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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 5 回） 

日  時 平成 28 年 9 月 26 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 出 

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 欠 

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 出 

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 出 

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 出 

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、小田桐、和田、土濱 

臨床研究推進センター：田丸、光永 

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 4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、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

いことが説明され、2件の課題（2016-0002-1 再 2，2016-0154-1 再）は森崎委員が当事者であるた

め、判定の際には森崎委員には退出していただくよう確認された。 

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: 2016-0177 （新規申請） 

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: 脳卒中重度上肢麻痺患者に対する末梢神経電気刺激併用運動イメージ訓練

の機能改善効果 

判 定: 保留（事務局確認） 

2 受付番号: 2016-0002-1 再 2 （再審査） 

申請者(研究責任者): 小杉 志都子（麻酔学） 

課題名: 機能的磁気共鳴画像(fMRI)を用いた、慢性痛と脳領域の安静時活動の関連

性評価のための前向き 2群比較試験 

判 定: 保留（事務局確認） 

3 受付番号: 2016-0154-1 再 （再審査） 

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（事務局確認） 

4 受付番号: 2016-0072-1 再 （再審査） 

申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

課題名: 重症大動脈弁狭窄の心不全症例に対する低用量トルバプタンの有用性の検

討 

判 定: 保留（再審査） 

5 受付番号: 2016-0094 （新規申請） 

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: 内視鏡的粘膜下層剥離術における次世代内視鏡強調画像の有用性に関する

多施設共同ランダム化比較試験 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2016-0125-1 再 （再審査） 

 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） 

   

7 受付番号: 2016-0127-1 再 （再審査） 

 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（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2016-0141 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中原 理紀（放射線科学（診断）） 

 課題名: 認知機能が正常な成人志願者を対象とした(18)F-florbetaben PET検査によ

るノーマルデータベース作成および統計解析による初期大脳皮質アミロイ

ド沈着の検出に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

9 受付番号: 2016-0179 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 栗原 勲（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬のミネラルコルチコイド受容体拮抗

作用の検討 

 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

10 受付番号: 2016-0212 （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: レジパスビル・ソフォスブビルによる移植後 C 型肝炎再発に対する治療効

果と安全性に関する研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

11 受付番号: 2016-0216 （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: 食後期胃運動調節機構の検討 
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判 定: 保留(再審査) 

12 受付番号: 2016-0226 （新規申請） 

申請者(研究責任者): 渕本 康史（外科学（小児）） 

課題名: インドシアニングリーン (ICG) 蛍光法を用いた肝芽腫の原発巣・転移巣に

対するナビゲーション手術 

判 定: 保留（再審査） 

13 受付番号: 2016-0235 （新規申請） 

申請者(研究責任者): 猶木 克彦（医学部腫瘍センター） 

課題名: 高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポシド併用療法

(CE 療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI 療法)のランダム化

比較第 II/III 相試験（JCOG1201/TORG1528） 

判 定: 保留（事務局確認） 

14 受付番号: 2016-0234 （新規申請） 

申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

課題名: 反復体外受精・胚移植（ART）不成功例を対象とした着床前遺伝子スクリー

ニング（PGS）の有用性に関する多施設共同研究のためのパイロット試験

判 定: 保留（再審査） 

15 受付番号: 2016-0065-1 再 （再審査） 

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: 糸付きクリップ縫縮法の有用性の検討 

判 定: 承認 

16 受付番号: 2016-0074-1 再 （再審査） 

申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

課題名: 電気けいれん療法により生じるうつ病患者の末梢血内微量物質の変化：質

量分析を用いた縦断的観察研究 

判 定: 承認 

17 受付番号: 2016-0089 （新規申請） 

申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

課題名: ヒト皮膚微生物叢の網羅的解析（採取前事前介入あり）

判 定: 承認 
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18 受付番号: 2016-0133-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 3-Tesra MRI装置による脳の構造画像ならびに機能画像の健常者コントロー

ル用データベース構築 

  

   

