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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 5回） 

 

日  時   平成 29年 7月 31日 （月） 17:00～22:30 

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 三浦 公嗣 男 内 自然科学の有識者 欠 

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 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 欠 

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 欠 

委員 矢田部 菜穂子 女 外 人文・社会科学の有識者 欠 

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 欠 

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】 

              浜本康夫（内科学（消化器））、【予備審査委員】 

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、光永 

学術研究支援課：豊福 

 

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．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 3回）（案）の確認がなされ承認された。 

 

２．課題の審議 
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神山副委員長から本日審議される 27 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、2017-0064 は研究責任者に浜本予備審査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: 2016-0439-1再 2 （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: 脳腫瘍摘出術におけるフロシール®の有効性の解析  
判 定: 保留(副委員長確認) 

 

2 受付番号: 2017-0121 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 三輪 点（脳神経外科学）  
課題名: 小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリスク分類を用

いた集学的治療第Ⅱ相試験  
判 定: 保留（再審査） 

 

3 受付番号: 2017-0136 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学）  
課題名: 炎症性皮膚疾患患者を対象に、自宅での外用状況・肌状態の把握を目指

して作成したスマートフォンアプリの有用性評価研究  
判 定: 保留(事務局確認) 

 

4 受付番号: 2017-0073 （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: 血管壁の 18F-NaFおよび 18F-FDG集積を指標とした大動脈瘤患者の予後

予測に関する臨床研究  
判 定: 保留(事務局確認) 

 

5 受付番号: 2017-0122 （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: 脳卒中片麻痺患者における上肢挙上運動時の筋活動パターンの評価お

よび筋活動フィードバックによる即時的介入効果の検討  
判 定: 保留（再審査） 

 

6 受付番号: 2017-0094 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学）  
課題名: 異なる照明条件による感性変動を用いた照明の評価  
判 定: 保留（再審査） 

 

8 受付番号: 2016-0455 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学）  
課題名: プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観的画像診断・

評価法の確立を目指す臨床研究  
判 定: 保留(副委員長確認・小崎先生) 
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9 受付番号: 2017-0012-1再 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学）  
課題名: 22q11.2 欠失症候群における脳内ドーパミンおよび GABA 神経伝達機能

と精神症状との関連に関する研究  
判 定: 保留(副委員長確認) ※小崎副委員長担当 

 

11 受付番号: 2017-0064 （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: 高齢者切除不能・再発胃癌に対する S-1 単剤療法と S-1/L-OHP 併用 

(SOX) 療法のランダム化第 II 相試験  
判 定: 保留(副委員長確認) 

 

12 受付番号: 2017-0016-1再 （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: アンドロイドを介した医師-患者コミュニケーションの健康増進指導に

おける有用性評価  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

13 受付番号: 2017-0104 （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: クッシング病の治療を目的としたソマトスタチンアナログ薬の投与  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

14 受付番号: 2017-0091 （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: 均衝型相互転座保因者の習慣流産 

(CT-56)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

15 受付番号: 2017-0092 （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: 均衝型相互転座保因者の習慣流産 

(CT-61)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

16 受付番号: 2017-0098 （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における反復流

産 (CT-63）  
判 定: 保留（再審査） 

 

17 受付番号: 2017-0100 （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-

57)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

18 受付番号: 2017-0103 （新規申請） 
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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: 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-

60）  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

19 受付番号: 2017-0097 （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: 染色体構造異常保因者の習慣流産 

(CT-62)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

20 受付番号: 2017-0089 （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 (DM1-38)  
判 定: 保留（再審査） 

 

21 受付番号: 2017-0124 （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: ヒト iPS細胞由来心筋細胞を用いた重症心不全患者への臨床研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

22 受付番号: 2013-0236-2 （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: 急性大動脈解離の合併症予測因子の同定のための観察研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

23 受付番号: 2014-0103-3 （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: 超高齢化社会日本における老人性喉頭の臨床的背景に関する多面的検

