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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 28 年度 第 4 回） 
 
日  時   平成 28 年 7 月 29 日 （金） 17:00～21:30 
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 出欠 

委員長 大前 和幸 男 内 自然科学の有識者 出 

副委員長 小崎健次郎 男 内 自然科学の有識者 欠 
副委員長 神山 圭介 男 内 自然科学の有識者 出 
委員 高橋 孝雄 男 内 自然科学の有識者 出 

委員 長谷川  奉延  男 内 自然科学の有識者 出 
委員 森崎 浩 男 内 自然科学の有識者 出 
委員 岡村 智教 男 内 自然科学の有識者 欠 
委員 大喜多 肇 男 内 自然科学の有識者 出 
委員 村田 満 男 内 自然科学の有識者 出 
委員 増井 徹 男 内 自然科学の有識者 出 
委員 竹内 裕也 男 内 自然科学の有識者 欠 
委員 奈良 雅俊 男 外 人文・社会科学の有識者 出 
委員 有馬 斉 男 外 人文・社会科学の有識者 出 
委員 矢田部 菜穂子 女 外 人文・社会科学の有識者 出 
委員 唐澤 貴夫 男 外 人文・社会科学の有識者 欠 

委員 大生 定義 男 外 自然科学の有識者 欠 

委員 木村 チヅ子 女 外 一般の立場を代表する者 出 

委員 天野 慎介 男 外 一般の立場を代表する者 欠 

委員 馬上 祐子 女 外 一般の立場を代表する者 出 
  
陪  席   オブザーバー：中川敦夫（デザインレビュー担当） 

倫理委員会事務局（学術研究支援課（研究倫理担当））： 
田中、今井、千羽、水野、河﨑、和田、土濱 

臨床研究推進センター：鎌倉、田丸、瀧澤、橋本、光永、志村 
 

議題： 
1. 倫理委員会事務局 報告（事務局） 

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．前回議事録の承認について 
 前回の倫理委員会議事録（平成 28 年度 第 3 回）（案）の確認がなされ承認された。 
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２．課題の審議 
大前委員長から本日審議される 23 課題について報告され、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することができな

いこと、今回は該当者がいないことが報告された。また、審議番号 8 受付番号 2016－0138、審議番

号 9 受付番号 2016－0145、は竹内委員が分担者として当事者になっているが、本日欠席であること

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: 2015-097-1 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: 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキ

サバン単剤療法に関する臨床研究(AFIRE Study) 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

     

2 受付番号: 2016-0071 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: A Randomized Open-label Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 

Tacrolimus and Corticosteroids in Comparison with Mycophenolate 

Mofetil and Corticosteroids in Subjects with Class III/IV±V Lupus 

Nephritis（ループス腎炎に対するタクロリムスとミコフェノール酸モフェ

チルの有効性と安全性に関する研究） 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

3 受付番号: 2016-0123 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 持続神経機能モニタリング装置使用による聴神経腫瘍手術 

  

   

 判 定: 保留(委員長確認) 

   

4 受付番号: 2016-0130 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 後藤 修（医学部腫瘍センター） 

 課題名:  抗血栓薬服用者における胃内視鏡治療後粘膜欠損部に対する内視鏡的粘

膜縫合法の有用性に関する探索的臨床試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

5 受付番号: 2016-0132 （新規申請） 
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 申請者(研究責任者): 中川 敦夫（医学部臨床研究推進センター） 

 課題名: 不安とうつに対する統一プロトコルによる集団認知行動療法の実施可能性

と有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

6 受付番号: 2016-0156 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: 診察場面における表情・体動・音声の定量化や日常生活活動の定量化を通

じたうつ病、躁うつ病及び認知症の客観的重症度評価技術開発―本試験― 

 

  

   

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

   

7 受付番号: 2016-0136 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（脳神経外科学） 

 課題名: JCOG1308C：再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次

併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第 III 相試

験 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

8 受付番号: 2016-0138 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 須田 康一（医学部腫瘍センター） 

 課題名: 胃癌に対する腹腔鏡下胃切除適応拡大の安全性に関する臨床研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

9 受付番号: 2016-0145 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 須田 康一（医学部腫瘍センター） 

 課題名: 内視鏡手術支援ロボット da Vinci Surgical System を用いた食道癌に対す

る胸腔鏡・腹腔鏡下食道癌根治術の安全性に関する臨床研究 

  

   

 判 定: 保留(委員長確認) 

   

10 受付番号: 2016-0146 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 大橋 俊夫（放射線科学（治療）） 

 課題名: 臨床病期 IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診断された 3 cm

以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否例）に対する体幹部定位放射

線治療のランダム化比較試験（JCOG1408） 

  

   

 判 定: 承認 
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11 受付番号: 2016-0105 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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 (DM1-25) 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

12 受付番号: 2016-0106 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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 (DM1-26) 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

13 受付番号: 2016-0104 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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 (DM1-30) 

  

   