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2016-0170 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 金子 祐子（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 免疫抑制療法による B 型肝炎ウイルス再活性化のスクリーニング検査とし

ての HBs 抗原測定法の有用性 

  

   

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2016-0176 （新規申請） 

 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: 新規バイポーラ止血鉗子の有用性の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2016-0203 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中原 理紀（放射線科学（診断）） 

 課題名: 骨転移治療目的により塩化ラジウム 223 を投与された前立腺癌患者のガン

マ線イメージング法の確立および同イメージングによる治療効果・予後予

測 

  

   

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2016-0223 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中本 伸宏（内科学（消化器）） 

 課題名: 慢性 C 型肝炎、肝線維化および肝発癌に寄与する新規バイオマーカーの探

索 

 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2016-0228 （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: 原発性胆汁性肝硬変に対する肝移植後予後因子に関する多施設前向き研究 

  

   

 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。 

24 受付番号: 2008-0066-6 再 （再審査） 

 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(事務局確認) 

   

25 受付番号: 2015-305-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 村田 満（中央臨床検査部） 

 課題名: 脳波検査における正常範囲の設定 

  

   

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2015-362-1 再 2 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鳴患者に対する Tinnitus Sound Support TM(TST)を用いた音響療法の効

果に関する検討 

  

   

 判 定: 却下 

   

27 受付番号: 2015-392-1 再 （再審査） 

 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：レッシュナイハン症候群(LN-01) 

  

   

 判 定: 保留（その他） 

   

28 受付番号: 2016-0020-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 臨床病期 IB-III (T4 を除く) 食道癌に対する S-1 術後補助療法の第 II 相

臨床試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2016-0031-1 再 3 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断）） 

 課題名: 人体（献体）の摘出臓器を対象とした透明化および染色技術による 3 次元

構造可視化の研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 
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30 受付番号: 2016-0059-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 人工心肺回路「オキシア人工心肺回路 N」と既存品との単一施設、非盲検、

無作為化、2群並行群間比較試験 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

31 受付番号: 2016-0062-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学） 

 課題名: ドライアイ患者における毛髪中有害金属の解析 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

32 受付番号: 2016-0082-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 角膜変性症患者の原因遺伝子解析、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: 承認 

   

33 受付番号: 2016-0084-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 小坂 威雄（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺全摘除術、前立腺針生検術、経尿道的前立腺切除術が施行された患

者における予後マーカー探索 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

34 受付番号: 2016-0099-1 再 （再審査） 

 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 (DM1-32) 

  

   

 判 定: 保留（その他） 

   

35 受付番号: 2016-0111-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

36 受付番号: 2016-0128-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 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
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の関連 

判 定: 保留(事務局確認) 

37 受付番号: 2016-0152-1 再 （再審査） 

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: 承認 

38 受付番号: 2008-0016-34 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学） 

課題名: 神経疾患患者からの 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: 承認 

39 受付番号: 2010-0013-4 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

課題名: 頭頸部癌病理組織保存標本を用いた臨床病理学的検討による転移、治療効

果および予後の予測因子の解明 

判 定: 承認 

40 受付番号: 2010-0144-9 （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: 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 

41 受付番号: 2010-0328-6 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（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 

42 受付番号: 2011-0084-2 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

課題名: 小児、青年期おける高血圧前症および 24 時間平均脈圧の検討 
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 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2011-0085-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: 小児多囊胞性異形成腎患者における血圧、尿微量アルブミン、血清尿酸値

の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2011-0139-5 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学） 

 課題名: CAS システムを用いた保存角膜の評価 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

45 受付番号: 2012-0083-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 多施設共同による唾液線導管癌の後方視的観察研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2012-0336-4 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（医学部感染制御センター） 

 課題名: 日本人肺非結核性抗酸菌(NTM)症の発症・進展における関わる遺伝因子の網

羅的遺伝子解析（Genome-wide study:GWAS） （多施設共同研究） 

  

   

 判 定: 保留（その他） 

   