討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

24 受付番号: 2017-0017-1再 2 （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: 承認 

 

25 受付番号: 2017-0116 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 篠島 利明（泌尿器科学）  
課題名: 接触式レーザー前立腺蒸散術(CVP)後における出血関連合併症ならびに

排尿機能改善効果に関する臨床研究  
判 定: 承認 

 

26 受付番号: 2017-0123 （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: 脳卒中片麻痺患者における感覚評価の信頼性・妥当性・反応性の検討  
判 定: 承認 
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27 受付番号: 2017-0134 （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: 形成外科的疾患に対する立位 CT と従来型 CT を用いた比較検討 -pilot 

study-  
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、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、神山副委員長が課題一覧（迅速審査）（当日配布資

料）に基づき報告した。 

 

28 受付番号: 2004-0034-6 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 坂元 亨宇（病理学）  
課題名: 肝癌、膵癌、胆道癌の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討  
判 定: 保留（再審査） 

 

29 受付番号: 2007-0033-4 （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: 臨床病期Ⅰ（clinical-T1NOMO）食道癌に対する食道切除術と化学放射線療

法同時併用療法（ CDDP+5FU+RT)のランダム化比較試験  －  JAPAN 

Clinical Oncology Group (JCOG) 0502  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

30 受付番号: 2008-0054-6再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座）  
課題名: 動作解析による運動器障害メカニズムの解明と新たな治療法開発  
判 定: 保留（再審査） 

 

31 受付番号: 2008-0189-4 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 和田 則仁（外科学（一般・消化器））  
課題名: 胃癌における上皮間葉移行と癌幹細胞に関する研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

32 受付番号: 2010-0030-2 （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Ⅱ/Ⅲ（T4 を除く）食道癌に対する根治的化学放射線療法 +/- 救

済治療の第Ⅱ相試験 － JAPAN Clinical Oncology Group (JCOG) 0909  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

33 受付番号: 2011-0243-2 （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: 食道扁平上皮癌のエピジェネティクスとその臨床的意義に関する検討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

34 受付番号: 2011-0262-22 （修正申請A）  
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



 

 6 

築  
判 定: 承認 

 

35 受付番号: 2012-0168-8 （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: 早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移診断と個

別化手術の有用性に関する臨床試験  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

36 受付番号: 2012-0349-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座）  
課題名: 成長期及び成人関節軟骨の物性値と非侵襲的計測手法の確立  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

37 受付番号: 2012-0363-3 （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: 食道癌・胃癌における色素および放射性同位元素を用いたセンチネルリン

パ節生検に関する臨床試験  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

38 受付番号: 2012-0407-3 （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: 食 道 癌 術 前 評 価 に お け る Magnetic resonance-thoracic 

ductography(MRTD)の有用性の調査  
判 定: 保留（再審査） 

 

39 受付番号: 2012-0415-5 （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/II/III食道癌(T4を除く)に対する術前CF療法/術前DCF療法/術

前CF-RT療法の第III相比較試験(JCOG1109)  
判 定: 承認 

 

40 受付番号: 2012-0501-3 （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: 残胃癌における臨床病理学的特徴及び治療成績についての後ろ向き観察研

究  
判 定: 保留（再審査） 

 

41 受付番号: 2013-0027-8 （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: 血管腫に対するプロプラノロール内服療法  
判 定: 承認 

 

42 受付番号: 2013-0034-2再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 大喜多 肇（病理学）  
課題名: 破骨細胞におけるＣＤ２６発現の解析  
判 定: 承認 
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43 受付番号: 2013-0114-4 （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: 上部消化管内視鏡検査時における飲酒・喫煙に関するアンケート調査  
判 定: 保留（再審査） 

 

44 受付番号: 2013-0135-3 （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: StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての TS-1＋

Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 JACCRO 

GC-07(START-2)  
判 定: 保留（再審査） 

 

45 受付番号: 2013-0146-12 （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 

 