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 2016-0103 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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-43) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2016-0107 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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-44) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

16 受付番号: 2016-0108 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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-45) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

17 受付番号: 2016-0109 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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-48) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 
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18 受付番号: 2016-0110 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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-52) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

19 受付番号: 2016-158-2 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 渕本 康史（外科学（小児）） 

 課題名: 肝芽腫の原発巣・転移巣に対するインドシアニングリーン (ICG) 蛍光法を

用いたナビゲーション手術 

  

   

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2016-0126 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断）） 

 課題名: 心筋 T1 および T2 マッピングの有用性の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2016-0131 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎に対する Bleach bath 療法の安全性および有効性の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2016-0142 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: Japan eye model 作成に向けた多施設研究 

  

   

 判 定: 承認 

23 受付番号: 2016-0149 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 調節訓練運動による老視症状改善効果の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2016-0173 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 重症大動脈弁狭窄症を有する慢性透析患者に対する経カテーテル大動脈弁

留置術 
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 判 定: 保留（委員長確認） 

 
 

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、大前委員長および神山副

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。 
 

25 受付番号: 2015-0317-2 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（臨床腫瘍学寄附講座） 

 課題名: 高齢者臨床病期 IB-Ⅲ 食道癌に対する Paclitaxel と放射線同時併用療法

(PTX-RT)の第Ⅰ/Ⅱ相試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2010-0284-5 （修正申請 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 

  

   

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2011-0132-8 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 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 

   

28 受付番号: 2013-0096-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 矢作 直久（医学部腫瘍センター（低侵襲療法研究開発部門）） 

 課題名: 早期胃癌に対する非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術＋センチネルリンパ節

ナビゲーション手術の有用性と安全性に関する探索的臨床研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2013-0146-9 （修正申請 A） 

 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 
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30 受付番号: 2013-0330-4 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

 課題名: 内視鏡･手術検体を用いた PESI-MS 法による迅速膵がん診断法の確立 

  

   

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2013-0476-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 若年子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症に対する高用量 MPA 療法を

施行した患者における予後不良因子の探索研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2014-0151-3 （修正申請 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: 大腸がん手術を受ける患者に対する腸管洗浄法の比較研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

33 受付番号: 2014-0287-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 細江 直樹（医学部内視鏡センター） 

 課題名: 大腸カプセル内視鏡による潰瘍性大腸炎重症度評価スコアの作成 

  

   

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2015-0279-4 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 眼科疾患別幸福度についての検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2015-0280-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 老視の有無と老視が日常生活の質に及ぼす影響の実態調査 

  

   

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2015-0329-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: アピキサバン内服高齢者の抗 Xa 活性と腎機能の関係 

  

   

 判 定: 承認 
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37 受付番号: 2015-0460-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者の善悪判断に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2015-0462-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 子宮頸癌に対する腹腔鏡下手術の実施に関する臨床研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2015-0463-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 婦人科腫瘍に対するロボット支援内視鏡手術の実施 

  

   

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2008-0066-6 （修正申請 B） 

 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: 保留(再審査) 

   

41 受付番号: 2011-0133-15 （修正申請 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: 承認 

   

42 受付番号: 2011-0294-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（医学部臨床研究推進センター） 

 課題名: EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単

独療法とゲフィチニブ/カルボプラチン/ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ

相比較試験(NEJ009） 

  

   

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-0048-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホルモン治療に続発す

る大腿骨頭壊死症発生抑制治療 
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 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2013-0175-12 （修正申請 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(事務局確認) 

   

45 受付番号: 2014-0046-2 （修正申請 B） 

 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: 承認 

   

46 受付番号: 2014-0479-3 （修正申請 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(特に関節リウマチ、血管炎、強皮症)の病態メカニズムの解

明 

  

   

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2015-0208-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後の視機能と自覚症状 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

48 受付番号: 2015-0220-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 矢作 直久（医学部腫瘍センター（低侵襲療法研究開発部門）） 

 課題名: ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃癌 ESD 治癒切除後患者における、

ピロリ菌除菌による異時性胃癌抑制効果を証明するランダム化比較試験 

  

   

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

49 受付番号: 2015-0282-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学） 

 課題名: 進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ、ドセタキセル併用療

法の第Ⅱ相臨床試験 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 
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50 受付番号: 2015-0291-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: カリウム摂取強化の食事指導による尿中ナトカリ比を指標とした減塩効果

の研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2015-0429-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 武田 祐子（看護医療学部（信濃町）） 

 課題名: 肺高血圧症患者の精神状態・QOL とその関連因子に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2015-0444-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: ロービジョン・視覚障害者における主観的幸福度の検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

53 受付番号: 2016-0042 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 望月 眞弓（薬剤部） 

 課題名: メトトレキサート排泄遅延に及ぼすプロトンポンプ阻害薬の影響に関する

レトロスペクティブ研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2016-0111 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 内野 美樹（眼科学） 