47 受付番号: 2012-0402-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 安田 恵美子（看護医療学部（信濃町）） 

 課題名: 食べる機能の発達過程に課題をもつ子どもと養育者の在宅における取り組

み 

  

   

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2013-0124-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: ヒト真皮線維芽細胞を用いた毛包誘導法の確立 

  

   

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2013-0207-5 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学） 
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 課題名: 食物摂取頻度調査票（FFQ)の妥当性・再現性とメタボローム解析との関連

性に関する研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

50 受付番号: 2013-0270-4 （修正申請 A） 

 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: 承認 

   

51 受付番号: 2014-0177-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 中本 伸宏（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 

   

52 受付番号: 2014-0252-4 （修正申請 A） 

 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) 

   

53 受付番号: 2014-0289-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学） 

 課題名: 先天性内分泌疾患の分子病態解明に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2014-0346-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 家族性甲状腺乳頭癌の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2014-0366-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: ヒト皮膚組織におけるヒアルロン酸分解・代謝酵素の発現及び機能解析 

  

   

 判 定: 承認 
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56 受付番号: 2014-0411-2 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（医学教育統轄センター） 

課題名: 13C 標識薬と呼気 13CO2 濃度測定装置に関する研究 

判 定: 保留(事務局確認) 

57 受付番号: 2014-0442-4 （修正申請 A） 

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: 承認 

58 受付番号: 2014-0443-3 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 中原 理紀（放射線科学（診断）） 

課題名: FDG-PET/CT の不明熱診断への応用 － ガリウム SPECT との比較研究（略

称：JPET-FUO） 

判 定: 承認 

59 受付番号: 2015-0010-2 （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: 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) 

60 受付番号: 2015-0055-3 （修正申請 A） 

申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学） 

課題名: 「日本救急医学会主導 救急医療領域における生体侵襲と生体反応の病態

解明とその臨床応用に関する多施設共同研究」への参画 急性肺損傷

(ALI)/急性呼吸促迫症候群(ARDS)および重症敗血症の疫学研究 

判 定: 保留(事務局確認) 

61 受付番号: 2015-0104-2 （修正申請 A） 

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: 保留(事務局確認) 

62 受付番号: 2015-0216-3 （修正申請 A） 
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 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 新規消化管ペプチド「グレリン」による慢性腎臓病患者に対する安全性の

確認のための試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2015-0311-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 淺村 尚生（外科学（呼吸器）） 

 課題名: JCOG1205/1206：高悪性度神経内分泌肺癌完全切除に対するイリノテカン＋

シスプラチン療法とエトポシド＋シスプラチン療法のランダム化比較試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2015-0470-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 造血幹細胞移植後の免疫再構築およびウイルス感染症に関する検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2016-0009-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 佐渡 充洋（精神・神経科学） 

 課題名: マインドフルネスがwell-beingやストレスの改善に及ぼす影響についての

探索的効果研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2016-0131-2 （修正申請 A） 

 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 

   

67 受付番号: 2004-0006-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 重症ドライアイ患者への自己血清点眼の使用 

  

   

 判 定: 却下 

   

68 受付番号: 2007-0081-16 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学（婦人科）） 

 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 
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 判 定: 保留（再審査） 

   

69 受付番号: 2009-0018-8 （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: ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病態解明と

診断法 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

70 受付番号: 2009-0052-13 （修正申請 B） 

 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 

   

71 受付番号: 2009-0187-11 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学（婦人科）） 

 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: 承認 

   

72 受付番号: 2009-0277-9 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（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: 保留(事務局確認) 

   

73 受付番号: 2011-0262-17 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 小崎 健次郎（医学部臨床遺伝学センター） 

 課題名: 染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構

築 

  

   

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2012-0079-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: PNH レジストリ（発作性夜間ヘモグロビン尿症患者登録） 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

75 受付番号: 2012-0296-5 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 
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 課題名: 福島第一原発作業者に対する眼科検診研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

76 受付番号: 2013-0011-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイの国際診断基準の作成 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

