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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 29年度 第 3回） 

 

日  時   平成 29年 6月 26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 三浦 公嗣 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 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 長谷川 博俊 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 欠 

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 竹下 啓 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 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（臨床研究推進センター）【デザインレビュー担当】 

              平沢晃（婦人科）、村松太郎（精神・神経科学）【予備審査委員】 

              中谷英章（臨床研究推進センター）、許斐健二（眼科学） 

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、水野、土濱、小田桐、春永 

臨床研究推進センター：鎌倉、田丸、光永、菊池、島世、杉山 

 

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 29 年度 第 2回）（案）の確認がなされ承認された。 
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２．課題の審議 

三浦委員長から本日審議される 12件について報告され、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、2017-0070は研究責任者に森崎委員、2016-0325は分担者に平沢委員が参加して

いるため、判定の際には退室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: 2017-0057 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 老視矯正効果のあるピンホールコンタクトレンズの有効性の検討 

 判 定: 保留(事務局確認) 

 

2 受付番号: 2017-0066 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: アイマスクを使用した温罨法による眼表面因子と QOL改善効果の検討 

 判 定: 保留(委員長確認) 

 

3 受付番号: 2017-0075 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 堀江 伸行（歯科・口腔外科学） 

 課題名: エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使用症例

における口内炎予防のための歯科介入無作為化第Ⅲ相試験 

 判 定: 保留（再審査） 

 

4 受付番号: 2017-0074 （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: 胆道内視鏡実施時における呼気 CO2濃度測定の有効性の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

 

5 受付番号: 2017-0060 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（脳神経外科学） 

 課題名: 再発・進行性難治性脳腫瘍に対する VEGFR1/2 ペプチドワクチンの第Ⅰ/Ⅱ

相臨床試験 

 判 定: 保留（再審査） 

 

6 受付番号: 2017-0044 （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: CTストレイン解析による陳旧性心筋梗塞における左室壁運動異常の検出能

および MRIタギングとの検出比較試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

7 受付番号: 2017-0070 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 麻酔中の脳波モニタのルーチン使用が電気けいれん療法におけるけいれん

の質に及ぼす影響 パイロットスタディ 
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 判 定: 保留（委員長確認） 

 

8 受付番号: 2017-0019-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 田中 守（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 若年女性がん、免疫疾患患者の治療前、治療初期患者および関連した早発

卵巣機能不全患者の妊孕能温存を目指した未受精卵子および胚（受精卵）の

凍結保存 

 判 定: 保留（委員長確認） 

 

9 受付番号: 2016-0325-1再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

10 受付番号: 2017-0053 （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：短肋骨多指症候群 (SRPS-01) 

 判 定: 保留（副委員長（小崎先生）確認） 

 

11 受付番号: 2017-0071 （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-56) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

12 受付番号: 2015-0470-3 （修正申請 B） 

 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: 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、三浦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、三浦委員長が課題一覧（迅速審査）（当日配布資料）

に基づき報告した。 

 

13 受付番号: 2009-0087-3 （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: 日本外傷データバンク（Trauma Registry）への参画 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

14 受付番号: 2009-0161-3 （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: 肥満症及び肥満症併存疾患に対する内視鏡的・外科的治療効果の検証（胃内

バルーン留置及び減量手術） 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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15 受付番号: 2009-0162-4 （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: 進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性に関するランダ

ム化Ⅱ/Ⅲ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

16 受付番号: 2010-0328-8 （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: 保留（事務局確認） 

 

17 受付番号: 2011-0050-6 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患・消化管ポリポーシスにおける腸管上皮細胞株の作成ならびに

その癌化機構解明 

 判 定: 承認 

 

18 受付番号: 2011-0088-3 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 中山 タラント ロバート（整形外科学） 

 課題名: 進行期悪性骨・軟部腫瘍に対する画像ガイド下経皮的凍結融解壊死療法 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

19 受付番号: 2011-0315-5 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 女性生殖器官の機能とその幹細胞に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

20 受付番号: 2012-0090-4 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 升田 博隆（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 子宮内膜症の病態解明および新規治療法の探索 

 判 定: 却下 

 

21 受付番号: 2012-0122-3 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 黒田 達夫（外科学（小児）） 

