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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 6 回） 

 

日  時   平成 28 年 10 月 24 日 （月） 17:00～20:30 

場  所   ２号館 11 階 大会議室 

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 欠 

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 欠 

委員 竹内 裕也 男 内 自然科学の有識者 出 

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 出 

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：谷川瑛子（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（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：鎌倉、田丸、光永 

傍  聴   萩村、松嶋、長井（デザインレビュー担当） 

 

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 
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 前回の倫理委員会議事録（平成 28 年度 第 5回）（案）の確認がなされ承認された。 

 

 

２．課題の審議 

大前委員長から本日審議される 16 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、1件の課題（2016-0250）は竹内委員が当事者であるため、判定の際には竹内委

員には退出していただくことが確認された。 

 

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: 2016-0250 （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: 腎機能に基づく S-1 用量算出式「B-B formula」の検証試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

     

2 受付番号: 2016-0269 （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: 膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離-個別処理と脾静脈同時

切断の多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験 

 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

3 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（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2016-0264 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 初発未治療高リスクびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する

R-CHOP/R-HDMA 交替療法の安全性と有効性の検討：多施設共同臨床第Ⅱ相試

験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

5 受付番号: 2016-0265 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 同種造血幹細胞移植後のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
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に対するダサチニブを用いた維持療法の有効性の検討 

KSGCT1601(DASALL II) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2016-0277 （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: 抗 TNF-α抗体治療抵抗性の潰瘍性大腸炎に対する免疫抑制剤上乗せ効果の

研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2016-0112-1 再 （再審査） 

 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) 

   

8 受付番号: 2015-0266-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 

 課題名: 院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性の検討（第Ⅱ相試

験：多施設介入研究） Hydrogen Inhalation Therapy for Patients with Post 

Cardiac Arrest Syndrome(Phase Ⅱ ， multicenter ， prospective ，

randomized，doubleblind，placebo-controlled trial）：HYBRID2 Study 

  

   

 判 定: 承認 

   

9 受付番号: 2016-0159 （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 (DMD-47) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2016-0160 （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-53) 

  

   

 判 定: 承認 

   

11 受付番号: 2016-0182 （新規申請） 

 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 (DM1-31) 
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 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

12 受付番号: 2016-0185 （新規申請） 

 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 (DM1-37) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

13 受付番号: 2016-0239 （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: 均衡型相互転座保因者の習慣流産 

(CT-33) 

  

   

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 2016-0240 （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: 均衡型相互転座保因者の習慣流産 

(CT-34) 

  

   

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2016-0164 （新規申請） 

 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：相互転座保因者の習慣流産 (CT-46) 

  

   

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2016-0238 （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-52) 

  

   

 判 定: 承認 

   

 

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。 

17 受付番号: 2013-0384-7 再 （再審査） 

 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 
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 判 定: 保留(再審査) 

   

18 受付番号: 2016-0057-1 再 2 （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: Stage IV 胃がんにおける Conversion therapy (Adjuvant surgery) の意義 

に関する国際多施設共同後ろ向き研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2007-0047-14 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（医学部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） 

   

20 受付番号: 2009-0278-4 （修正申請 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） 

   

21 受付番号: 2011-0129-3 （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: 一般社団法人日本熱傷学会「熱傷入院患者レジストリー」への症例登録事

業 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

22 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: 承認 

   

23 受付番号: 2012-0395-3 （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: 急性・慢性肝疾患における免疫寛容機構の解明 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 
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24 受付番号: 2013-0143-2 （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: 再生不良性貧血に対する低用量抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン

(anti-thymocyteglobulin:ATG)を用いた同種造血幹細胞移植療法の有効性

と安全性の検討 KSGCT1102 

  

   

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2013-0162-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経）） 

 課題名: 脳神経外科手術における 320 列面検出器 CT による血管撮影の解析研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

26 受付番号: 2013-0252-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（脳神経外科学） 

 課題名: 小児における副鼻腔の発生、発達過程の画像解析研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2013-0454-3 （修正申請 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]PBB3 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） 

   

28 受付番号: 2013-0516-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: Fanconi 症候群におけるカルニチン補充の尿細管機能への影響 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

29 受付番号: 2014-0211-5 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

30 受付番号: 2014-0314-2 （修正申請 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]PBB3 を用いた老年期精神症状の
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病態に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

31 受付番号: 2014-0439-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下手術に対する送水機能付きバイポーラ鉗子の使用 

  

   

 判 定: 却下 

   

32 受付番号: 2015-0086-3 （修正申請 A） 

 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: 保留（事務局確認） 

   

33 受付番号: 2015-0218-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 矢ヶ崎 香（看護医療学部（信濃町）） 

 課題名: 分子標的治療を受ける進行・再発大腸がん患者の皮膚障害に関するセルフ

マネジメントの体験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

34 受付番号: 2015-0444-3 （修正申請 A） 

 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（事務局確認） 

   

35 受付番号: 2002-1020-16 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（医学部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: 保留(再審査) 

   

36 受付番号: 2002-2020-17 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（医学部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 
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 判 定: 保留(再審査) 

   

37 受付番号: 2011-0159-13 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端医科学研究所（細胞）） 

 課題名: がんバイオマーカーの探索と新規がん診断法・治療法の開発に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

38 受付番号: 2013-0184-5 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

39 受付番号: 2013-0383-5 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

40 受付番号: 2013-0512-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器慢性炎症性疾患における遺伝子変異の検索 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

41 受付番号: 2014-0081-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者の自動車運転の特性に関する検討のための基礎的なデータの構築 

  

   

 判 定: 却下 

   

42 受付番号: 2014-0326-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（脳神経外科） 

 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: 却下 

   