77 受付番号: 2013-0013-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: ドライアイの眼表面に対するレーザー生体共焦点顕微鏡の応用性 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

78 受付番号: 2013-0023-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 心臓弁膜症の診療・予後調査のレジストリ研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

79 受付番号: 2013-0038-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床的研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

80 受付番号: 2013-0139-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 子宮頸がん検診受診者コホート研究および HPV 検査の有効性評価研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

81 受付番号: 2013-0167-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対する治療用コンタクト

レンズ治療症例のレトロスペクティブ調査 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

82 受付番号: 2013-0221-4 （修正申請 B） 
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 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: Fuchs 角膜内皮変性症患者の原因遺伝子解析、iPS 細胞の樹立とそれを用い

た疾患解析に関する研究 

※バイオバンク小委員会からの指摘に関して、今回、申請者が自主的に修

正申請として申請したもののため、迅速審査 

  

   

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2013-0246-10 （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: 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

84 受付番号: 2013-0268-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対するジクアホソルナト

リウム治療長期効果に関するレトロスペクティブ調査 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

85 受付番号: 2013-0384-7 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: ヒト皮膚微生物叢の網羅的解析 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

86 受付番号: 2014-0037-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有効性評価研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

87 受付番号: 2014-0068-3 （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（主に関節リウマチ）患者試料を用いた疾患・病態形成にお

けるフラクタルカインの役割の検討 

  

   

 判 定: 却下 

   

88 受付番号: 2014-0082-5 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 末梢動脈疾患治療に関する多施設前向き研究 
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判 定: 保留(事務局確認) 

89 受付番号: 2014-0164-3 （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: 去勢抵抗性前立腺癌患者におけるエンザルタミドの臨床効果、および臨床

効果の予測因子の検討 

判 定: 保留(事務局確認) 

90 受付番号: 2014-0195-3 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 鎮目 美代子（病院事務局長付） 

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: 保留(再審査) 

91 受付番号: 2014-0250-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

課題名: 頸動脈小体腫瘍の発症、腫瘍進展に関わる遺伝子・蛋白発現についての検

討 

判 定: 承認 

92 受付番号: 2014-0260-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

課題名: 高次機能評価に実用視力計を用いた観察研究 

判 定: 保留(事務局確認) 

93 受付番号: 2014-0276-3 （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 

判 定: 承認 

94 受付番号: 2014-0391-8 （修正申請 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: 保留(事務局確認) 
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95 受付番号: 2014-0442-5 （修正申請 B） 

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） 

96 受付番号: 2014-0475-5 （修正申請 B） 

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: 承認 

97 受付番号: 2014-0476-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

課題名: 切除困難局所進行膵癌症例に対する GEM+nab-PTX+放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相

試験 

判 定: 承認 

98 受付番号: 2014-0476-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

課題名: 切除困難局所進行膵癌症例に対する GEM+nab-PTX+放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相

試験 

（KOPAC 01) 

判 定: 保留(事務局確認) 

99 受付番号: 2014-0489-3 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 金子 祐子（内科学（リウマチ）） 

課題名: 日本人関節リウマチ患者におけるヒドロキシクロロキンの有効性、安全性

の検証 

※先進 B 厚労省書類提出のため、臨時倫理委員会にて審査

判 定: 承認 

100 受付番号: 2014-0489-3 （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: 日本人関節リウマチ患者におけるヒドロキシクロロキンの有効性、安全性

の検証 
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 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2015-0013-3 （修正申請 B） 

 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: 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) 

   

102 受付番号: 2015-0053-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: ヨウ素 125 密封小線源治療後の排尿障害に対する薬物療法の効果の比較 

  

   

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 2015-0080-3 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

104 受付番号: 2015-0091-2 （修正申請 B） 

 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: 保留(事務局確認) 

   

105 受付番号: 2015-0156-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球吸着療法(商品名：アダカラム)の

有効性と安全性 

  

   

 判 定: 承認 

   

