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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （26-5） 
 
日   時 ：平成 26年 9 月 29日 （月） 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、小崎健次郎 

委   員 ：高橋孝雄、半田誠、増井徹、、竹内裕也、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、  

オブザーバー：中川敦夫 

 

欠席者  

委 員 ：仲嶋一範、村田満、山田健人、木村彰男 

 

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: 2014-175 （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: 保留（再審査） 

     

2 受付番号: 2014-137-1 再 （再審査） 

 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安全性と有効性の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

3 受付番号: 2014-205 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 肺高血圧症に対する経皮的肺動脈除神経療法の有効性と安全性の検討 

 判 定: 却下 

   

4 受付番号: 2014-206 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 非弁膜症性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療周術期におけ

る経口 Xa 阻害薬リバーロキサバンの有効性・安全性評価のための登録観察

研究 JACRE-R ジェイ・エーカー・アール(Japan Anti-Coagulation Regimen 

Exploration in AF Catheter Ablation Registry-Rivaroxaban cohort) 

 判 定: 保留（再審査） 

   

5 受付番号: 2014-211 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 
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 課題名: 消化器疾患における疾患特異的腸内細菌叢の病態への関与の解明と治療応

用 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2014-194 （新規） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 切除不能または再発食道癌に対する CF(シスプラチン+5-FU)療法と

bDCF(biweekly ドセタキセル+CF)療法のランダム化第Ⅲ相比較試験

(JCOG1314) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2014-212 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 課題名: JCOG1016 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU)化学

放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療

法と比較するランダム化第Ⅲ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2014-213 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 課題名: JCOG1303 手術後残存腫瘍のある WHO Grade Ⅱ 星細胞腫に対する放射線

単独治療とテモゾロミド併用放射線療法を比較するランダム化第Ⅲ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

9 受付番号: 2014-229 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第Ⅲ相国際共同臨

床研究 IntReALL SR 2010 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2014-238 （新規） 

 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自己免疫性水疱症患者を対象とした維持投与を含

む Rituximab 治療 Rtx-BD Trial(Rituximab of Intractable Autoimmune 

Bullous Disease Trial) 2 

 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: 2013-453-2 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: 承認 

   

12 受付番号: 2014-006-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 
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 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（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2014-018-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 脳転移を有する未治療非扁平上皮非小細胞肺がん患者に対するカルボプラ

チン/ペメトレキセド/ベバシズマブ療法の有効性と安全性の検討 

STOG1301 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

14 受付番号: 2014-072-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

15 受付番号: 2014-076-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

16 受付番号: 2014-089-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

17 受付番号: 2014-099-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

18 受付番号: 2014-109-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

19 受付番号: 2014-143-1 再 （再審査） 

 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

型レフラクトメーター測定値との関連の検討 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2014-147-1 再 （再審査） 

 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: 承認 
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21 受付番号: 2014-163-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

22 受付番号: 2014-170-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

23 受付番号: 2014-171-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

24 受付番号: 20-103-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 茂松 直之（放射線科学(治療)） 

 課題名: T1-2N0M0 声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分割照射法のラン

ダム化比較試験 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2009-8-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 日本人の慢性閉塞性肺疾患とその併存症に関する調査研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2009-161-2 （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: 肥満症及び肥満症併存疾患に対する内視鏡的・外科的治療効果の検証（胃

内バルーン留置及び減量手術） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2009-285-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（泌尿器科学） 

 課題名: Laparoscopic Radical Prostatectomy(LRP)におけるネオアジュバント療法

（手術の前に行う補助療法）の有用性に関する多施設共同研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

28 受付番号: 2010-182-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: Add-On レンズを用いた屈折矯正手術 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2010-204-5 （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(主に全身性エリテマトーデス）患者試料を用いた遺伝子発現

情報の解析と病態生理学的意義の解明 
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  審査の結果、承認いたしました。 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2010-284-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 近視進行予防メガネの多施設共同二重盲検ランダム化比較試験 

  

  審査の結果、承認いたしました。 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2011-101-3 （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: 胃切除術後の輸液に含まれるブドウ糖とアミノ酸量に関する研究 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2011-109-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: シタフロキサシン含有レジメンおよびシタフロキサシン+メトロニダゾー

ル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 

   

33 受付番号: 2011-115-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 内眼手術におけるブリリアントブルーGによる染色 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-245-5 （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: 保留（事務局確認） 

   