 課題名: ヒトリンパ管腫由来リンパ管内皮細胞の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

22 受付番号: 2012-0437-3 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 黒田 達夫（外科学（小児）） 

 課題名: 小児リンパ管疾患の症例調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

23 受付番号: 2013-0004-5 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 篠田 昌宏（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 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

 

24 受付番号: 2013-0246-11 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ・膠原病）） 

 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（委員長確認） 

 

25 受付番号: 2013-0457-8 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学） 

 課題名: 近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能と行動発達の解明 

 判 定: 保留（委員長確認） 

 

26 受付番号: 2013-0512-4 （修正申請A） 

 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） 

 

27 受付番号: 2014-0109-7 （修正申請A） 

 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: 保留（事務局確認） 

 

28 受付番号: 2014-0256-3 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: びまん性特発性骨増殖症における脊椎損傷の研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

29 受付番号: 2014-0355-5 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 小松 浩子（看護医療学部（信濃町）） 

 課題名: ホルモン療法を受けている閉経前乳がん患者の倦怠感マネジメントに関する

研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

30 受付番号: 2014-0428-3 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 秋山 武紀（脳神経外科学） 

 課題名: 脳血管内治療における周術期合併症に関わる危険因子の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

31 受付番号: 2015-0056-2 （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: 重症外傷の疫学的研究 

 判 定: 承認 

 

32 受付番号: 2015-0082-2 （修正申請A） 

 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 
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33 受付番号: 2015-0087-2 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: ヒトM細胞の抗原取り込み受容体の同定とその機能解析 

 判 定: 承認 

 

34 受付番号: 2015-0313-2再 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 阿部 雄太（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討 

 判 定: 承認 

 

35 受付番号: 2015-0357-2 （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: 上部消化管出血に関する臨床情報を用いた前向き観察研究 

 判 定: 承認 

 

36 受付番号: 2015-0379-2 （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: 広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同無作為化非盲検比較対照試験 

 判 定: 承認 

 

37 受付番号: 2015-0466-2 （修正申請A） 

 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: 片麻痺上肢機能障害に対するIntegrated Volitional controlled Electrical 

Stimulation(IVES)療法の効果に影響を及ぼす因子の検討 

 判 定: 承認 

 

38 受付番号: 2016-0019-2 （修正申請A） 

 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: 慢性期片麻痺上肢機能障害に対する頭皮脳波型ブレイン・マシン・インター

フェイス（BMI）療法の効果に関連する因子の検討 

 判 定: 承認 

 

39 受付番号: 2016-0020-2 （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: 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: 保留（事務局確認） 

 

40 受付番号: 2016-0053-2 （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: 立位・歩行を補助する下肢外骨格ロボットの開発と脳卒中片麻痺患者に対す

る効果の研究 

 判 定: 承認 

 

41 受付番号: 2016-0095-2 （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: 腹腔鏡レンズ術中洗浄装置の有用性についての前向き研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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42 受付番号: 2016-0121-2 （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: 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 

 

43 受付番号: 2016-0290-2 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 3次元培養を用いた炎症性・腫瘍性消化管疾患上皮細胞におけるたんぱく質糖

鎖変化の検討 

 判 定: 承認 

 

44 受付番号: 2016-0298-2 （修正申請A） 

 申請者(研究責任者): 中山 タラント ロバート（整形外科学） 

 課題名: 骨軟部腫瘍、および類似疾患の治療成績に関する後ろ向き研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

45 受付番号: 2016-0331-2 （修正申請A） 

 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 

 

46 受付番号: 2016-0348-2 （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: 炎症性腸疾患における末梢血免疫担当細胞の機能制御に関するin vitro研究 

 判 定: 承認 

 

47 受付番号: 2016-0425-2 （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: 食道原発神経内分泌腫瘍の病態にかかわる研究 

 判 定: 承認 

 

48 受付番号: 2003-0057-14 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: ヒト皮膚・粘膜腫瘍・腫瘍類以性病変の遺伝子発現解析と生物学的特性の検

討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

49 受付番号: 2009-0052-16 （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: 保留（事務局確認） 

 

50 受付番号: 2009-0173-10 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ・膠原病）） 

 課題名: 関節リウマチおよび膠原病に対する抗リウマチ薬および生物学的製剤および

免疫抑制薬の有効性予測に関する研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 
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51 受付番号: 2009-0187-14 （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: 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） 