46 受付番号: 2013-0183-2 （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: 高機能性蛍光・磁性ビーズを用いた迅速免疫染色の開発研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

47 受付番号: 2013-0343-2 （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: ゼルヤンツ錠5mg特定使用成績調査（全例調査）  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

48 受付番号: 2013-0380-3 （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: JCOG-バイオバンクジャパン連携バイオバンク実施計画書  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

49 受付番号: 2013-0410-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学）  
課題名: がん患者における血清ナトリウムと生命予後との関連  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

50 受付番号: 2013-0423-3 （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: StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後予測因子

および副作用発現の危険因子についての探索的研究 (JACCRO GC-07AR)  
判 定: 保留（再審査） 

 

51 受付番号: 2014-0030-4 （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: 食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効

果を検討する介入研究 
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判 定: 保留（事務局確認） 

 

52 受付番号: 2014-0079-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 柴田 護（内科学（神経））  
課題名: 高齢発症てんかん患者の生活の質と認知機能の推移に関する臨床研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

53 受付番号: 2014-0194-2 （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: 切除不能または再発食道癌に対する CF(シスプラチン +5-FU)療法と

bDCF(biweeklyドセタキセル +CF)療法のランダム化第Ⅲ相比較試験

(JCOG1314)  
判 定: 承認 

 

54 受付番号: 2014-0257-3 （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: 栄養要求型レンサ球菌菌血症症例に関する臨床的検討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

55 受付番号: 2014-0366-4 （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: 保留（事務局確認） 

 

56 受付番号: 2015-0028-2 （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: JCOG1409：臨床病期Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ食道癌(T4を除く)に対する胸腔鏡下手術と開

胸手術のランダム化比較第Ⅲ相試験  
判 定: 承認 

 

57 受付番号: 2015-0039-2 （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: 上部消化管腫瘍治療後の追跡調査  
判 定: 保留（再審査） 

 

58 受付番号: 2015-0067-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器））  
課題名: 閉塞性肥大型心筋症の病因解明・心筋線維化と線維化マーカーの関係  
判 定: 承認 

 

59 受付番号: 2015-0086-6 （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） 

 

60 受付番号: 2015-0127-2再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座） 
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課題名: CTを用いた下肢帯運動解析  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

61 受付番号: 2015-0128-2再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座）  
課題名: CTを用いた上肢帯運動解析  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2015-0147-2 （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: 食道癌の薬剤耐性獲得に感するABC transporterの同定  
判 定: 保留（再審査） 

 

63 受付番号: 2015-0219-2 （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: アジア太平洋地域におけるがん治療後の患者に対するサバイバーシップケ

ア [Survivorship care of patients with cancer after TrEatment 

completion on the Asia-Pasific Region： An international service-

mapping study (The STEP study)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

64 受付番号: 2015-0385-2再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座）  
課題名: 四肢脊椎解剖献体を用いた臨床解剖研究および運動器生体力学的研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

65 受付番号: 2016-0015-2再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 諸角 美由紀（感染症学）  
課題名: 小児および成人の侵襲性感染症から分離された各種細菌の迅速同定とその

疫学研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

66 受付番号: 2016-0092-2再 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学）  
課題名: ブラジルセアラ州Professor Antonio Monteiro学校の生徒を対象とした近

視臨床研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

67 受付番号: 2016-0097-2 （修正申請A）  
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を用いた胃癌に対する

腹腔鏡下胃切除の安全性に関する臨床研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

68 受付番号: 2016-0138-2 （修正申請A）  
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（再審査） 
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69 受付番号: 2016-0168-3 （修正申請A）  
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 

 

70 受付番号: 2016-0306-2再 （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: 淡明細胞型軟骨肉腫の治療成績に関する多施設共同研究 【骨軟部肉腫治

療研究会(JMOG)多施設共同臨床研究 : JMOG040】  
判 定: 承認 

 