35 受付番号: 2011-258-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチを主とする自己免疫疾患の臨床試料解析に基づく創薬標的探

索に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

36 受付番号: 2012-024-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 藤島 清太郎（医学部） 

 課題名: 石綿曝露者における悪性胸膜中皮腫早期診断のためのバイオマーカー開発 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2012-072-4 （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: 造血幹細胞移植患者のフィジカルフィットネスの構造分析とリハビリテー

ションに関する研究（後方視研究） 

 判 定: 承認 
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38 受付番号: 2012-084-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 音提示による生理機能変化の測定 - 耳鳴の他覚的検査確立へむけた研究 

- 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-130-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（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 

   

40 受付番号: 2012-153-3 （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 

   

41 受付番号: 2012-196-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 並木 淳（救急医学） 

 課題名: 急性生体侵襲下の末梢血等における細胞・蛋白質反応の研究 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-297-3 （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 

   

43 受付番号: 2012-304-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 川北 哲也（眼科学） 

 課題名: 角膜ジストロフィにおける酸化ストレスの関与 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

44 受付番号: 2012-323-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 乱視矯正眼内レンズ挿入術における乱視矯正精度の検討 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2012-325-6 （修正Ａ） 

 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 

   

46 受付番号: 2012-359-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 屈折矯正手術後の近見視に必要な調節量の検討 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2012-372-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 角膜形状異常眼における眼内レンズ度数計算式精度の検討 
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 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2012-376-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 茶園 美香（看護医療学部） 

 課題名: 子育て中のがん患者が子どもに病気を説明することを支援する看護師の認

識と支援の実態 

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2012-410-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 大前 和幸（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 清潔習慣と健康状態に関する調査 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-433-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障周術期におけるジクアホソルナトリウム点眼治療による視機能評価 

-探索的研究 

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2012-469-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 心臓大血管手術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 

   

52 受付番号: 2012-514-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 乱視矯正眼内レンズの術後臨床成績の検討 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2013-015-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後での消費行動の変化 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2013-104-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: BCG 膀胱内注入療法患者に発生する排尿症状に関するアンケート調査、なら

びに過活動膀胱症状の発現を予測する尿中マーカー同定の試み 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2013-123-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 多焦点眼内レンズ摘出例の調査 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2013-164-2 （修正Ａ） 

 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 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

57 受付番号: 2013-172-3 （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: 承認 

   

58 受付番号: 2013-173-3 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

59 受付番号: 2013-220-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 心臓血管外科手術における先端湾曲ビデオスコープ内視鏡の使用 

 判 定: 承認 

   

60 受付番号: 2013-231-2 （修正Ａ） 

 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 

   

61 受付番号: 2013-232-2 （修正Ａ） 

 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 

   

62 受付番号: 2013-310-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 光干渉計機器を用いた水晶体および角膜の弾性測定 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2013-484-2 （修正Ａ） 

 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 

   

64 受付番号: 2013-496-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 眼内レンズ度数計算式 Hoffer H-5 Formula の計算精度 

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2013-504-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: ブラジル学校検診における近視の状況 

 判 定: 承認 

   



 
 

 9 

66 受付番号: 2014-042-2 （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: 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: 承認 

   

67 受付番号: 2014-047-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

68 受付番号: 2014-136-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 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 

   

69 受付番号: 14-20B-11 （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: 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 

   

70 受付番号: 15-92-5 （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: 承認 

   

71 受付番号: 20-73-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（内科学（循環器）） 

 課題名: 日本心臓血管データベース(Japan Cardiovascular Database,JCD)カテーテ

ルレジストリ研究 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 20-92-8 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: ヒト心筋疾患患者からの 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: 保留（事務局確認） 

   

73 受付番号: 2009-9-9 （修正Ｂ） 

 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 

   

74 受付番号: 2010-144-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 
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 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） 

   

75 受付番号: 2010-328-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 中島 秀明（内科学（血液）） 

 課題名: 造血器腫瘍の分子病態解明ならびに新規治療法の開発 副題：白血病幹細

胞の純化・同定とそれを標的にした新しい分子標的治療薬の開発（中外製

薬との共同研究） 

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2010-331-8 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 初発ステージⅢまたはⅣ期の未治療進行上皮性卵巣がん、腹膜がん、卵管