106 受付番号: 2015-0166-2 （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: ニコチン依存症治療用アプリケーションに関する臨床試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

107 受付番号: 2015-0228-5 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 活動期潰瘍性大腸炎に対する漢方薬青黛の有用性 
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 判 定: 保留(事務局確認) 

   

108 受付番号: 2015-0232-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 小杉 志都子（麻酔学） 

 課題名: 神経根ブロック(経椎間孔的硬膜外デキサメタゾン注入)の耐糖能および副

腎機能への影響に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

109 受付番号: 2015-0243-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 抗 TNFα抗体製剤効果減弱例クローン病に対する漢方青黛の有用性に関す

る探索的検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

110 受付番号: 2015-0243-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 抗 TNFα抗体製剤効果減弱例クローン病に対する漢方青黛の有用性に関す

る探索的検討 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

111 受付番号: 2015-0247-2 （修正申請 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) 

   

112 受付番号: 2015-0252-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: Stevens-Johnson 症候群慢性期の診断基準・実態調査と治療法の確立 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

113 受付番号: 2015-0254-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 腸管不全患者における黄疸と肝機能障害に対するω3 系脂肪乳剤

(Omegaven(R))の介入臨床研究 

  

   

 判 定: 承認 
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114 受付番号: 2015-0279-5 （修正申請 B） 

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: 保留(事務局確認) 

115 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: 承認 

116 受付番号: 2015-0308-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

課題名: うつ病に対する慶應式 Shared Decision Making(K-SDM)プログラムの有用性

に関する介入研究 

判 定: 保留(事務局確認) 

117 受付番号: 2015-0325-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

課題名: アトピー性皮膚炎の病態解明と高精度予測医療を実現するための臨床ビッ

グデータ解析研究(後向き研究)

判 定: 保留(事務局確認) 

118 受付番号: 2015-0331-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

課題名: 炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの探索 －Adalimumab 治療における

LRG の有用性の検討 

判 定: 保留(事務局確認) 

119 受付番号: 2015-0397-3 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

課題名: 網膜病態とマクロファージの関連の検討 

判 定: 却下 
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120 受付番号: 2015-0450-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 秋山 武紀（外科学（脳神経）） 

課題名: 経頭蓋運動誘発電位モニタリングのための新型器材の有用性検討 

判 定: 却下 

121 受付番号: 2016-0037-2 （修正申請 B） 

申請者(研究責任者): 金子 祐子（内科学（リウマチ）） 

課題名: インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性にある関節リウマチ患

者を対象としたインフリキシマブ休薬療法における、関節超音波を用いた

再発予測精度ならびにインフリキシマブ再投与の有効性・安全性を検証す

る、多施設共同前向き試験 OPTIWIT (Optimization of Infliximab 

Withdrawal Strategy for Rheumatoid Arthritis) Study 

判 定: 保留(事務局確認) 

122 受付番号: 2016-0076-2 （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: 血清中 LRG 測定試薬による生物学的製剤使用時おける関節リウマチの重症

度判定および経過観察の有用性の検討 

判 定: 保留(事務局確認) 

123 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: 承認 

124 受付番号: 2016-0157 （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: 大腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設共同前向き

研究 

判 定: 承認 

125 受付番号: 2016-0166 （新規申請） 

申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

課題名: 粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫における NY-ESO-1 の発現と臨

床成績に関する研究 - 骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 – 
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 判 定: 保留(事務局確認) 

   

126 受付番号: 2016-0168 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 久保田 義顕（坂口光洋記念講座（機能形態学）） 

 課題名: 精神神経疾患における病態生理・発症脆弱性・治療反応性等の解明、およ

び新規治療法・診断予防法の開発を目指した遺伝子解析 

  

   

 判 定: 承認 

   

127 受付番号: 2016-0169 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 頸動脈小体腫瘍の全国調査 

  

   

 判 定: 承認 

   

128 受付番号: 2016-0171 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 降圧薬投与による尿中腎上皮細胞マーカーの変動についての横断研究 