 

52 受付番号: 2010-0080-8 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ・膠原病）） 

 課題名: 自己免疫疾患の病態メカニズムの解明と治療手段の開発 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

53 受付番号: 2011-0011-6 （修正申請B） 

 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: 個別化ＨＡＡＲＴ療法の確立とその新たな評価法に関する探索的研究 

 判 定: 保留(再審査) 

 

54 受付番号: 2011-0192-5 （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: 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: 保留（事務局確認） 

 

55 受付番号: 2011-0382-4 （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: 日 本 人 に お け る 成 人 特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病 （ ITP ： immune 

thrombocytopenia）の多施設・前向き国際疾患登録研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

56 受付番号: 2012-0042-6 （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: 心筋・結合織・血管壁異常に基づく循環器疾患の包括的遺伝子診断システム

の構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

57 受付番号: 2012-0226-20 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: 皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システムの構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

58 受付番号: 2012-0360-13 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: 遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、HMG-CoA還元酵

素阻害剤とコレステロールの外用による治療の試み 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

59 受付番号: 2012-0465-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 和田 則仁（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究
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（ Study on Treatment After Compleate Resection of High Risk 

Gastrointestinal Stromal Tumor: STAR ReGISTry） 

 判 定: 保留（委員長確認） 

 

60 受付番号: 2012-0476-5 （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: 静脈奇形に対する硬化療法の安全性、有効性の検討 

 判 定: 保留(再審査) 

 

61 受付番号: 2013-0023-5 （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(再審査) 

 

62 受付番号: 2013-0061-5 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道癌手術における胸管切除とその腫瘍学的効果に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 

 

63 受付番号: 2013-0062-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道癌における出血凝固第ⅩⅢ因子と術後合併症、腫瘍学的予後の関連に関

する観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

64 受付番号: 2013-0069-6 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 上部消化管出血が疑われる患者におけるスコアリングシステムを用いた内視

鏡施行前リスク評価（後ろ向きコホート研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

65 受付番号: 2013-0231-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 屈折矯正手術前後の眼軸長変化 

 判 定: 保留(再審査) 

 

66 受付番号: 2013-0270-6 （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: 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: 保留(再審査) 

 

67 受付番号: 2013-0300-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法およびTS-1を用いた術後補助化学療

法の第Ⅱ相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 
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68 受付番号: 2013-0364-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ・膠原病）） 

 課題名: 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

69 受付番号: 2013-0384-10 （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（事務局確認） 

 

70 受付番号: 2013-0461-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（脳神経外科学） 

 課題名: 初発悪性神経膠腫に対するVEGFR1/2ペプチドワクチンの第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 保留(再審査) 

 

71 受付番号: 2013-0479-3 （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: 遺伝子変異および遺伝子発現変化による消化器上皮細胞形質変化の理解 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

72 受付番号: 2013-0492-3 （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: 臨床的FIGO Ⅳb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫瘍摘出術に関

するFeasibility Study 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

73 受付番号: 2014-0023-3 （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: 心血管疾患と自律神経活動の関連 

 判 定: 承認 

 

74 受付番号: 2014-0053-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 茂松 直之（放射線科学（治療）） 

 課題名: 4次元放射線治療計画装置を使用した放射線治療の新展開 －4次元CTを用い

た標的腫瘍ならびに正常臓器の動態に関する後ろ向き観察研究－ 

 判 定: 保留(再審査) 

 

75 受付番号: 2014-0115-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 喉頭悪性腫瘍患者の咽喉頭機能とQOLに対する種々の治療が及ぼす影響 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

76 受付番号: 2014-0292-4 （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: 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） 
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77 受付番号: 2014-0421-2 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 莇生田 整治（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 唾液腺癌に対するTS-1補助化学療法の有効性に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

78 受付番号: 2014-0445-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ・膠原病）） 

 課題名: Methotrexateによる関節リウマチ個別化療法の確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

79 受付番号: 2014-0468-3 （修正申請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: がん患者の低ナトリウム血症と身体機能の関連に関する臨床研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

80 受付番号: 2014-0479-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ・膠原病）） 

 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: 保留（事務局確認） 

 

81 受付番号: 2015-0137-2 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 深田 淳一（放射線科学（治療）） 

