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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 9回） 

 

日  時   平成 29年 1月 30日 （月） 17:00～21:00 

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 出 

委員 長谷川 奉延  男 内 自然科学の有識者 欠 

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 欠 

委員 竹内 裕也 男 内 自然科学の有識者 欠 

委員 三浦 公嗣 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 欠 

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 

（書面） 

  

陪  席   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、和田、土濱、小田桐 

 

馬上委員がインフルエンザＡ型で急遽欠席となり、倫理委員会宛に本件についての質問票が当日

朝にメールされた。書面参加ということで、大前委員長が代理で質問を読み上げた。 

 

 

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 

 

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 8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 21 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、（2016-0384）、(2016-0385)は村田委員が当事者であるため、判定

の際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: 2016-0373 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（臨床腫瘍学寄附講座） 

 

 

課題名: ドセタキセルの治療歴を有する進行・再発食道癌に対するパクリタキセル

毎週投与法の第Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

     

2 受付番号: 2016-0377 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 炎症性皮膚疾患を対象とした皮膚組織バイオマーカー探索研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

3 受付番号: 2016-0384 （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: 立位・座位 CTを用いた人体の解剖学的構造の定量化 ～臥位 CTとの比較～ 

 判 定: 保留（再審査） 

   

4 受付番号: 2016-0385 （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: 胸部疾患（呼吸器疾患・循環器疾患）に対する立位・座位 CTの臨床的有用

性の検討―臥位 CTとの比較― 

 判 定: 保留（再審査） 

 

5 受付番号: 2016-0387 （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: JCOG1413 臨床病期 I/II 期非小細胞肺癌に対する選択的リンパ節郭清の

治療的意義に関する ランダム化比較試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2016-0323 （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段階的 CI療法変法による機能改善効果 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2016-0001-1再 2 （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：廃棄する胚の遺伝学的研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

8 受付番号: 2016-0234-1再 2 （再審査） 
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 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学（産科）） 

 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） 

   

9 受付番号: 2016-0186 （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-

55) 

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2016-0378 （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-

60) 

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

11 受付番号: 2016-0287 （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 (DM1-33) 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2016-0161 （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 (DM1-34) 

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

13 受付番号: 2016-0183 （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 (DM1-35) 

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

14 受付番号: 2016-0184 （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 (DM1-36) 

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2016-0427 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 篠田 昌宏（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 切除困難な悪性疾患に対する腹部臓器の体外切除・自家移植 

 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。 

16 受付番号: 2016-0289-1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） 
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 課題名: 化学療法時の口腔粘膜炎における青黛軟膏の有用性に関する探索的検討 

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2016-0376 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 川上 途行（リハビリテーション医学） 

 課題名: 治療戦略のための脳卒中上肢の実用性評価ツールの開発 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2016-0386 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: Q-space imagingを用いた脊髄脊椎病変の微細な変化の評価 

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2015-0228-6 （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 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2016-0076-3 （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: 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: 承認 

   

21 受付番号: 2016-0337-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 社会的行動に関する神経基盤の検討 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2014-0292-3再 （再審査） 

 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: 承認 

   

23 受付番号: 2015-0086-4再 （再審査） 

 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 

   

24 受付番号: 2015-0100-2再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患患者における内視鏡活動性の評価とその予後に関する検討 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2016-0062-1再 3 （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 
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 判 定: 保留（委員長確認） 

   

26 受付番号: 2016-0205-1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: 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) 

   

27 受付番号: 2016-0206-1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: 電気けいれん療法の急性期作用期機序解明に関するマルチモダールでの縦

断的観察研究 

 判 定: 保留（再審査) 

   

28 受付番号: 2016-0276-1再 2 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 患者検体を用いた皮膚炎症の病態解明 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

29 受付番号: 2016-0292-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 非球面眼内レンズの臨床成績の検討 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

30 受付番号: 2016-0310-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する

複合的ケース・マネージメントに関する患者登録研究 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2016-0331-1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: 大動脈弁手術を受けた高齢患者の退院後の療養生活と栄養状態の実態およ

び看護支援に関する研究 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2008-0016-36 （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: 保留（事務局確認） 

   

33 受付番号: 2011-0192-4 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 大規模コホート研究の既存データ統合とそれを用いた循環器疾患危険因子

の評価分析 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2011-0222-5 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 石井 賢（整形外科学） 
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 課題名: 全身的及び局所的老化度と脊推疾患の関連性に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

35 受付番号: 2012-0546-3 （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: 下部消化管穿孔の重症度と予後に関する後ろ向き実態調査-多施設共同研

究- 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

36 受付番号: 2013-0298-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺肥大症患者に対するシロドシン治療の性機能と QOL に対する影響の

検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

37 受付番号: 2014-0016-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 骨髄異形成症候群における移植決断からの治療戦略に関する前方視的検討 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2014-0200-3 （修正申請 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: エピネフリン散布による上部消化管病変の観察 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

39 受付番号: 2014-0332-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: Overlap syndromeにおける副交感神経動態の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

40 受付番号: 2014-0434-3 （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: IgG4関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目指した研究 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2010-0328-7 （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: 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: 2011-0262-19 （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 

   

43 受付番号: 2011-0267-3 （修正申請 B） 



 

 7 

 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: 肺非結核性抗酸菌症ならびに気管支拡張症に関する観察研究（多施設共同

研究） 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2011-0348-3 （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: 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情

報に基づく研究 

 判 定: 保留（再審査) 

   

45 受付番号: 2012-0180-12 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患発症機序の解明 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2014-0109-6 （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: 抗てんかん薬レベチラセタムの、グリオーマにおけるてんかん発作抑制効

