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慶應義塾大学医学部倫理委員会 議事録概要 

（平成 27 年度 第 1 回） 

 
日  時   平成 27 年 4 月 27 日 （月） 17:00～19：10 

場  所   新棟 11 階 中会議室 

出席委員    

 
氏名 性別 

設置機関

の内外 
専門等 

委員長 大前和幸 男 内 自然科学の有識者 

副委員長 佐藤裕史 男 内 自然科学の有識者 

副委員長 小崎健次郎 男 内 自然科学の有識者 

委員 半田誠 男 内 自然科学の有識者 

委員 大喜多肇 男 内 自然科学の有識者 

委員 村田満 男 内 自然科学の有識者 

委員 増井徹 男 内 自然科学の有識者 

委員 竹内裕也 男 内 自然科学の有識者 

委員 奈良雅俊 男 外 人文・社会科学の有識者 

委員 田村京子 女 外 人文・社会科学の有識者 

委員 唐澤貴夫 男 外 人文・社会科学の有識者 

委員 大生定義 男 外 人文・社会科学の有識者 

委員 木村チヅ子 女 外 一般の立場を代表する者 

委員 馬上祐子 女 外 一般の立場を代表する者 

 

欠席委員   高橋孝雄、仲嶋一範、矢田部菜穂子、天野慎介 

 

陪  席   オブザーバー：神山圭介（予備審査委員長・監視委員会副委員長）、 

伊東大介（予備審査委員）、中川敦夫（デザインレビュー担当） 

倫理委員会事務局（総務課）：鎌倉、今井、水野、和田、土濱 

 
 
大前委員長から本日の会議は、倫理委員会内規第 7条第 1項の要件の全てを満たしており会議が

成立したことの報告が行われた。 
 
議事 
１．前回議事録の承認 
前回の倫理委員会議事録（26-11）（案）の確認を行い承認された。 

 
２．倫理審査 
大前委員長から本日審議される 5課題について報告がありそれぞれ研究責任者または実務責任
者より研究の概要について説明があり、出席の委員により審議し委員の合意に基づき判定を行っ

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、本日、審議番号１番、受付番号 2015-028（新規）は竹内委員が当事者であるため竹内委
員は審議に参加できないこと、審議番号 5 番、受付番号 2015-025（新規）は高橋委員が当事者
であるが、本日高橋委員は欠席であることが報告された。 
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２－１ 審議課題の審査 
次の倫理審査申請課題について、研究の当事者より研究の概要について説明があり、質疑応

答を行い、それぞれ審議し、判定した。 
 
1 受付番号: 2015-028 （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: JCOG1409：臨床病期Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ食道癌(T4 を除く)に対する腹腔鏡下手術と開

胸手術のランダム化比較第Ⅲ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

     

2 受付番号: 2015-015 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: ドライアイ診断キット「InflammaDry(R)」を用いたマイボーム腺機能不全

における MatrixMetallop.roteinase(MMP.)-9 発現の多施設共同研究 

 判 定: 保留(再審査) 

   

3 受付番号: 2015-016 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: ABO 血液型不適合腎移植に対するリツキシマブを用いた術前脱感作療法 

 判 定: 保留(再審査) 

   

4 受付番号: 2015-019 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 腎移植後抗体関連拒絶反応に対するリツキシマブによる B リンパ球除去療

法 

 判 定: 保留(再審査) 

 

5 受付番号: 2015-025 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 分子遺伝学的完全寛解を達成した小児慢性骨髄性白血病に対するチロシン

キナーゼ阻害薬中止試験 STKI-14 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

 

２－２ 迅速倫理審査報告 
以下の申請課題については、迅速審査に相当する課題であることから、大前委員長およ

び佐藤副委員長により迅速審査を実施し、その結果を、大前委員長が課題一覧（迅速審

査）（当日配布資料）に基づき報告した。 
 

 

6 受付番号: 2012-039-2 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 森田 林平（微生物学・免疫学） 

 課題名: ヒト免疫細胞を他系列の免疫細胞へ直接転換する方法の開発 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2012-466-2 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝臓、膵臓、胆道癌患者の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討からバイ