 課題名: 食道癌に対する放射線治療・化学放射線治療の治療効果と有害事象及び予後

因子に関する後ろ向き観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

82 受付番号: 2015-0160-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: シクロホスファミド(CY)、フルダラビン(Flu)併用の静注ブルスファン(ivBu)

製剤を用いた移植前治療でのivBuの薬物動態の比較検討 

 判 定: 承認 

 

83 受付番号: 2015-0162-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 新村 秀人（精神・神経科学） 

 課題名: 超高齢者の健康長寿に関する調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

84 受付番号: 2015-0228-8 （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: 承認 

 

85 受付番号: 2015-0234-2 （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: 超音波内視鏡穿刺吸引術検体からの腫瘍組織培養の樹立とIn vitro薬剤感受

性の解析 

 判 定: 保留（委員長確認） 
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86 受付番号: 2015-0266-8 （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: 保留（事務局確認） 

 

87 受付番号: 2015-0293-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断）） 

 課題名: アップライトCTによる脊柱・四肢疾患に対する病態診断と治療法評価 

 判 定: 承認 

 

88 受付番号: 2015-0314-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下肝切除術の治療成績に関する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

 

89 受付番号: 2015-0315-2 （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: ヒト血小板を用いた基礎的検討 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

90 受付番号: 2015-0319-3 （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: 運動中の非侵襲的心臓自立神経活動評価法の検証 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

91 受付番号: 2015-0337-3 （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: 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術の治療効果に関す

る多施設無作為化臨床研究（サブスタディ：Operable CTEPHの予後に関する

観察研究） 

 判 定: 承認 

 

92 受付番号: 2015-0348-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 阿部 雄太（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 胆道癌術前GEM+CDDP療法と術後S-1療法による周術期化学療法のFeasibility

試験（多施設共同試験） 

 判 定: 承認 

 

93 受付番号: 2015-0358-2 （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: がん細胞培養を用いた最適な治療薬選択法の開発 

 判 定: 承認 

 

94 受付番号: 2015-0421-2 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（脳神経外科学） 



 

 13 

 課題名: 進行性神経鞘腫を有する神経線維腫症2型に対するVEGFR1/2ペプチドワクチ

ンの第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 保留(再審査) 

 

95 受付番号: 2015-0467-2 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 望月 眞弓（薬剤部） 

 課題名: 移植医療における新しい免疫抑制療法の開発 

 判 定: 承認 

 

96 受付番号: 2016-0074-2 （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: 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 

 

97 受付番号: 2016-0094-2 （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: 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 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

98 受付番号: 2016-0100-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学） 

 課題名: 早産児の呼吸及び神経学的予後に関する後ろ向き包括研究 

 判 定: 承認 

 

99 受付番号: 2016-0127-2 （修正申請B） 

 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） 

 

100 受付番号: 2016-0131-6 （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: 承認 

 

101 受付番号: 2016-0152-2 （修正申請B） 

 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（委員長確認） 

 

102 受付番号: 2016-0208-3 （修正申請B） 

 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: 承認 
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103 受付番号: 2016-0261-2 （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: 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: 保留（事務局確認） 

 

104 受付番号: 2016-0377-2 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 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: 承認 

 

105 受付番号: 2016-0384-3 （修正申請B） 

 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: 承認 

 

106 受付番号: 2016-0385-3 （修正申請B） 

 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: 承認 

 

107 受付番号: 2016-0403-2 （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: 造血幹細胞移植した患者における腸内細菌の検討 

 判 定: 承認 

 

108 受付番号: 2016-0275 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 加藤 真吾（微生物学･免疫学） 

 課題名: 次世代シークエンサーを用いた血友病A遺伝子診断法の臨床的検討 

 判 定: 保留(再審査) 

 

109 受付番号: 2016-0443-1再 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 婦人科遺伝性腫瘍に対するリスク低減手術の実施 

 判 定: 保留(再審査) 

 

110 受付番号: 2017-0003-1再 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（中央臨床検査部） 

 課題名: 造影剤およびヘパリンの混入が臨床検査実施に与える影響の検証：ボランテ

ィア血液を用いたin vitro添加実験系による検査学的基礎検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

111 受付番号: 2017-0011-1再 （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: 生薬青黛使用歴のある潰瘍性大腸炎患者の有害事象に関する多施設実態調査 

