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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 3 回） 

 
日  時   平成 27 年 6 月 22 日 （月） 17:00～18：20 

場  所   ２号館 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 高橋孝雄 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 仲嶋一範 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 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 矢田部菜穂子 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 

委員 天野慎介 男 外 一般の立場を代表する者 

  

欠席委員   村田満、田村京子 

 

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）、 

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 

 
 
 
議題： 
１．前回議事録の承認 
２．倫理審査 
  ２－１ 審議課題の審査 
２－２ 迅速倫理審査報告 

 
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（平成 27年度 第 2回）（案）の確認がなされ承認された。 
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２．倫理審査 
大前委員長から本日審議される 7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、本日出席の委員は審議課題の当事者ではないことが報告された。 
 
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: 2015-063 （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：先天性ミオパチー(myotubular 

myopathy)(MM-1) 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 2015-064 （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：先天性ミオパチー(RYR1 遺伝子変異筋線維

タイプ不均等症)(MM-2) 

 判 定: 保留（再審査） 

   

3 受付番号: 2015-065 （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：筋強直性ジストロフィー(DM1-19) 

 判 定: 保留（再審査） 

   

4 受付番号: 2015-066 （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：ミトコンドリア遺伝病・Leigh 脳症におけ

る着床前診断(LE-3) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

5 受付番号: 2015-088 （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：Duchenne 型筋ジストロフィー(DMD-48) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2015-089 （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：Duchenne 型筋ジストロフィー(DMD-51) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2015-072 （新規） 

 申請者(研究責任者): 猶木 克彦（腫瘍センター） 

 課題名: 既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルと nab-パクリタキ

セルのランダム化比較第Ⅲ相試験 

 判 定: 承認 
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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。 
 

8 受付番号: 2014-202-2 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: 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 

   

9 受付番号: 2014-475-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: アルツハイマー病患者の行動・心理症状(BPSD)に対する抑肝散加陳皮半夏

の有効性と安全性の探索的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2015-015-1 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 MatrixMetalloproteinase(MMP)-9 発現の多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

11 受付番号: 20-66-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: パーキンソン病患者データベースの構築とそれに基づく臨床研究 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2009-42-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2009-52-9 （修正Ａ） 

 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 

   

14 受付番号: 2010-144-7 （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: 承認 

   

15 受付番号: 2011-100-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 長期留置型中心静脈カテーテルを有する患児に発症したカテーテル関連血

流感染症に対するカテーテル温存を目的としたエタノールロック療法の検

討 

 判 定: 承認 
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16 受付番号: 2011-133-11 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

17 受付番号: 2012-039-3 （修正Ａ） 

 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） 

   

18 受付番号: 2013-004-4 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

19 受付番号: 2013-027-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 血管腫に対するプロプラノロール内服療法 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2013-075-8 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 

 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 Post Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2013-509-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（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 

   

22 受付番号: 2013-510-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（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: 保留（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2014-024-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: パーキンソン病患者の多彩な症状の包括的把握とそれに基づく臨床研究 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2014-025-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: 新規パーキンソン病治療薬による眠気の観察研究 
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 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2014-229-2 （修正Ａ） 

 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 

   

26 受付番号: 2014-238-3 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

27 受付番号: 2014-395-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 思春期特発性側彎症手術におけるデキサメタゾンによる術後悪心嘔吐の予

防 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

28 受付番号: 2014-431-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 造血幹細胞移植における造血幹細胞輸注時有害事象の実態調査（造血幹細

胞移植の安全性に関する多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 14-20A-13 （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 1 部 

寿命関連遺伝子（長寿遺伝子）と加齢関連遺伝子の同定 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 15-20-2 （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: JCOG 0212 臨床病期Ⅱ，Ⅲの下部直腸癌に対する神経温存 D3 郭清術の意

義に関するランダム化比較試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

31 受付番号: 19-81-13 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学） 

 課題名: ヒト試料の収集・分譲と臨床情報を利用した研究に関するご協力のお願い 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 20-31-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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33 受付番号: 2009-119-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児慢性期慢性骨髄性白血病（CML）に対する多施設共同観察研究 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2009-187-9 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 異型腺細胞（AGC）という細胞診断患者の子宮頸部病変診断における CA-ⅠX，

p16，増殖性マーカーとヒトパピローマウイルス（HPV）による比較解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

35 受付番号: 2010-052-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 悪性リンパ腫の予後因子の解析および病態解明 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

36 受付番号: 2010-210-3 （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治療を受けている慢性骨髄性白血病患者の

病態の免疫学的解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

37 受付番号: 2010-328-4 （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: 保留（事務局確認） 

   

38 受付番号: 2011-117-4 （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: 抗菌薬適正使用と耐性菌発生の関連性の検討 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2011-126-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）における小児血液腫瘍性疾

患を対象とした前方視的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

40 受付番号: 2011-250-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 胎盤を介した母体胎児間物質透過メカニズムに関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

41 受付番号: 2011-277-4 （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: 腎腫瘤性病変の診断における超音波造影剤（ソナゾイドⓇ）の有用性の検

討 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

42 受付番号: 2012-057-8 （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 

   

43 受付番号: 2012-241-10 （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 

   

44 受付番号: 2012-352-2 （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: 再発危険因子を有する StageII 大腸癌に対する UFT/LV 療法の臨床的有用

