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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （26-8） 
 
日   時 ：平成 26年 12 月 22日 （月） 17:00～18：50 

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、仲嶋一範、村田満、竹内裕也、増井徹、木村彰男、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、末岡浩、根岸一乃 

オブザーバー：中川敦夫 

 

欠席者  

委 員 ：なし  

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、今井、水野、和田、土濱） 

 
（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。 

審議に先立ち事務局から審議課題の当事者である委員が審議および採決に参加できないこと、 
      および委員会出席者中の該当者の有無の確認がなされた。 

また、該当者について①②のように報告があり確認がなされた。 
①受付番号 2014-73-1再（再審査）に関して仲嶋委員は当事者のため審議および採決に参加
できない。また、説明者のため審議および採決に参加しない。 
②受付番号 2014-288（新規）に関して高橋委員は当事者のため審議および採決に参加できな
い。また、審議および採決に参加しない。 

 
1 受付番号: 2014-073-1 再 （再審査） 

 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（委員長確認） 

     

2 受付番号: 2014-288 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン

投与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病

変の意義を検討する多施設共同シームレス第Ⅱ-Ⅲ相臨床試験 AML-12 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

3 受付番号: 2014-316 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 進行卵巣癌を対象とした ddTC+Bev 療法による化学療法先行治療(NAC)に関

する Feasibility Study 



 2 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2014-338 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 守（産婦人科学） 

 課題名: 月経困難症患者を対象としてトラニストの有効性を検討する多施設共同、

プラセボ対照、無作為化二重盲検比較試験 

 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。 
 

 

5 受付番号: 2009-87-2 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学） 

 課題名: 日本外傷データバンク（Trauma Registry）への参画 

 判 定: 承認 

   

6 受付番号: 2014-107-1 再 （再審査） 

 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（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2014-167-1 再 （再審査） 

 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: 却下 

   

8 受付番号: 2014-178-1 再 （再審査） 

 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（事務局確認） 

   

9 受付番号: 2014-264-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（漢方医学センター） 

 課題名: 柴苓湯内服による内視鏡的食道粘膜下層剥離術後における食道狭窄抑制効

果の検討 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2014-265-1 再 （再審査） 

 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: JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予防を目

的とするステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム化比較

第Ⅲ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

11 受付番号: 2014-270-1 再 （再審査） 
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 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: 表情・瞬目モニタリングによる客観的うつ病・躁うつ病症状の評価 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2014-274-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 瞼ブラシを用いた眼瞼清拭の安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2014-277-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 精神病性障害関連遺伝子の解析研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

14 受付番号: 16-17-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 骨代謝疾患における骨吸収メカニズムの解析研究 

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2009-218-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: EGFR-Mutation Positive である非扁平上皮非小細胞肺癌症例に対するエル

ロチニブ導入療法後、ペメトレキセド＋シスプラチン±ベバシズマブ併用

療法、ペメトレキセド＋カルボプラチン±ベバシズマブ併用療法による維

持強化療法の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2009-25-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 変形性関節症の遺伝子解析に関する研究 

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2009-259-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 久松 理一（内科学（消化器）） 

 課題名: 免疫担当細胞の分化誘導及び機能制御に関する in vitro 研究 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2011-028-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: 単心室血行動態をもつ患者に対するシルデナフィルの効果に関する調査 

-多施設共同研究- 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2012-169-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（腫瘍センター） 

 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 

   

20 受付番号: 2012-180-5 （修正Ａ） 
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 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患発症機序の解明 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2012-192-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: 川崎病の層別化による免疫グロブリン・プレドニゾロン併用療法の有効性

と安全性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2012-195-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 冨永 英一郎（産婦人科） 

 課題名: 女性性器癌症例における予後不良因子の探索研究 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2012-390-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 心タンポナーデ心嚢内視鏡止血確認術 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

24 受付番号: 2012-546-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 下部消化管穿孔の重症度と予後に関する後ろ向き実態調査-多施設共同研

究- 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2013-069-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 上部消化管出血が疑われる患者におけるスコアリングシステムを用いた内

視鏡施行前リスク評価（後ろ向きコホート研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2013-103-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌小線源療法後の過活動膀胱症状と関連する尿中マーカーの同定と

解析 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2013-114-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（内視鏡センター） 

 課題名: 上部消化管内視鏡検査時における飲酒・喫煙に関するアンケート調査 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 20-131-6 （修正Ａ） 

 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の臨床データベース研究 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2013-198-3 （修正Ａ） 
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 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 

   