がんに対する「カルボプラチン/パクリタキセルに続くプラセボ投与」と「カ

ルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くプラセボ投

与」と「カルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くベ

バシズマブ単独投与」のランダム化第Ⅲ相試験（GOG-0218） 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2011-133-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2011-171-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌の遺伝子発現解析の生物学的特性ならびに診断・治療におけるバイオ

マーカーの研究 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2011-192-3 （修正Ｂ） 

 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

の評価分析 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2011-231-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチの関節破壊ゼロを目指す治療指針の確立に関する研究

（ZERO-J） 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2011-240-4 （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: 食道癌胸腔鏡補助下手術時の早期経腸栄養に関するランダム化試験 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2011-262-6 （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） 
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 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: 保留（事務局確認） 

   

83 受付番号: 2012-057-6 （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: 承認 

   

84 受付番号: 2012-065-3 （修正Ｂ） 

 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: 末期腎不全における尿毒素蓄積や透析療法が血糖、血圧に及ぼす影響に関

する臨床研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2012-148-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鳴患者に対するアンケート調査 

 判 定: 却下 

   

86 受付番号: 2012-156-7 （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 

   

   

87 受付番号: 2012-168-4 （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: 早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移診断と個

別化手術の有用性に関する臨床試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

88 受付番号: 2012-242-3 （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 

   

89 受付番号: 2012-285-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: マイボーム腺閉塞に対する非侵襲的マイボグラフィーに基づいた導管内閉

塞解除法の治療効果の検討 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2012-513-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 初期老視眼に対する実用視力検査の有用性 

 判 定: 承認 
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91 受付番号: 2012-534-2 （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: メロペネムの気道上皮覆液中薬物動態の検討 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2013-060-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および第

Ⅲ相臨床試験 JPLSG ALL-B12 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2013-061-4 （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: 保留（事務局確認） 

   

94 受付番号: 2013-082-4 （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 

   

95 受付番号: 2013-146-5 （修正Ｂ） 

 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 

   

     

96 受付番号: 2013-235-2 （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高感度トロポニン T測定に関する研究 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2013-270-2 （修正Ｂ） 

 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: 保留（委員長確認） 

   

98 受付番号: 2013-275-2 （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: 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 

   

99 受付番号: 2013-294-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 進行あるいは再発悪性神経膠腫に対するがんペプチドカクテルワクチン療

法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

100 受付番号: 2013-326-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

101 受付番号: 2013-346-2 （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: 遺伝子変異陽性の先天異常症候群患者由来ゲノム DNA の難病研究資源バン

クへの提供 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2013-361-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

103 受付番号: 2013-365-2 （修正Ｂ） 

 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テリパラチド週 1回製剤の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

104 受付番号: 2013-366-2 （修正Ｂ） 

 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患者を対象としたエルデカルシトールとアルファカ

ルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

105 受付番号: 2013-389-2 （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: 遺伝性疾患が疑われる小児患者に対する包括的な遺伝子診断体制の構築 

 判 定: 承認 

   

106 受付番号: 2013-428-2 （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: 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 

 判 定: 保留（再審査） 

   

107 受付番号: 2013-459-2 （修正Ｂ） 

 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: 保留（委員長確認） 

   

108 受付番号: 2013-464-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障術後の偽調節の変化 
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 判 定: 承認 

   

109 受付番号: 2013-482-4 （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 

   

110 受付番号: 2014-026-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: 進行再発大腸癌における KRAS minor， BRAF， NRAS， PIK3CA などのが

ん関連遺伝子異変のプロファイリングの多施設共同研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

111 受付番号: 2014-054-2 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

112 受付番号: 2014-095-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

113 受付番号: 2014-173-2 （修正Ｂ） 

 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: 却下 

   

114 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) 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

115 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: 承認 

   

116 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) 
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 判 定: 承認 

   

117 受付番号: 2014-146 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: シェーグレン症候群を合併したドライアイ患者を対象としたムコスタ点眼

液の臨床効果および参加ストレスマーカーに対する影響 

 判 定: 承認 

   

118 受付番号: 2014-176 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 早産予防に対するプロゲステロン膣坐薬の有効性に関する多施設共同、プ

ラセボ対照、二重盲検、ランダム化並行群間比較試験研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

119 受付番号: 2014-177 （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・肝硬変に対する経口抗ウィルス剤による治療効果の検討(多

施設共同研究) 

 判 定: 承認 

   

120 受付番号: 2014-178 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 脳波検査における難聴者の聞こえ方の研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