  

   

 判 定: 却下 

   

   

129 受付番号: 2016-0172 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: オルト-トルイジン等芳香族アミンによる健康影響に関する時間断面研究 

  

   

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

130 受付番号: 2016-0174 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 遠隔再発・遠隔転移を来した子宮間葉系腫瘍の実態調査 

  

   

 判 定: 承認 

 

131 受付番号: 2016-0175 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 井上 詠（医学部予防医療センター） 

 課題名: 生活習慣病・ライフスタイルと大腸憩室の発生に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

132 受付番号: 2016-0178 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中原 理紀（放射線科学（診断）） 
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 課題名: 口腔がんの顎骨浸潤に対する 3D SPECT/CT の術前画像診断精度の検証 

  

   

 判 定: 承認 

   

133 受付番号: 2016-0180 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 矢ヶ崎 香（看護医療学部（信濃町）） 

 課題名: 分子標的治療の皮膚障害に伴うがん患者の QOL に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

134 受付番号: 2016-0181 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小松 浩子（看護医療学部（信濃町）） 

 課題名: がん薬物療法に伴う皮膚侵害性合併症(手足症候群)とリスクイベントに関

する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

135 受付番号: 2016-0187 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科） 

 課題名: スポーツによる疲労骨折発生に関する観察研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

136 受付番号: 2016-0188 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 高橋 勇人（皮膚科学） 

 課題名: 炎症性皮膚疾患の症状ならびに治療の有効性の評価に関する研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

137 受付番号: 2016-0189 （新規申請） 

 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: 健常成人の三角筋における対側および同側皮質運動性下行路の活動性の比

較 

  

   

 判 定: 承認 

   

138 受付番号: 2016-0190 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 本邦における頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーションの実態調査 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 
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139 受付番号: 2016-0191 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚計測パラメーターのシステム生物学的解析による皮膚の加齢および環

境応答特性の解明 

  

   

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

140 受付番号: 2016-0192 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: NR4A1 の一塩基多型と造血幹細胞移植後 GvHD の関連性に関する臨床研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

141 受付番号: 2016-0193 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 谷川 瑛子（皮膚科学） 

 課題名: 自己免疫疾患に伴う皮膚症状の評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

142 受付番号: 2016-0194 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学） 

 課題名: アレルギー疾患におけるハイリスク乳児の追跡およびアウトカム評価 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

143 受付番号: 2016-0196 （新規申請） 

 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: 慶應義塾大学病院とその関連施設における進行非小細胞肺癌に対するニボ

ルマブ投与の症例集積研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

144 受付番号: 2016-0197 （新規申請） 

 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: 慶應義塾大学病院とその関連施設における肺癌治療の症例集積研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

145 受付番号: 2016-0198 （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: 日本国内における再肝移植の現状に関する研究 
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 判 定: 保留(事務局確認) 

   

146 受付番号: 2016-0199 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学） 

 課題名: 運動器ドック受診者の腰椎疾患と筋肉、脂質、骨代謝との関係 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

147 受付番号: 2016-0200 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 鷲田 直輝（バクスター寄附講座） 

 課題名: 模擬 Automated Peritoneal Dialysis（APD）患者における仮想 Remote 

Monitoring system (RM) 使用におけるヘルスケアリソースの評価 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

148 受付番号: 2016-0201 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 鷲田 直輝（バクスター寄附講座） 

 課題名: 腹膜透析患者における運動耐容能の横断的評価 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

149 受付番号: 2016-0202 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 鷲田 直輝（バクスター寄附講座） 

 課題名: 腹膜透析患者に対する運動療法の有効性評価のための無治療対照無作為化

2群平行群間比較試験 

  

   

 判 定: 保留（その他） 

   

150 受付番号: 2016-0204 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 大前 和幸（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: ６年間追跡したレーヨン製造作業者の二硫化炭素（CS2）曝露による健康影