71 受付番号: 2016-0352-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 山上 淳（皮膚科学）  
課題名: 水疱性類天疱瘡の病態解明を目指した多施設共同研究  
判 定: 承認 

 

72 受付番号: 2016-0419-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学）  
課題名: 自然言語処理を用いた精神疾患の定量的評価技術の開発：パイロット試験  
判 定: 承認 

 

73 受付番号: 2017-0015-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学）  
課題名: 高齢者に対するテレビ会議システムを用いた認知機能の評価の信頼性の検

討および満足度調査（新検査版）  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

74 受付番号: 2003-0107-5 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学（婦人科））  
課題名: 浸潤子宮頸癌を対象とした妊孕能温存手術、 abdominal radical 

trachelectomy（腹式広汎性子宮頸部切除術）の実施  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

75 受付番号: 2007-0081-17 （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  
判 定: 保留（再審査） 

 

76 受付番号: 2008-0016-37 （修正申請B）  
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） 

 

77 受付番号: 2010-0141-4 （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: 健康長寿に対する心理学・医学要因の影響の検討  
判 定: 保留（委員長確認） 
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78 受付番号: 2011-0027-8 （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: 胆道癌切除例に対するTS-1術後補助化学療法のFeasibility試験  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

79 受付番号: 2011-0100-7 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 黒田 達夫（外科学（小児））  
課題名: 長期留置型中心静脈カテーテルを有する患児に発症したカテーテル関連血

流感染症に対するカテーテル温存を目的としたエタノールロック療法の検

討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

80 受付番号: 2011-0171-9再 （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: 肺癌の遺伝子発現解析の生物学的特性ならびに診断・治療におけるバイオ

マーカーの研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

81 受付番号: 2011-0245-7 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学）  
課題名: 人工膝関節置換術における術前CT-baced 3Dプランニングの有効性に関す

る研究  
判 定: 却下 

 

82 受付番号: 2011-0267-5 （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: 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: 保留（事務局確認） 

 

83 受付番号: 2011-0357-4 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学）  
課題名: 簡易型脳波計測装置を用いた耳鳴りに対する客観的評価について  
判 定: 保留（再審査） 

 

84 受付番号: 2012-0057-13 （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: 消化器組織細胞の培養法確立と遺伝子変異を基にした増殖因子感受性の検

討  
判 定: 承認 

 

85 受付番号: 2012-0276-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 新庄 正宜（小児科学）  
課題名: 肝移植後におけるワクチン接種の有効性と安全性  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

86 受付番号: 2012-0297-7 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 
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課題名: 潰瘍性大腸炎の寛解維持に対するCAP療法の有効性の検討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

87 受付番号: 2012-0336-6 （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: 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（事務局確認） 

 

88 受付番号: 2013-0021-5 （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: RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物

学的特徴を明らかにするための前向き観察研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

89 受付番号: 2013-0042-6 （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: 一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞診とHPV 

DNA検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為化比較研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

90 受付番号: 2013-0055-6 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学）  
課題名: 術前オピオイド使用患者における術後の適切なオピオイド必要量の検討 

－前向き観察研究－  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

91 受付番号: 2013-0139-5 （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: 承認 

 

92 受付番号: 2013-0184-6 （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: 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（委員長確認） 

 

93 受付番号: 2013-0235-3 （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: 循環器疾患における高感度トロポニンT測定に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

94 受付番号: 2013-0374-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科））  
課題名: 月経障害・排卵障害の原因と治療成績に関する後方視的検討  
判 定: 承認 

 

95 受付番号: 2013-0390-5 （修正申請B） 
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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メンタルスクリーニングに関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

96 受付番号: 2013-0394-5 （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: 大うつ病性障害患者における新規抗うつ薬の非盲検査無作為化変用量長期

投与試験 (ACCEPT研究 )  Acceptability and the course of major 

depression under newer antidepressant treatment： A randomized 

clinical trial  
判 定: 承認 

 