オマーカーの探索 
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 判 定: 承認 

   

8 受付番号: 2014-442-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 水野 勝広（リハビリテーション医学） 

 課題名: Brain-Machine Interface(BMI)により駆動する外骨格ロボットの開発と脳

卒中片麻痺患者への効果に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

9 受付番号: 14-20B-13 （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: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 18-43-11 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 下島 直樹（外科学（小児）） 

 課題名: ヒト腸管における神経堤幹細胞局在とその回収に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

11 受付番号: 2009-278-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 重明（内科学（神経）） 

 課題名: 免疫性筋疾患における自己抗体に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

12 受付番号: 2010-126-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 前田 貴記（精神・神経科学） 

 課題名: 精神神経疾患における随意運動の心理過程と報酬に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2010-144-6 （修正Ａ） 

 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） 

   

14 受付番号: 2010-157-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 

 課題名: ヒト生理的組織における ADAM28 の発現検討と機能解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2011-065-3 （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: 乳腺 MRI 造影病変に対する Volume Navigation ガイド下針生検の有用性の

研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

16 受付番号: 2011-125-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高橋 愼一（内科学（神経）） 

 課題名: 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験

（略称 ATACH2 Study） 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

17 受付番号: 2011-162-2 （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: 薬物療法非抵抗性 StageⅣ乳がんに対する原発巣切除の意義（原発単切除な

し versus あり）に関するランダム化比較試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

18 受付番号: 2012-143-3 （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: メタボローム解析を用いた乳がんの診断技術の確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

19 受付番号: 2012-145-2 （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: 乳がんセンチネルリンパ節転移における腋窩郭清省略の有用性に関する臨

床研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2012-253-3 （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: 前治療歴の少ない進行・再発乳がんに対するエリブリンの安全性および有

効性に関する第Ⅱ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2012-324-7 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 運転者、特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 

   

22 受付番号: 2012-379-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三上 修治（病理診断部） 

 課題名: 食道扁平上皮癌の進行および治療抵抗性にかかわる分子機構 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2012-396-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 蛍光蛋白質を用いたビリルビン測定による新生児黄疸診断 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2012-521-2 （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: 乳がんの腋窩郭清におけるベッセルシーリングシステムと電気メスの有用

性に関する無作為化比較試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

25 受付番号: 2013-075-7 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 
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 課題名: 院外心停止蘇生後患者に対する水素添加酸素吸入療法の安全性と有効性の

検討 The Effect and Safety of Hydrogen Inhalation on Outcome Following 

Brain Ischemia During P.ost Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

26 受付番号: 2013-177-2 （修正Ａ） 

 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]P.BB3 を用いた変性性認知症およ

びその関連疾患の病態に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2013-222-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: アルツハイマー病患者における経皮コリンエステラーゼ阻害薬の前頭葉機

能改善効果の検討 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2013-267-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 鼻閉を伴う睡眠時無呼吸症候群の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

29 受付番号: 2013-331-2 （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: センチネルリンパ節転移陽性乳がんにおける腋窩治療の観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

30 受付番号: 2013-398-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 加部 泰明（医化学） 

 課題名: バイオバンクジャパン「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」

蓄積検体を用いた疾患バイオマーカー・シグネチャの探索 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2013-454-2 （修正Ａ） 

 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]P.BB3 を用いた外傷性脳損傷の病

態に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

32 受付番号: 2014-011-2 （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: メタボローム解析を用いた乳がんの薬物療法の効果予測因子に関する臨床

研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

33 受付番号: 2014-049-4 （修正Ａ） 

 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 
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 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2014-051-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 健常成人志願者を対象とした 123I-IMAP. SP.ECT 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） 

   

35 受付番号: 2014-148-2 （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: 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） 

   

36 受付番号: 2014-217-2 （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: 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（事務局確認） 

   

37 受付番号: 2014-221-2 （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: 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: 承認 

   

38 受付番号: 2013-205-3 （修正Ａ(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 小児リンパ管疾患の組織細胞生物学的検討 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2014-005-2 （修正Ａ（自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病患者の治療状況調査 