響調査の既存データを使用する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

151 受付番号: 2016-0205 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病に対する電気けいれん療法後寛解維持の生物学的基盤に関する縦断

研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

152 受付番号: 2016-0206 （新規申請） 
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 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: 電気けいれん療法の急性期作用期機序解明に関するマルチモダールでの縦

断的観察研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

153 受付番号: 2016-0207 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: Hemifacial microsomia における 3次元座標を用いた顔面形態評価 

  

   

 判 定: 承認 

   

154 受付番号: 2016-0208 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学） 

 課題名: 血管肉腫に対するエリブリン単剤療法の有効性に関する多施設共同前向き

観察研究 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

155 受付番号: 2016-0209 （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: 精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

156 受付番号: 2016-0211 （新規申請） 

 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: 新宿区の在宅高齢者における災害時非常食摂取調査の後方視的解析 

  

   

 判 定: 承認 

   

157 受付番号: 2016-0213 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 軽度／中等度近視眼に対する度数をもたないピンホールコンタクトレンズ

の有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

158 受付番号: 2016-0214 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究における東京都

荒川区における認知症コホート研究 
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 判 定: 承認 

   

159 受付番号: 2016-0215 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 非特異性多発性小腸潰瘍及びCronkhite-Canada症候群に対する青黛の安全

性および治療効果の研究 

 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

160 受付番号: 2016-0217 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術患者を対象とした血中グルコース濃度と房水グルコース濃度相

関の糖状態依存性に関する研究 

 

  

   

 判 定: 保留（その他） 

   

161 受付番号: 2016-0218 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学） 

 課題名: 重症角膜上皮障害の患者への自己血清点眼の使用 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

162 受付番号: 2016-0219 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学） 

 課題名: 涙液中ムチン濃度とドライアイ重症度の関連性の探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

163 受付番号: 2016-0220 （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: 唾液メタボローム解析を用いた良悪性膵腫瘍早期診断技術の確立 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

164 受付番号: 2016-0221 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 淺村 尚生（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌手術症例の臨床病理学的因子と術後成績に関する後方視的検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 
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165 受付番号: 2016-0222 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎に対する青黛の長期予後に関する研究 

 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

166 受付番号: 2016-0224 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中本 伸宏（内科学（消化器）） 

 課題名: 肝疾患における超音波エラストグラフィを用いた肝、脾、腎、筋の組織弾

性および（生体電気インピーダンス法）BIA 法を用いた体組成の有用性の検

討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

167 受付番号: 2016-0225 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎患者の網羅的データ解析研究（前向き観察研究） 

  

   

 判 定: 承認 

   

168 受付番号: 2016-0227 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中本 伸宏（内科学（消化器）） 

 課題名: 肝疾患における臨床検査データ解析 

  

   

 判 定: 承認 

   

169 受付番号: 2016-0229 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 精神疾患患者が主観的に感じている不安が医師の予測以上に改善する因子

を検証する観察研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

170 受付番号: 2016-0230 （新規申請） 

 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: 幻肢の運動イメージに伴う脳波変化依存的な視覚フィードバック訓練が幻

肢痛に及ぼす影響について 

 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

171 受付番号: 2016-0231 （新規申請） 
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 申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学） 

 課題名: ドライアイの眼表面と腸管粘膜免疫応答におけるマイクロバイオ―ムの役

割 

  

   

 判 定: 却下 

   

172 受付番号: 2016-0232 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 家庭用医療機器によるセルフモニタリングの有用性 

  

   

 判 定: 承認 

   

173 受付番号: 2016-0233 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道癌患者における化学療法抵抗性マーカーおよび予後規定因子の同定 

  

   

 判 定: 承認 

   

174 受付番号: 2016-0236 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 林田 哲（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ユーエフティ特定使用成績調査（N・SAS-BC 01 試験および CUBC 試験転帰調

査） 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

175 受付番号: 2016-0237 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 林田 哲（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: Stage I～ⅢA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究 

（N･SAS-BC 01/CUBC 測定研究） 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

 

以 上 

 