97 受付番号: 2014-0037-4 （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: 子宮頸がん検診におけるHPV検査の有効性評価研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

98 受付番号: 2014-0093-4 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 鈴木 勝也（内科学（リウマチ・膠原病））  
課題名: 全身性エリトマトーデスの臨床試料解析に基づく新規バイオマーカーおよ

び病態探索に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

99 受付番号: 2014-0262-4 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学）  
課題名: Darier病の皮膚症状に対する、COX2阻害薬の外用による治療の試み  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

100 受付番号: 2014-0289-6 （修正申請B）  
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: 保留（事務局確認） 

 

101 受付番号: 2014-0334-4 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（内科学（リウマチ・膠原病））  
課題名: 関節リウマチの「ドラッグホリデー」を目指す治療ガイドラインの確立と

検証を目的とした研究(FREE-J試験)  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

102 受付番号: 2014-0335-8 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 鈴木 勝也（内科学（リウマチ・膠原病））  
課題名: 自己免疫疾患治療標的分子の探索及び臨床展開に向けた創薬研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

103 受付番号: 2014-0481-5 （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: 流動食負荷試験による胃機能検査  
判 定: 保留（事務局確認） 
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104 受付番号: 2015-0023-3 （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: 食道癌周術期における経鼻胃管早期抜去の有用性に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

105 受付番号: 2015-0075-8 （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: 承認 

 

106 受付番号: 2015-0081-3 （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: 食道由来と推察される症状における食道機能異常の関与の検討  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

107 受付番号: 2015-0094-4 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（内科学（リウマチ・膠原病））  
課題名: 新規発症ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシマブ併用低用

量グルココルチコイド対高用量グルココルチコイドのオープンラベル、多

施設共同、ランダム化比較試験  
判 定: 承認 

 

108 受付番号: 2015-0129-3再 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座）  
課題名: 三次元磁気共鳴画像法を用いた肩甲帯構成筋評価  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

109 受付番号: 2015-0148-4 （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: 大腸癌の早期診断、治療効果予測に有用なバイオマーカー・分子生物学的

機構の探索  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

110 受付番号: 2015-0152-2 （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: 軽度から中等度難聴者に対する補聴器装用介入による認知機能改善効果の

解析  
判 定: 承認 

 

111 受付番号: 2015-0225-2再2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学）  
課題名: 頭蓋骨縫合早期癒合症の診療と治療に関する研究  
判 定: 承認 

 

112 受付番号: 2015-0291-4 （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
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の研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

113 受付番号: 2015-0324-3 （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: 進行度(病理分類)Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に関する前向

きコホート研究  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

114 受付番号: 2015-0325-5 （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: 承認 

 

115 受付番号: 2015-0384-2 （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: シタフロキサシンを含む除菌療法前後のシタフロキサシン最小発育阻止濃

度の変動  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

116 受付番号: 2015-0420-4 （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: Mycobacterium avium complex感染および発症成立に関与するホルモンお

よび環境因子についての探索的疫学研究  
判 定: 承認 

 

117 受付番号: 2015-0442-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 橋口 明典（病理学）  
課題名: デジタル画像解析技術を用いた腎生検組織の定量的評価法の確立  
判 定: 承認 

 

118 受付番号: 2016-0070-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管））  
課題名: 冠動脈バイパス術における大伏在静脈グラフトの有効性に関する研究  
判 定: 承認 

 

119 受付番号: 2016-0078-4 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 高石 官均（医学部腫瘍センター）  
課題名: 進行結腸・直腸癌に対する用量調節Regorafenib投与法の有効性および薬物

動態に関する第Ⅱ相試験  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

120 受付番号: 2016-0080-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 西村 知泰（保健管理センター）  
課題名: 慶應義塾大学における外国人留学生のインターフェロンγ遊離試験を用い

た結核感染調査  
判 定: 承認 
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121 受付番号: 2016-0118-2 （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: 喉頭乳頭腫症例の喉頭機能に関する検討  
判 定: 承認 