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 19-26-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 今西 宣晶（解剖学） 

 課題名: 医師に対する献体を用いた臨床解剖学教育および臨床解剖研究の実施 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 19-47-12 （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: 保留（事務局確認） 

   

42 受付番号: 20-54-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 名倉 武雄（整形外科学） 

 課題名: 動作解析による運動器障害メカニズムの解明と新たな治療法開発 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

43 受付番号: 2009-8-6 （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） 

   

44 受付番号: 2009-133-4 （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: 初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設

共同ランダム化並行群間比較試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2009-134-4 （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: 初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向き

コホート研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

46 受付番号: 2010-018-3 （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: ハラーマン・ストライフ症候群の原因遺伝子の同定 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2010-080-6 （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メカニズムの解明と治療手段の開発 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

48 受付番号: 2010-118-4 （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: 保留（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2011-133-9 （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） 

   

50 受付番号: 2011-212-6 （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） 

   

51 受付番号: 2011-273-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: HER2 陽性のホルモン感受性閉経後乳癌の対するアロマターゼ阻害薬とトラ
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スツズマブの併用術前薬物療法による第Ⅱ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2011-364-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 高橋 慎一（内科学（神経）） 

 課題名: 中枢神経疾患に対する磁気共鳴画像・ミエリンマップによる評価法の確立 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2012-168-6 （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） 

   

54 受付番号: 2012-241-9 （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 

   

55 受付番号: 2012-370-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金治 有彦（整形外科学） 

 課題名: E1(TM)を用いた全人工股関節置換術 前向き無作為化多施設共同研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

56 受付番号: 2013-021-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: RET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物

学的特長を明らかにするための前向き観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

57 受付番号: 2013-146-6 （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: 保留（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2013-401-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: トシリズマブ皮下注製剤の実臨床下における関節リウマチ患者に対する就

労・家事労働の改善および機能的改善、日常生活動作改善の検討 (FIRST 

ACT-SC Study) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2014-093-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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
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び病態探索に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

   

60 受付番号: 2014-101-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（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: 保留（事務局確認） 

   

61 受付番号: 2014-141-2 （修正Ｂ） 

 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 

 

62 受付番号: 2014-154-2 （修正Ｂ） 

 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 

   

63 受付番号: 2014-157-4 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

64 受付番号: 2014-202-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 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: 保留（再審査） 

   

65 受付番号: 2014-211-2 （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: 承認 

   

66 受付番号: 2014-252-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患患者における糞便中腸内細菌代謝産物の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

67 受付番号: 2014-253-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 活動期潰瘍性大腸炎に対する漢方薬青黛(せいたい)の安全性および臨床的

有用性の探索的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

68 受付番号: 2014-282-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 
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 課題名: 標準治療抵抗性の非小細胞肺がんに対するゾレドロン酸誘導γδＴ細胞を

用いた免疫細胞治療 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

69 受付番号: 2014-335-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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） 

   

70 受付番号: 2014-391-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 外科手術患者を対象とした皮膚用接着剤「エピネクサス TM」と既存品との

単一施設非盲検並行群間比較試験 

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2014-435-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 近視学童における 0.01%アトロピン点眼剤の近視進行抑制効果に関する研

究 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2015-001 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金治 有彦（整形外科学） 

 課題名: 変形性股関節症の最適な治療体系の確立 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2015-002 （新規） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（臨床検査医学） 

 課題名: 新規経口抗凝固薬(NOAC)の血中濃度定量アッセイ試薬の基礎検討 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2015-003 （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: 引き解け結びクリップ縫縮法の有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2015-004 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大塚 崇（外科学（呼吸器）） 

 課題名: Ⅰ期非小細胞肺癌に対する区域切除の安全性および有効性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

76 受付番号: 2015-005 （新規） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: FGFR 遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮癌の臨床病理学

的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2015-006 （新規） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 
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 課題名: EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者における MUC4 遺伝子多型と EGFR-TKI による