果および MGMT発現抑制効果における有用性の検討（第Ⅱ相臨床研究） 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2014-0176-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 早産予防に対するプロゲステロン膣坐薬の有効性に関する多施設共同、プ

ラセボ対照、二重盲検、ランダム化並行群間比較試験研究 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2014-0407-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 松原 由美子（医学部臨床研究推進センター） 

 課題名: 細胞培養システムを用いた作製血小板の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2015-0075-6 （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） 

   

50 受付番号: 2015-0183-3 （修正申請 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: 腹腔鏡下手術におけるマイクロファイバー素材クリーニングクロスによる

カメラ清拭効果についての臨床研究 

 判 定: 却下 

   

51 受付番号: 2015-0247-3 （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（再審査) 
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52 受付番号: 2015-0266-5 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 本間 康一郎（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 

   

53 受付番号: 2015-0272-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

 課題名: 自己免疫性膵炎の前向き追跡調査(膵臓学会多施設研究) 

 判 定: 保留（再審査)  予備審査から 

   

54 受付番号: 2015-0282-3 （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 

   

55 受付番号: 2015-0352-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病性腎症患者へのカナグリフロジン投与による腸内環境変化および糖

代謝改善・腎症進行抑制効果の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

56 受付番号: 2015-0422-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 角膜クロスリンキングの術後成績についての臨床研究 

 判 定: 保留（再審査) 

   

57 受付番号: 2016-0131-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

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

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

58 受付番号: 2016-0143-3 （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: 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: 保留（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2016-0154-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 関 博志（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: 承認 

   

   

60 受付番号: 2016-0219-2 （修正申請 B） 

 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 
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 判 定: 保留（再審査) 

   

61 受付番号: 2016-0225-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎患者の網羅的データ解析研究（前向き観察研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2016-0356 （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: 卵巣腫瘍患者の臨床病理学的因子と予後についての後方視的研究 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

63 受付番号: 2016-0357 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 和嶋 浩一（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 口腔顔面痛外来患者の診断と治療に関する後ろ向き研究 

 判 定: 保留（再審査) 予備審査・デザインレビューから 

   

64 受付番号: 2016-0358 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 和嶋 浩一（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 下顎枝矢状分割術における三叉神経第 3 枝領域の知覚評価に関する後ろ向

き研究 

 判 定: 保留（再審査) 

   

65 受付番号: 2016-0359 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（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)に関する

前向き実態調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2016-0360 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 金治 有彦（整形外科学） 

 課題名: 金属アーチファクトを抑制した CT（東芝 SEMAR）による股関節周囲筋評価 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

   

67 受付番号: 2016-0361 （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: 疾患横断的診断法の開発における放射性リガンド[11C]K-2 の有効性をうつ

病、双極性障害、統合失調症、依存症、ASD/てんかん症例と健常人で比較検

討するパイロット試験 

 判 定: 却下 

   

68 受付番号: 2016-0362 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 柴田 綾子（臨床検査技術室） 

 課題名: HBs 抗原匿名化患者検体測定データの学術研究発表への利用 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2016-0363 （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: 人間ドック受診者における体組成と代謝異常に関する研究 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

70 受付番号: 2016-0364 （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: 骨再生誘導材 t-OCP/Col の臨床的有用性評価を目的とした自家骨移植によ

る上顎洞底挙上術１回法に関する症例調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

71 受付番号: 2016-0365 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 部位別屈折率及び等価屈折率を用いた眼軸長測定誤差及び眼内レンズ度数

計算誤差の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

72 受付番号: 2016-0366 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 綾木 雅彦（眼科学） 

 課題名: 大学生の近視と睡眠調査 

 判 定: 保留（再審査) 

   

73 受付番号: 2016-0367 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 柴田 綾子（臨床検査技術室） 

 課題名: Clostridium difficile迅速抗原検査の臨床的有用性に関する研究 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2016-0368 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 安井 正人（薬理学） 

 課題名: 尿の近赤外スペクトルに基づく腎の予後と組織型予測 

 判 定: 保留（再審査) 

   

75 受付番号: 2016-0369 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 研修医への聞き取り調査に基づく臨床実習教育の改変に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

76 受付番号: 2016-0370 （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: J-ORCHESTRA Study 

J-Open caRdiac aortic arCH disEase replacement Surgical TheRApy 

Study 

 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2016-0371 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 長田 高志（内科学（神経）） 

 課題名: パーキンソン病患者における摂取栄養素と臨床症状の関連 

 判 定: 保留（再審査) 

   

78 受付番号: 2016-0372 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 金井 弥栄（病理学） 
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 課題名: 多目的コホートにおいて収集された試料等を用いた、多層的オミックス技

術の活用によるがん予防など健康持続のための包括的研究 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2016-0374 （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: うつ病、不安障害患者を対象とした未来思考性に関する横断研究 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2016-0375 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 柴田 綾子（臨床検査技術室） 

 課題名: 血液･尿蛋白分画測定装置の比較検討 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2016-0379 （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: ウサギを用いたヒト血小板の in vivo 機能解析法の開発と輸血用ヒト血小

板製剤の保存法や保存期間による in vivo 機能機能評価による評価基準作

成 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2016-0380 （新規申請） 

 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: 成人における未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

83 受付番号: 2016-0381 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 横山 裕一（保健管理センター） 

 課題名: 慶應義塾大学医学部キャンパス内の感染対策の一環として、同学部への海

外からの留学生に提出を求めている「immunization record」の運用の評価 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

84 受付番号: 2016-0382 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 単眼視・両眼視における深視力の比較 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2016-0383 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術患者に対する角膜形状解析装置一体型光学式眼軸長測定装置を

用いた眼内レンズ度数計算精度の検討（人種の影響の検討） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

 

以 上 