 

122 受付番号: 2016-0156-4 （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: 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: 承認 

 

123 受付番号: 2016-0205-2 （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（事務局確認） 

 

124 受付番号: 2016-0206-2 （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: 電気けいれん療法の急性期作用機序解明に関するマルチモーダルでの縦断

的観察研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

125 受付番号: 2016-0207-2 （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: 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 

 

126 受付番号: 2016-0214-2再 （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: 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  
判 定: 承認 

 

127 受付番号: 2016-0223-3 （修正申請B）  
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） 

 

128 受付番号: 2016-0225-4 （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） 

 

129 受付番号: 2016-0326-2再 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学）  
課題名: ★指針改正★ 卵巣癌におけるADAM分子の網羅的発現および機能解析  
判 定: 承認 



 

 17 

130 受付番号: 2016-0359-3 （修正申請B）  
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に関する前向き実態調査  
判 定: 承認 

 

131 受付番号: 2016-0365-2 （修正申請B）  
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: 承認 

 

132 受付番号: 2016-0369-3 （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: 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: 承認 

 

133 受付番号: 2016-0386-2 （修正申請B）  
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: 保留（事務局確認） 

 

134 受付番号: 2017-0018-2 （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: 人工知能（A.I.）による画像診断支援システム開発  
判 定: 承認 

 

135 受付番号: 2016-0084-1再2 （新規申請）  
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: 承認 

 

136 受付番号: 2016-0433-1再 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学）  
課題名: 水疱性角膜症の診療に関する研究  
判 定: 承認 

 

137 受付番号: 2017-0021-1再 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 八木 洋（外科学（一般・消化器））  
課題名: 人体(献体)の臓器の細胞外成分タンパク質組成・構造解析  
判 定: 保留（再審査） 

 

138 受付番号: 2017-0029-1再 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学）  
課題名: 医療音声翻訳病院内臨床試験  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

139 受付番号: 2017-0031-1再 （新規申請） 
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申請者(研究責任者): 林田 哲（外科学（一般・消化器））  
課題名: 国際的な乳頭温存乳房切除術の登録  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

140 受付番号: 2017-0039-1再 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学）  
課題名: 皮膚リンパ腫臨床統計調査研究  
判 定: 承認 

 

141 受付番号: 2017-0042 （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: 進行・再発膵癌における化学療法の有効性・安全性に関する後ろ向き研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

142 受付番号: 2017-0054 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 田中 守（産婦人科学（産科））  
課題名: 女性の活躍と妊孕性についての社会的現状調査  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

143 受付番号: 2017-0062 （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: 大腸癌以外の消化器・腹部悪性腫瘍におけるがん関連遺伝子異常のプロフ

ァイリングの多施設共同研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

144 受付番号: 2017-0078 （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: 慢性肝疾患患者におけるサルコペニアと免疫細胞の相関性の解析  
判 定: 保留（再審査） 

 

145 受付番号: 2017-0084 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学）  
課題名: 人工知能を利用した涙液動態画像解析  
判 定: 保留（再審査） 

 

146 受付番号: 2017-0085 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 緒方 晴彦（医学部内視鏡センター）  
課題名: アジア人IBD患者におけるComplementary and Alternative Medicine（CAM、 

代替医療）の普及率の比較：多施設横断研究  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

147 受付番号: 2017-0088 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学）  
課題名: 軽度認知障害（軽症認知症を含む）の人の全国的な情報登録・連携システ

ムに関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

148 受付番号: 2017-0090 （新規申請） 
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申請者(研究責任者): 結城 賢弥（眼科学）  
課題名: 人工知能による眼底写真を用いた眼科疾患のスクリーニングプログラムの

開発  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

149 受付番号: 2017-0095 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学）  
課題名: 瞬目解析によるドライアイ判別  
判 定: 保留（再審査） 

 