 課題名: 次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT）における生活習慣とドライアイと

の関連 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

55 受付番号: 2016-0112 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 河奈 裕正（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 骨代用材テルフィールを用いたサイナスリフト（上顎洞底挙上術） 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

56 受付番号: 2016-0113 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 円錐切除後妊娠の実態に関する後方視的調査研究 
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 判 定: 保留(事務局確認) 

   

57 受付番号: 2016-0114 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 田野崎 隆二（医学部輸血・細胞療法センター） 

 課題名: RK-X パルス自家抗原提示細胞の GMP 製造ならびに品質規格・安全性試験 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

58 受付番号: 2016-0115 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 非侵襲的心臓手術（MICS）における輸血量の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2016-0116 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 待機的気管切開における院内連携に関する研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

60 受付番号: 2016-0117 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 声帯白板症の臨床的検討 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

61 受付番号: 2016-0118 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 喉頭乳頭腫症例の喉頭機能に関する検討 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

   

62 受付番号: 2016-0119 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 卵巣漿液性腺癌の病理組織細分類に基づく治療個別化の探索（JGOG3016A1） 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

63 受付番号: 2016-0120 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 天疱瘡患者のレジストリ研究 
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 判 定: 承認 

 

64 受付番号: 2016-0121 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 既存資料を用いた栃木県脳卒中啓発プロジェクトの効果に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2016-0122 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 唾液・胆汁メタボローム解析を用いた胆道良悪性疾患の早期診断技術の確

立 

 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

66 受付番号: 2016-0124 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 細江 直樹（医学部内視鏡センター） 

 課題名: EMR/ESD 施行時のヘパリン置換による後出血の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2016-0125 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 脳画像を用いた内因性精神疾患の親子研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

68 受付番号: 2016-0127 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚の aquagenic wrinkling の病態メカニズム解明と治療法の開発 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

69 受付番号: 2016-0128 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 腎臓移植肥満・非肥満ドナー、およびレシピエントにおける腎臓組織学的

変化 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 
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70 受付番号: 2016-0129 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する前向き観察多施設共同研究（膵臓内視

鏡外科研究会・日本肝胆膵外科学会・日本内視鏡外科学会合同全例登録調

査） 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

71 受付番号: 2016-0133 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: MRI 検査によるデータベース構築 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

72 受付番号: 2016-0134 （新規申請） 

 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（成人発症スティル病、顕微鏡的多発血管炎、側頭動脈炎、

高安動脈炎、リウマチ性多発筋痛症）に対するトシリズマブ療法による病

態・治療メカニズムの解明（埼玉医科大学総合医療センターとの共同研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

73 受付番号: 2016-0135 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 村松 太郎（精神・神経科学） 

 課題名: インターネット依存の実態調査 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

74 受付番号: 2016-0137 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 和毅（整形外科学） 

 課題名: 患者立脚型肘関節機能評価法 PREE-J と客観的評価法 JOA スコアとの相関

性の検討 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

75 受付番号: 2016-0139 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 本田 賢也（微生物学･免疫学） 

 課題名: 肥満と腸内細菌、腸管免疫の関連性の研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

76 受付番号: 2016-0140 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 谷川原 祐介（臨床薬剤学） 
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 課題名: エリブリンの安全性及び有効性に関するファーマコメトリクス研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

77 受付番号: 2016-0143 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 本田 賢也（微生物学･免疫学） 

 課題名: 健常人常在細菌からのプロバイオティクス候補の探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2016-0144 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学） 

 課題名: 日本救急医学会 熱中症即日登録調査 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

79 受付番号: 2016-0147 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道扁平上皮癌におけるネオ抗原を標的とした T 細胞免疫療法の確立に向

けた研究 

 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

80 受付番号: 2016-0148 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 松本 秀男（医学部スポーツ医学総合センター） 

 課題名: スポーツ医学外来受診者におけるメンタルヘルス支援の必要性の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2016-0150 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 排卵誘発における内科系学会社会保険連合「説明と同意」実態調査 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

82 受付番号: 2016-0151 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学） 

 課題名: 涙液中ガレクチン 3濃度とドライアイ重症度の関連性の探索 

  

   

 判 定: 承認 

   



 

 15

83 受付番号: 2016-0152 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 前十字靱帯再建術後の競技復帰と性格検査を中心とした精神症状評価との

関連性についての検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

84 受付番号: 2016-0153 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 網羅的血中マイクロ RNA 解析に基づく不安・うつ症状の血中バイオマーカ

ーの探索 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

85 受付番号: 2016-0154 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: オランザピンの術後悪心嘔吐予防効果に関する多施設共同研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

86 受付番号: 2016-0155 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 「内視鏡的逆行性胆道膵管造影における呼気中二酸化炭素濃度測定」試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2016-0102 （新規申請） 

 申請者(研

究責任者): 

嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児固形腫瘍観察研究（旧承認番号 20110351） 

   

   

 判 定: 保留（委員長確認） 

 
 

以 上 

 