121 受付番号: 2014-180 （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: 捺印細胞診による胃癌医原性播種の可能性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

122 受付番号: 2014-181 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: Charlson Comorbidity Index と術後合併症、予後の関連の検討 

 判 定: 承認 

   

123 受付番号: 2014-182 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌に対する salvage surgery の安全性、予後の後方視的検討 

 判 定: 承認 

   

124 受付番号: 2014-183 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 後縦靭帯骨化症における骨化靭帯の遺伝子発現・組織解析，ならびに骨化

靭帯由来の幹細胞培養系の樹立 

 判 定: 承認 

   

125 受付番号: 2014-184 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 救急外来における患者受診状況の分析 



 
 

 16

 判 定: 承認 

   

126 受付番号: 2014-185 （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: 原発性乳癌に対する乳頭乳輪温存乳腺切除術の有効性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

127 受付番号: 2014-186 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 難治性聴覚障害に関する調査研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

128 受付番号: 2014-187 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療法と抗甲状腺

剤とコレステロール吸収阻害剤併用療法の多施設共同非盲検ランダム化比

較試験 

 判 定: 承認 

   

129 受付番号: 2014-188 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 貼付型心電計の有用性評価 

 判 定: 承認 

   

130 受付番号: 2014-189 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 卓（産婦人科学） 

 課題名: 本邦における更年期女性の主症状に関する研究 

 判 定: 承認 

   

131 受付番号: 2014-190 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: Actual Conditions and Prognosis of Coronary Artery Disease Patients 

with Implantable Defibrillator Therapy in Japan -Japan Implantable 

Devices in Coronary Artery Disease Study (JID-CAD)  「本邦における

冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込み症例の実態調査」 UMIN 番号：

000013090 

 判 定: 承認 

   

132 受付番号: 2014-191 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 自動問診システムと診療録情報を用いた後ろ向き観察研究による漢方診断

予測システムの構築 

 判 定: 承認 

   

133 受付番号: 2014-192 （新規） 

 申請者(研究責任者): 千葉 夏代（看護部） 

 課題名: 心臓血管外科手術患者の術後回復に影響を及ぼす要因について -術前の

筋力、活動性、栄養状態に焦点を当てて- 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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134 受付番号: 2014-193 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: 末梢神経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: 保留（事務局確認） 

   

135 受付番号: 2014-195 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鎮目 美代子（看護部） 

 課題名: 退職者調査結果から見た特定機能病院における職場環境、キャリア支援の

明確化 

 判 定: 承認 

   

136 受付番号: 2014-196 （新規） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: うつ状態に対する近赤外線スペクトロスコピィを用いた脳機能評価と臨床

特性との関連：診療録調査 

 判 定: 承認 

   

137 受付番号: 2014-197 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 白内障手術における VisionBlue(R)による水晶体前嚢染色 

 判 定: 承認 

   

138 受付番号: 2014-198 （新規） 

 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 

 判 定: 承認 

   

139 受付番号: 2014-199 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 模擬車内加湿デバイスによる運転および視機能に与える影響の検討 

 判 定: 承認 

   

140 受付番号: 2014-200 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: エピネフリン散布による上部消化管病変の観察 

 判 定: 承認 

   

141 受付番号: 2014-201 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池谷 修（薬剤部） 

 課題名: 集中治療室入院患者における薬剤使用の安全性および適正使用に関する研

究 

 判 定: 承認 

   

142 受付番号: 2014-202 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 腸内細菌叢の代謝機能による肺高血圧症への影響についての検討 

 判 定: 承認 
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143 受付番号: 2014-203 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 臨床情報と検体試料の共有体制を通じての肺高血圧症の病態解明と予後改

善を目的とした多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

144 受付番号: 2014-204 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 肺高血圧症患者の病態解明を目的とした病理学的多施設共同研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

145 受付番号: 2014-207 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 原発性肺癌手術症例の術後合併症および術後予後に関する単施設コホート

研究 

 判 定: 承認 

   

146 受付番号: 2014-208 （新規） 

 申請者(研究責任者): 秋山 武紀（外科学（脳神経)） 

 課題名: 微小脳血管病変の診断における DSA，CT-DSA，MR-DSA の診断能の比較に関

する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

147 受付番号: 2014-209 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河野 光智（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 胸腺腫の予後、再発因子の検討 

 判 定: 承認 

   

148 受付番号: 2014-210 （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: 胃カルチノイド RindiⅢ型のリンパ節転移危険因子に関する多施設共同後