150 受付番号: 2017-0096 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学）  
課題名: 抗PD-1抗体製剤治療後の悪性黒色腫患者に対するイピリムマブによる治療

の有効性と安全性に関する観察研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

151 受付番号: 2017-0099 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（内科学（リウマチ・膠原病））  
課題名: 自己免疫疾患（関節リウマチ等）における関節破壊の病態メカニズム解明

とCTLA4-IgGを用いた治療有効性の検討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

152 受付番号: 2017-0102 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 香坂 俊（内科学（循環器））  
課題名: 心房細動診療に関する医師/患者意識および予後調査研究  
判 定: 承認 

 

153 受付番号: 2017-0105 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学）  
課題名: 術前の漢方薬服用と周術期有害事象との関連性を評価する後向き調査研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

154 受付番号: 2017-0106 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学）  
課題名: 腰痛患者の脊椎アライメントと体幹筋群の関連性に関する検討  
判 定: 承認 

 

155 受付番号: 2017-0108 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 相澤 義泰（不整脈先端治療学寄附講座）  
課題名: アジアにおける心房細動患者の脳卒中予防に関する臨床調査  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

156 受付番号: 2017-0109 （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: 心筋細胞移植医療の実現に向けたHLAハプロタイプ診断研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

157 受付番号: 2017-0110 （新規申請） 
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申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科））  
課題名: 絨毛・胎盤の形成および機能に関する研究  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

158 受付番号: 2017-0111 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学）  
課題名: 整形外科手術に関する費用対効果の検討  
判 定: 承認 

 

159 受付番号: 2017-0112 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 塩澤 誠司（生理学）  
課題名: パーキンソン病モデルマーモセットの病態解析  
判 定: 承認 

 

160 受付番号: 2017-0114 （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: 心房細動に対する塞栓症予防のための低侵襲左心耳切除術・閉鎖術  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

161 受付番号: 2017-0115 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 安井 正人（薬理学）  
課題名: アクアフォトミクスを用いた新鮮尿分析による食事摂取量評価２  
判 定: 却下 

 

162 受付番号: 2017-0117 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 金子 祐子（内科学（リウマチ・膠原病））  
課題名: セルセプト®カプセル250 特定使用成績調査  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

163 受付番号: 2017-0118 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 亀山 香織（医学部病理診断部）  
課題名: AI 等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-WSI）の収集基盤整備

と病理支援システム開発  
判 定: 承認 

 

164 受付番号: 2017-0119 （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: スモンにおける四肢感覚障害の定量的評価  
判 定: 承認 

 

165 受付番号: 2017-0125 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 小杉 志都子（麻酔学）  
課題名: 機能的MRI計測による時間割引率の脳内決定要因の検討  
判 定: 保留（再審査） 

 

166 受付番号: 2017-0128 （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: 高齢（70歳以上）の切除可能病期胸部食道扁平上皮がん患者に対する高齢
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者アセスメントツールの前向き観察研究  
判 定: 承認 

 

167 受付番号: 2017-0129 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 小坂 威雄（泌尿器科学）  
課題名: 前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に関する実態

調査研究  
判 定: 承認 

 

168 受付番号: 2017-0131 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学）  
課題名: 副腎ホルモン産生異常の実態調査、診断基準・重症度分類・診療指針の作

成  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

169 受付番号: 2017-0132 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 宮田 裕章（医療政策・管理学）  
課題名: 特別養護老人ホームに入居する要介護度３以上の重度要介護者における生

活機能の状態像および変化についての観察研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

170 受付番号: 2017-0133 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 高橋 勇人（皮膚科学）  
課題名: 日本人におけるスティーブンス・ジョンソン症候群・中毒性表皮壊死症を

特定するアルゴリズムの検討  
判 定: 承認 

 

171 受付番号: 2017-0135 （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: 2型糖尿病患者における週1回服薬DPP-4阻害薬と連日服薬DPP-4阻害薬の患

者治療嗜好性に関する評価研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

 

 

以 上 