性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2013-114-3 （修正Ｂ） 

 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: 保留（事務局確認） 

   

46 受付番号: 2013-383-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 難治性腸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: 承認 

   

47 受付番号: 2013-393-2 （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: がん関連遺伝子に対する遺伝子検査の有用性、および新規がん関連遺伝子

の探索研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

48 受付番号: 2013-436-2 （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: 効果的なリハビリテーションを行うための、食道癌周術期患者の嚥下機能

の評価に関する研究(後方視研究) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

49 受付番号: 2014-177-2 （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) 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

50 受付番号: 2014-179-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 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 

   

51 受付番号: 2014-271-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病の転帰に関する検討：病院コホート研究 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2014-292-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 培養細胞感染系の確立されていないウイルスの腸管上皮への感染機構に関

する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

53 受付番号: 2014-335-3 （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（再審査） 

   

54 受付番号: 2014-370-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: フェムトセカンドレーザー・角膜リング（フェラーラリング）を用いた円

錐角膜の治療 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2014-373-3 （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: 慶應義塾大学慢性腎臓病在宅医療支援システムの構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

56 受付番号: 2014-437-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: ピレノキシン製剤点眼による初期老視眼の水晶体調節力回復の検討 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2014-481-2 （修正 B(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 流動食負荷試験による胃機能検査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2015-061 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 介護保険サービス利用者に対する学習療法の介護予防効果および費用対効

果研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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59 受付番号: 2015-067 （新規） 

 申請者(研究責任者): 前川 裕一郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 閉塞性肥大型心筋症の病因解明・心筋線維化と線維化マーカーの関係 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

   

60 受付番号: 2015-068 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: メサラジン・アレルギーを起こした潰瘍性大腸炎症例の検討 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2015-069 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 小児聴覚・言語障害における予後因子の解明 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2015-070 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病に対する認知行動療法の脳機能画像アプローチによる治療機序の解

明：ランダム化比較試験 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2015-071 （新規） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 4D フローMRI を用いた血流評価の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2015-073 （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: 末梢血管疾患診療に関する多施設共同観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

65 受付番号: 2015-074 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 守（産婦人科学） 

 課題名: 内診指接着型胎児オキシメーターを用いた新規胎児モニタリング法の開発 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2015-075 （新規） 

 申請者(研究責任者): 本田 賢也（微生物学・免疫学） 

 課題名: 免疫系に影響を与えるヒト粘膜常在細菌の探索 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2015-076 （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: JCOG0502-A1：臨床病期(clinical-T1NOMO)食道癌における予後予測および

治療効果予測因子の研究 

 判 定: 承認 
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68 受付番号: 2015-077 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 実用視力測定における測定時間短縮可能性の検討 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2015-078 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 武志（麻酔学） 

 課題名: 当院集中治療室における経皮的気管切開術の安全性に関する検討 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2015-080 （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: 承認 

   

71 受付番号: 2015-081 （新規） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 食道由来と推察される症状における食道機能異常の関与の検討 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2015-082 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 多施設多領域における消化器癌解析 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2015-083 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 血糖測定システム「メディセーフフィットスマイル」検討データの学術研

究発表への使用 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2015-084 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: メトトレキサート測定試薬比較検討データの学術研究発表への使用 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2015-085 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 新生児・乳児の血清ビタミン D 及び母親の母乳中のビタミン D の定量的評

価 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

76 受付番号: 2015-086 （新規） 

 申請者(研究責任者): 矢澤 真樹（形成外科学） 

 課題名: 血小板大量作製に向けた脂肪組織からの脂肪前駆細胞の分離・ヒト脱分化

脂肪細胞(Dedifferentiated FAT cells：DFAT)の作製 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2015-101 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 和田 則仁（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹部ヘルニア疾患における、病状評価、治療の有効性・妥当性に関する研

究 

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2015-103 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 慶應義塾大学病院参加における妊娠・分娩予後に関する後方視的検討 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2015-104 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 小児内分泌代謝疾患の診療に関する研究 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2015-105 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科疾患(子宮腫瘍、附属器腫瘍、婦人科感染症、ホルモン異常、更年期

障害)の診療に関する後方視的研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

81 受付番号: 2015-106 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: Fallot 四徴症の診療に関する研究 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2015-107 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: 肺動脈性肺高血圧症の診療に関する研究 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2015-108 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: RS ウイルス感染症重症化予防に関する研究 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2015-109 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: Marfan 症候群の診療に関する研究 

 判 定: 承認 

   

85 受付番号: 2015-110 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高橋 慎一（内科学（神経）） 

 課題名: 多発性硬化症における予後予測に関する研究 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2015-111 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: T315I 変異陽性の慢性骨髄性白血病の 16 歳女性へのポナチニブの使用 
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 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2015-180 （新規） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 難治性黄疸と肝機能障害に対するω3 系脂肪乳剤(Omegaven(R))による治療

法 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2015-091 （新規(先進医療)） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術(先進医療 A 告示番号 30) 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2015-092 （新規(先進医療)） 

 申請者(研究責任者): 中川 種昭（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法(先進医療 A 告示番号

25) 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2015-093 （新規(先進医療)） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 前眼部三次元画像解析検査(先進医療 A 告示番号 40) 

 判 定: 承認 

以上

 