ろ向き研究 

 判 定: 承認 

   

149 受付番号: 2014-214 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 

 課題名: クレアチニン測定の point-of-care 化による救急患者診療時間短縮効果の

研究 

 判 定: 承認 

   

150 受付番号: 2014-215 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: C 型肝炎ウィルス(HCV)抗体、梅毒トレポネーマ(TP)抗体偽陽性原因解析 

 判 定: 承認 

   

151 受付番号: 2014-216 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: 先天性心疾患におけるトルバプタンの利尿効果に関する多施設共同臨床研
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究 

 判 定: 保留；その他(次月) 

   

152 受付番号: 2014-217 （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: アロマターゼ阻害薬耐性の閉経後ホルモン陽性進行再発乳がんに対する

Ethinylestradiol の有用性についての第Ⅱ相試験 

 判 定: 保留；その他(次月) 

   

153 受付番号: 2014-218 （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: 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 

 判 定: 承認 

   

154 受付番号: 2014-219 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 造血器疾患患者における診断、治療成績、合併症ならびに支持療法に関す

る後方視的解析 

 判 定: 承認 

   

155 受付番号: 2014-220 （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: 化学療法中の大腸がん患者における腹部 CT 画像を用いた筋断面積・筋 X線

吸収係数の経時変化と関連要因との関係に関する研究 

 判 定: 承認 

   

156 受付番号: 2014-221 （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: 3 次元 Fiber granting センサ摂食嚥下機能解析・診断装置を用いた摂食嚥

下機能の定量評価に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

157 受付番号: 2014-222 （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: 新規リザーバーシステム(System-i)を用いた肝細胞癌の治療の安全性と有

用性 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

158 受付番号: 2014-223 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 慢性骨髄性白血病の分子病態解明ならびに新規治療法の開発 

 判 定: 承認 

   

159 受付番号: 2014-224 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中原 理紀（放射線科学（診断科)） 

 課題名: SPECT-CT における融合画像の有効性の評価 

 判 定: 承認 

   

160 受付番号: 2014-225 （新規） 



 
 

 20

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 当院の感染症に関するデータベース構築 

 判 定: 承認 

   

161 受付番号: 2014-226 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染制御センター） 

 課題名: 「Clostridium difficile 感染症 "1日"多施設共同研究」 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

162 受付番号: 2014-227 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 急性感音難聴に対するステロイド鼓室内投与の有用性の検討 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

163 受付番号: 2014-228 （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: 下垂指の電気生理学的検査結果に関する後方視的調査 

 判 定: 承認 

   

164 受付番号: 2014-230 （新規） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌(NEC)を対象としたエト

ポシド/シスプラチン(EP)療法とイリノテカン/シスプラチン(IP)療法のラ

ンダム化比較試験 

 判 定: 保留；その他(次月) 

   

165 受付番号: 2014-231 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（外科学（脳神経)） 

 課題名: 病態解明及び新規治療法開発を目的とした脳血管障害における臨床検体を

用いた基礎的研究 

 判 定: 却下 

   

166 受付番号: 2014-233 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: VDT 作業・運転作業における瞬目および眼表面変化の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

167 受付番号: 2014-234 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行された患者の

予後解析(多施設後方視的観察研究) 

 判 定: 承認 

   

168 受付番号: 2014-235 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: ウロビジョンによる尿中細胞の染色体遺伝子異常の評価 

 判 定: 承認 

   

169 受付番号: 2014-236 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: シェーグレン症候群合併の関節リウマチ患者における、アバタセプト投与

による有用性の検討 Rheumatoid Arthritis with Orencia Trial Toward S 

jogren's syndrome Endocrinopathy (ROSE Ⅱ Trial) 

 判 定: 保留；その他(次月) 

   

170 受付番号: 2014-237 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤田 眞幸（法医学） 

 課題名: 東南アジアにおける原因不明の若年性突然死における脂質代謝異常・心臓

疾患等に関係する生化学的検査データおよび遺伝子の解析 

 判 定: 承認 

   

171 受付番号: 2014-239 （新規） 

 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: 自動腹膜透析装置による腹膜透析が血糖、腸内細菌、腹膜透過性に及ぼす

影響に関する臨床研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

172 受付番号: 2014-240 （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: マルファン疾患群の発症機構の解明と治療法の開発 

 判 定: 承認 

   

 