30 受付番号: 2013-311-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 大腸癌治癒切除後の予後予測ノモグラムの開発 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2013-323-3 （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 

   

32 受付番号: 2013-417-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 内視鏡下生検検体を用いた、胃癌の CD44v9 発現と治療抵抗性との関連の検

討 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2013-509-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 自覚的認知機能低下患者における、臨床的アルツハイマー病発症前診断方

法の確立に関する検討 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2013-510-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢うつ病患者における、臨床的アルツハイマー病発症前診断方法の確立

に関する検討 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2014-200-2 （修正Ａ） 

 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 

   

36 受付番号: 2014-235-2 （修正Ａ） 

 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 

   

37 受付番号: 20-8-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 習慣流産 均衡型相互転座 46,XX,t(7;11)(p11.2;q24) に対する着床前

診断希望症例 ～重篤な遺伝性疾患の着床前診断に関する臨床的研究～ 

 判 定: 承認 
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38 受付番号: 20-11-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 習慣流産 均衡型相互転座 46,XY,t(8;15)(p21.3;q13) に対する着床前

診断希望症例 ～重篤な遺伝性疾患の着床前診断に関する臨床的研究～ 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 19-88-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: Ｃ型慢性肝疾患患者に対する分岐鎖アミノ酸(BCAA)顆粒製剤長期投与の臨

床効果についての検討 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2009-277-6 （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: 承認 

   

41 受付番号: 2009-308-2 （修正Ｂ） 

 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 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2009-309-3 （修正Ｂ） 

 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 均衡型転座保因者の習慣流産 症例

CT-17 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2009-311-3 （修正Ｂ） 

 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 均衡型転座保因者の習慣流産 症例

CT-10 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2009-312-3 （修正Ｂ） 

 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 均衡型転座保因者の習慣流産 症例

CT-11 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2010-287-3 （修正Ｂ） 

 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３（Robertson 転座１） 遺伝子型：Robertson

転座 46,XX,der(13;14)(q10;q10) 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2011-212-5 （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） 
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 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 

   

47 受付番号: 2011-262-7 （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: 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） 

   

48 受付番号: 2011-382-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 成人特発性血小板減少性紫斑病（ITP：immune thrombocytopenia）の多施

設・前向き国際疾患登録研究 

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2012-090-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 浜谷 敏生（産婦人科学） 

 課題名: 子宮内膜症の病態解明および新規治療法の探索 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2012-168-5 （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: 承認 

   

51 受付番号: 2012-226-11 （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 

   

52 受付番号: 2012-317-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 習慣流産と診断された均衡型相互転座（46,XX,t(2;5)(q32.2;q34)保因者に

おける着床前診断 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-340-3 （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: 食道扁平上皮癌における膜タンパクとその関連分子の発現と細胞動態に与

える影響についての研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

54 受付番号: 2012-364-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 山岸 由幸（内科学（消化器）） 

 課題名: 飲酒習慣と臓器傷害の関連についての多角的検討とその対策に関する研究 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2012-513-3 （修正Ｂ） 
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 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 

   

56 受付番号: 2013-004-3 （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: 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 

   

57 受付番号: 2013-175-9 （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（再審査） 

   

58 受付番号: 2013-179-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 治療抵抗性および再発中高悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫に対する自

家末梢血幹細胞移植の前処置としてのベンダムスチンを含む多剤併用化学

療法の安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2013-210-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器がんの遺伝子変異解析による新規がん治療創薬 

 判 定: 承認 

   

   

60 受付番号: 2013-362-3 （修正Ｂ） 

 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 

   

61 受付番号: 2013-488-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 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: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2014-049-3 （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: 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 

   

63 受付番号: 2014-051-2 （修正Ｂ） 

 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
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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: 承認 

   

64 受付番号: 2014-170-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

65 受付番号: 2014-171-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

66 受付番号: 2014-198-2 （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 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2014-285 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 守（産婦人科学） 

 課題名: 胎児付属物(羊水、胎盤、羊膜、臍帯)幹細胞を用いた周産期関連疾患に対

する新規治療法に関する基礎的研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

68 受付番号: 2014-305 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 

 課題名: 急性冠症候群が疑われる患者に対する救急外来経過観察の実況状況と有用

性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

69 受付番号: 2014-306 （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: シスプラチンを用いた食道癌化学療法における低 Na血症発生リスクに関す

る後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2014-307 （新規） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: ヒト iPS 細胞由来角膜内皮細胞の免疫学的特性 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2014-308 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 多施設共同研究による肝移植後 C 型肝炎ウィルス新規治療薬の効果に関す