43 受付番号: 2015-0045-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（脳神経外科学） 

 課題名: 脳動静脈奇形及び硬膜動静脈ろうの病勢に関わる血中マイクロ RNA の同定 
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 判 定: 却下 

   

44 受付番号: 2015-0075-5 （修正申請 B） 

 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: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2015-0281-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学） 

 課題名: 進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

46 受付番号: 2015-0368-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病または不安障害患者における腸内細菌叢の前向き観察研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

47 受付番号: 2015-0391-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（脳神経外科学） 

 課題名: 初発膠芽腫に対する放射線療法併用テモゾロミド、ベバシズマブ療法およ

び増悪または再発後のベバシズマブ継続投与の有効性と安全性を検討する

第Ⅱ相臨床試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

48 受付番号: 2016-0085-2 （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: 炎症性腸疾患に対する寛解導入療法における治療効果指標の探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2016-0120-2 （修正申請 B） 

 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 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

50 受付番号: 2016-0036 （新規申請） 
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 申請者(研究責任者): 佐々木 光（脳神経外科学） 

 課題名: 悪性神経膠腫に対するベバシズマブ・テモゾロミド術前化学療法 探索的第

II 相臨床試験 

  

   

 判 定: 保留(その他) 

   

51 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(再審査) 

   

52 受付番号: 2016-0241 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 秋山 武紀（脳神経外科学） 

 課題名: 脊髄硬膜・硬膜外動静脈シャント疾患の病態および血管構築の解明を目的

とした研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

53 受付番号: 2016-0242 （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: 難治性膠原病に対する免疫抑制薬併用療法の実態に関する前向き観察研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2016-0243 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳鼻咽喉科観察内視鏡の洗浄による除菌効果 

  

   

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2016-0244 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 診療用として作成された臨床検査用標本、提出された検体の残余および検

査結果の医学部・病院外部における教育的使用 

  

   

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2016-0245 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

 課題名: プローブ型共焦点レーザー内視鏡の十二指腸・胆膵疾患における有用性の
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検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

57 受付番号: 2016-0246 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: fMRI を用いた耳鳴に対する治療効果の機序に関する検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

58 受付番号: 2016-0247 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 税所 芳史（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病合併妊娠における周産期合併症に影響を与える母体因子の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2016-0248 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断）） 

 課題名: 全身性強皮症に合併する慢性間質性肺炎の画像所見についての検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

   

60 受付番号: 2016-0249 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 構造的心疾患に対するカテーテル治療及び外科治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

61 受付番号: 2016-0251 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 高橋 慎一（内科学（神経）） 

 課題名: 脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療

法の実態と安全性の解明 

The Second Bleeding with Antithrombotic Therapy Study（略称 BAT2） 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2016-0253 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（臨床検査医学） 

 課題名: 環境汚染によるエストラジオール偽高値に遭遇し対応した事象の学術発表

のための既存診療検査データの利用 
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 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2016-0254 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

 課題名: 急性膵炎の前向き多施設観察研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2016-0255 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: ３D プリンターを用いた喉頭・気管模型製作と、模型の手術シミュレーショ

ンやオーダーメイド医療器具への応用 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

65 受付番号: 2016-0256 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 人工膝関節置換術の患者満足度向上に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2016-0257 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 自己免疫疾患（特に関節リウマチ）の病態メカニズムの解明と GM-CSF を標

的とした治療の有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

67 受付番号: 2016-0258 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 村田 光繁（臨床検査医学） 

 課題名: 構造的心疾患患者における心機能評価に関する検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

68 受付番号: 2016-0259 （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: 小腸・大腸カプセル内視鏡の有用性、安全性、患者受容性の調査 

  

   

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2016-0260 （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: エンド・オブ・ライフケアの質と医療・介護費との関連調査 
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- Research on the quality of end of life care and health and long-term 

care expenditures - 

  

   

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2016-0261 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 心血管疾患の精密医療実現に向けたシステムの構築 

  

   

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2016-0262 （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: 青黛血中濃度の推移、動態に関する検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

72 受付番号: 2016-0263 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 芝田 晋介（電子顕微鏡研究室） 

 課題名: がんによる神経障害の病態生理の解析とそれに基づく新たな疼痛治療薬の

探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2016-0266 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 平橋 淳一（医学部血液浄化・透析センター） 

 課題名: 横紋筋融解症における腎障害発生機序の解明 

  

   

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2016-0267 （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: 十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の有効性の前向き検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2016-0268 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 高山 美智代（医学部予防医療センター） 

 課題名: 栄養サポートチームにおける神経性食思不振症患者の栄養管理に関する研

究 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 
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76 受付番号: 2016-0270 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断）） 

 課題名: ステントグラフト術後のエンドリークに対する 4D-CT 診断 

多施設による後方視的検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2016-0271 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: ロービジョン・視覚障害者の強み活用感と主観的幸福度についての検討 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

78 受付番号: 2016-0272 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（臨床検査医学） 

 課題名: 他施設匿名化検体を対象とする血球計数関連研究検査の実施 

  

   

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2016-0273 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学） 

 課題名: ヒト脳及び疾患特異的iPS細胞/由来神経系細胞におけるエピジェネティク

ス/トランスクリプトーム/タンパク質解析 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

80 受付番号: 2016-0274 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 岩男 泰（医学部予防医療センター） 

 課題名: 予防医療センター人間ドックにおける受診者フォローアップのあり方に関

する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

81 受付番号: 2016-0276 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 患者検体を用いた乾癬の病態解明 

  

   

 判 定: 保留(再審査) 

   

82 受付番号: 2016-0278 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 吉武 明弘（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 弓部大動脈瘤に対するステントグラフト治療、全弓部置換術、二期的手術
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の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

 

 

以 上 

 