ILD 発症との相関性を検証するためのコホート内ケースコントロールスタ

ディ -NEJ022A- 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2015-007 （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: 膝窩動脈捕捉症候群の診断、治療、管理を解析する多施設観察研究 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2015-008 （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: 大腸癌患者における治療前後の身体組成の経時的変化と予後に関する後ろ

向き調査 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

80 受付番号: 2015-009 （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: 直腸癌側方リンパ節移転の術前診断能の妥当性に関する観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

81 受付番号: 2015-010 （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: 手術時至適手袋交換時間に関する検討 

   判 定: 保留（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2015-011 （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: 肝疾患マーカーと大腸癌肝転移の関係性についての検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

83 受付番号: 2015-012 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小松 浩子（看護医療学部） 

 課題名: 化学療法を受ける乳がん患者における制吐剤服薬アドヒアランスの実態 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

84 受付番号: 2015-013 （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: 身体活動量が周産期合併症へ与える影響の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2015-014 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: Comp.arison of anatomic and non-anatomic hep.atic resection for 

hep.atocellular carcinoma(肝細胞癌に対する解剖学的肝切除と非解剖学

的肝切除の比較) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2015-017 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 腎移植のため当院に入院・通院されていた患者さんの診療情報を用いた臨

床研究(移植腎生着に寄与する因子の解明と合併症発生に寄与する因子の

解明)(前向き) 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2015-018 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: 腎移植のため当院に入院・通院されていた患者さんの診療情報を用いた臨

床研究(移植腎生着に寄与する因子の解明と合併症発生に寄与する因子の

解明)(後向き) 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2015-020 （新規） 

 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プロテクチン測定試薬 「EliA Calp.rotectin 

2」診断的有用性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2015-021 （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: 大腸癌における術前 FDG－P.ET/CTの臨床的有用性に関する後ろ向き観察研

究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

90 受付番号: 2015-022 （新規） 

 申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座） 

 課題名: 変形性膝関節症患者の動作分析および疼痛が動作に与える影響の検討 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2015-023 （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: 食道癌周術期における経鼻胃管早期抜去の有用性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2015-024 （新規） 

 申請者(研究責任者): 平形 道人（医学教育統轄センター） 

 課題名: 医学部入学者選抜の全国的状況と実践的課題に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2015-026 （新規） 

 申請者(研究責任者): 半田 誠（輸血・細胞療法部） 

 課題名: 末梢血幹細胞採取における採取前末梢血および採取中産物の CD34陽性細胞

数測定の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2015-027 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 香料刺激による認知機能改善効果の検討 
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 判 定: 承認 

   

95 受付番号: 2015-029 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 鼻腔挿入デバイス(ナステント TM)を用いた睡眠時無呼吸症候群の治療効果 

 判 定: 却下 

   

96 受付番号: 2015-030 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 単極脳波計装置を用いた睡眠時無呼吸症候群における眠気・集中力低下の

評価 

 判 定: 却下 

   

97 受付番号: 2015-031 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下肝外側区域切除の検体摘出法に関する後ろ向き調査 -2 施設共同

研究- 

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2015-032 （新規） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 次世代シーケンサーを用いた婦人科腫瘍の発症に関連するゲノム異常の探

索と同定 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2015-033 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 非特異性多発性小腸潰瘍症の内視鏡像とアトラス作成 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

100 受付番号: 2015-034 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: ニプロスタットストリップ CT3/XP.3 性能評価 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2015-035 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 白血球 5分類分析装置「HemoCue WBC DIFF」の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

102 受付番号: 2015-036 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山澤 稚子（臨床検査医学） 

 課題名: ゾシン静注用 2.25、4.5 特定使用成績調査 2回目 ゾシンの各種細菌〔腸

球菌属、ペプトストレプトコッカス属、クロストリジウム属(クロストリジ

ウム・ディフィシルを除く)、プレボテラ属〕に対する耐性化状況の確認 

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 2015-037 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐野 元昭（内科学(循環器)） 
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 課題名: QT 値自動計測法の心電計機種別の違いに関する実態調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

104 受付番号: 2015-038 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 軽度から中等度難聴者に対する補聴器装用介入による認知機能改善効果の

解析 

 判 定: 保留（その他の確認：次月） 

   

以上

 