る研究 

 判 定: 承認 
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72 受付番号: 2014-309 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大橋 俊夫（放射線科学(治療)） 

 課題名: 前立腺癌に対する根治放射線治療の治療関連有害反応に関する後ろ向き観

察研究 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2014-310 （新規） 

 申請者(研究責任者): 安部 貴人（内科学（神経）） 

 課題名: 当院における脳卒中患者の治療経過、および予後因子に関する調査 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2014-311 （新規） 

 申請者(研究責任者): 須田 康文（整形外科学） 

 課題名: 足部アーチ構造の三次元的解析 

 判 定: 保留（再審査） 

   

75 受付番号: 2014-312 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 鼻粘膜を中心とした非免疫細胞による免疫応答に関する検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

76 受付番号: 2014-313 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: オランザピンによる術後悪心嘔吐の予防(プレリミナリスタディ) 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2014-314 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（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 を用いた老年期精神症状の

病態に関する研究 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2014-315 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮嶋 哲（泌尿器科学） 

 課題名: 単孔式および Reduced Port 腹腔鏡手術の手技、安全性および有用性につい

ての検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

79 受付番号: 2014-317 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 新しい埋込み骨導補聴器による鈍音閾値および語音明瞭度検査 

 判 定: 保留（再審査） 

   

80 受付番号: 2014-318 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 血液型不適合肝移植の現状と予後調査：多施設共同後ろ向き研究 

 判 定: 承認 
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81 受付番号: 2014-319 （新規） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 解剖学的アライメントが人工膝関節置換術の術後成績にもたらす効果 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2014-320 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: BUT 短縮型ドライアイの知覚過敏患者に対する点眼効果 

 判 定: 保留（その他の確認） 

   

83 受付番号: 2014-321 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 白内障術後患者におけるリッドハイジーン効果の検討 

 判 定: 却下 

   

84 受付番号: 2014-322 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: ドライアイ患者における腹式呼吸による涙液分泌量変化の検討 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2014-323 （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: 健診 CT を用いた腹部筋断面積/密度の代謝マーカーとしての可能性 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2014-324 （新規） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 

 課題名: FDG PET/CT 検査で発見された病変あるいは発見できなかった病変とその改

善策の検討 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2014-325 （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: 胃粘膜下腫瘍に対する手術療法に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2014-326 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（外科学（脳神経)） 

 課題名: 未破裂脳動脈瘤の破裂及び動脈瘤破裂くも膜下出血後遅発性脳虚血に関わ

る体液中マイクロ RNA の同定 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

89 受付番号: 2014-327 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（外科学（脳神経)） 

 課題名: 脳血管障害の治療成績向上に向けた画像及び診療録の後方視的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

90 受付番号: 2014-329 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高山 美智代（予防医療センター） 
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 課題名: 健診受信者における eGFR 低下速度に影響する因子の検討 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2014-330 （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: 重症熱傷後のリハビリテーション効果に関する後方視的調査 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2014-331 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池谷 修（薬剤部） 

 課題名: 薬剤師による術前に中止された抗血栓薬の再開確認の標準化に関する研究 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2014-332 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: Overlap syndrome における副交感神経動態の解析 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2014-333 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: ヒト脊索由来髄核における各種遺伝子発現の検討 

 判 定: 承認 

   

95 受付番号: 2014-334 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチの「ドラッグホリデー」を目指す治療ガイドラインの確立と

検証を目的とした研究(FREE-J 試験) 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2014-335 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 自己免疫疾患治療標的分子の探索及び臨床展開に向けた創薬研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

97 受付番号: 2014-336 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: 青年期におけるインターネット依存に関する研究 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2014-337 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器がん幹細胞の機能解析と創薬スクリーニング 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

99 受付番号: 2014-339 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐谷 秀行（先端研（遺伝子）） 

 課題名: CD44v 陽性進行胃癌患者を対象としたシスプラチンとスルファサラジン併

用第Ⅰ相試験 

 判 定: 承認 
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100 受付番号: 2014-340 （新規） 

 申請者(研究責任者): 安田 恵美子（看護医療学部） 

 課題名: 小児トータルケアコーディネーターに関する実践型教育プログラムの開発 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2014-341 （新規） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 慢性肝疾患に伴う低酸素血症に対する肝移植の現状と予後調査：多施設共

同後ろ向き研究 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2014-342 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: ニコチン依存症治療用人工知能アプリケーションに関するフィージビリテ

ィ試験 

 


