） 

 課題名: 新生児B群溶血性レンサ球菌(GBS)感染症の予防を目的とした分離菌の遺伝

子学的解析 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2014-131 （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 HTVL-1 が生体肝移植の成績に及ぼす影響に関する研究 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2014-132 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の長期成績を含めた比較検

討 (Propensity matching を 用 い た 検 討 )  -retrospective 

multi-institutional study- 

 判 定: 承認 
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74 受付番号: 2014-133 （新規） 

 申請者(研究責任者): 横山 裕一（保健管理センター） 

 課題名: 無症状のヘリコバクタピロリ感染胃炎患者の特定 －集団健診におけるヘ

リコバクタピロリ菌抗体の測定の意義の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

75 受付番号: 2014-134 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松岡 克善（内科学（消化器）） 

 課題名: Infliximab, Adalimumab による炎症性腸疾患の個別化療法の確立 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2014-135 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 善悪の判断に関する加齢および性差の影響の調査研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2014-136 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: メドトロニック社製冷凍アブレーションシステムの使用成績調査およびメ

ドトロニック社製冷凍アブレーションシステムの 6 か月フォローアップ患

者に対する使用成績調査 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2014-138 （新規） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: コンピュータを用いた胸部画像診断補助システムの開発 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2014-139 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: タダラフィル抵抗性の男性下部尿路症状に対するαブロッカー併用治療の

有効性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2014-141 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 外科手術患者に対する皮膚用接着剤「エピネクサス TM」の有効性及び安全

性を評価する単一施設オープンラベル単群試験 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

81 受付番号: 2014-142 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 胆嚢癌における腹腔鏡手術の有用性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2014-143 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 両眼開放型レフラクトメーター測定値の年齢、調節力、優位眼、内部固視
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型レフラクトメーター測定値との関連の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

83 受付番号: 2014-144 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌における組織低酸素イメージ PET 検査((18F)FAZA PET/CT、62Cu-ATSM 

PET/CT)所見と病理組織所見の比較検討(先行研究に対する後方視的観察研

究) 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

84 受付番号: 2014-145 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 骨肉腫の病態解明 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2014-147 （新規） 

 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: スポーツによる筋挫傷(肉離れ)に対する G-CSF 局所投与の臨床研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

86 受付番号: 2014-149 （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: 食道癌患者における好中球数・リンパ球数比に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

   

87 受付番号: 2014-150 （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: 肺障害と大腸がん肺転移に関する後ろ向き調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

88 受付番号: 2014-151 （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: 大腸がん手術を受ける患者に対する術前処置法の比較研究 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2014-152 （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(S 状結腸および直腸癌)に対する根治術＋Double Stapling 

Technique 吻合後の縫合不全に対する経肛門ドレーンの有用性に関する

後向き研究 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2014-153 （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: 大腸癌術後腹壁瘢痕ヘルニアの発生頻度およびリスク因子に関する研究 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2014-154 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: ER 型救急医療とコンサルテーション率 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2014-155 （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 熱中症に関する調査への参画 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2014-157 （新規） 

 申請者(研究責任者): 並木 淳（救急医学） 

 課題名: 院外心停止蘇生後患者における瞳孔の客観的評価による神経予後予測 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

94 受付番号: 2014-158 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 大腸癌肝転移に対する腹腔鏡と開腹肝切除の手術侵襲と再発・予後の比較 

-Propensity matching を用いた検討- 

 判 定: 承認 

   

95 受付番号: 2014-159 （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: 冠動脈 CT における、低管電圧撮影と逐次近似画像再構成法の組み合わせに

よる被ばく線量低減とヨード造影剤量低減の試み 

 判 定: 保留（事務局確認） 

     

96 受付番号: 2014-160 （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: 冠動脈 CTの狭窄診断能における逐次近似画像再構成法と従来の画像再構成

法の比較 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

97 受付番号: 2014-161 （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: エックス線 CT 検査に関する医療被ばく実態調査及び線量評価 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2014-162 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 医療保険・介護保険レセプトを使用した認知症の直接費用の推計 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2014-164 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 去勢抵抗性前立腺癌患者におけるエンザルタミドの臨床効果、および臨床

効果の予測因子の検討 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2014-165 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 杉野 吉則（予防医療センター） 

 課題名: 血中循環型マイクロ RNA-221/222 の新規腫瘍マーカーとしての有用性の検

討 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2014-166 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮嶋 哲（泌尿器科学） 

 課題名: 副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎部分切除術の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2014-167 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: ドライアイとうつ病の DNA 多型に関する検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

103 受付番号: 2014-168 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 共焦点内視鏡による消化管神経叢診断システムの確立の研究 

 判 定: 承認 

   

104 受付番号: 2014-169 （新規） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 小児肝移植遠隔期におけるグラフト線維化と抗ドナー抗体の関係解明 

 判 定: 承認 

   

105 受付番号: 2014-170 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: メンタルヘルス不調から寛解後の復職訓練における、ワーキングメモリー

訓練の有用性に関する調査 

 判 定: 保留（再審査） 

   

106 受付番号: 2014-171 （新規） 

 申請者(研究責任者): 加藤 元一郎（精神・神経科学） 

 課題名: メンタルヘルス不調で休養した労働者の労働生産性をはじめとした予後解

析のための naturalistic cohort study 

 判 定: 保留（再審査） 

   

107 受付番号: 2014-172 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鼻咽喉疾患患者からの 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 

   

108 受付番号: 2014-173 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: JINS MEME(R)(眼位センサー搭載メガネ)を用いた睡眠時無呼吸症候群にお

ける眠気の評価 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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109 受付番号: 2014-179 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: ステロイド抵抗性消化管移植片対宿主病に対する経口ベクロメタゾン療法 

 判 定: 承認 

 