 判 定: 保留(再審査) 
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112 受付番号: 2017-0017-1再 （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: トランポリン競技における垂直跳びおよび宙返りの技術に関する研究 

 判 定: 保留(再審査) 

 

113 受付番号: 2017-0022 （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: 野球投球動作（ピッチング）中の頭部の動きがパフォーマンス及び障害予防

に及ぼす影響の検討 

 判 定: 保留(再審査) 

 

114 受付番号: 2017-0034 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: 日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察研究 

 判 定: 保留(再審査) 

 

115 受付番号: 2017-0041 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: 日本における骨髄増殖性腫瘍の予後に関する大規模多施設前向き観察研究

（JSH-MPN-15） 

 判 定: 保留(再審査) 

 

116 受付番号: 2017-0051 （新規申請） 

 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: 許可制および届出制抗菌薬の残余検体を用いた薬物血中濃度と有効性、安全

性、および薬剤耐性に関する検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

117 受付番号: 2017-0052 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 石井 誠（内科学（呼吸器）） 

 課題名: Ⅱ型呼吸不全に対してネーザルハイフローを使用した症例の臨床情報を用い

た研究 

 判 定: 保留(再審査) 

 

118 受付番号: 2017-0055 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 原発性硬化性胆管炎に対する血液型不適合肝移植後予後の全国調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

119 受付番号: 2017-0056 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: 血液疾患登録 

 判 定: 保留(再審査) 

 

120 受付番号: 2017-0058 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（中央臨床検査部） 

 課題名: リンパ球サブセット解析乖離例に関する検査業務改善のための検討結果の学

術発表への利用 
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 判 定: 保留（委員長確認） 

 

121 受付番号: 2017-0059 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 矢澤 真樹（形成外科学） 

 課題名: 皮下脂肪組識からの血小板様細胞の作成に関する検討 

 判 定: 保留（再審査） 

 

122 受付番号: 2017-0061 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（脳神経外科学） 

 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 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

123 受付番号: 2017-0063 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 矢崎 久妙子（看護部長室） 

 課題名: 大学病院における小児領域看護師のキャリア開発に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 

 

124 受付番号: 2017-0065 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 簡易型脳波計測装置を用いた眼痛に対する客観的評価 

 判 定: 保留(再審査) 

 

125 受付番号: 2017-0067 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中山 タラント ロバート（整形外科学） 

 課題名: 粘液型脂肪肉腫転移症例の治療成績の後方視的検討 

 判 定: 保留（委員長確認） 

 

126 受付番号: 2017-0068 （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: 入力テキストに対する自然言語処理を用いた精神疾患の特徴量抽出技術の開

発：パイロット試験 

 判 定: 保留(再審査) 

 

127 受付番号: 2017-0069 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小杉 志都子（麻酔学） 

 課題名: 就業環境における慢性痛に関する前向きコホート研究 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

128 受付番号: 2017-0072 （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: 薬剤関連顎骨壊死患者に対するQOL調査 

 判 定: 保留（委員長確認） 

 

129 受付番号: 2017-0076 （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: 乳がん患者の化学療法誘発性末梢神経障害と身体活動および生活の質の関連 

 判 定: 承認 
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130 受付番号: 2017-0077 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: AIを用いた喘息の診断、重症度分類への応用 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

131 受付番号: 2017-0079 （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: 胃がん術後患者のヘルスリテラシーと健康関連の生活の質および身体活動の

関連 

 判 定: 承認 

 

132 受付番号: 2017-0080 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器組織由来培養細胞を用いた、腸内細菌と消化器疾患の相互作用の解明 

 判 定: 保留（委員長確認） 

 

133 受付番号: 2017-0081 （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: 肝疾患における遺伝子変異検索および肝臓内免疫細胞の解析 

 判 定: 承認 

 

134 受付番号: 2017-0082 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 水野 隆一（泌尿器科学） 

 課題名: 日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象とした薬物治療の多施

設共同による後方視的観察研究 

 判 定: 保留(再審査) 

 

135 受付番号: 2017-0083 （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: 原発性硬化性胆管炎（PSC）を罹患し肝移植を考慮もしくは施行された患者に

関する全国調査（多施設共同後ろ向き研究） 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

 

 

以 上 


