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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 6回） 

 

日  時   平成 29年 8月 28日 （月） 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 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 欠 

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 欠 

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 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 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 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：中川敦夫（臨床研究推進センター）【デザインレビュー担当】 

              粟津緑（小児科学）、奥田茂男（放射線診断科学）【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、千羽、小田桐、春永 

臨床研究推進センター：鎌倉、田丸 

 

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 5回）（案）の確認がなされ承認された。 

 

２．課題の審議 

三浦委員長から本日審議される 11 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
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基づき判定を行った。 

審議に先立ち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、今回は委員の中に当事者が含まれていないことが確認された。 

 

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: 2017-0060-1再 （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（事務局確認） 

 

2 受付番号: 2017-0068-1再 （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（事務局確認） 

 

3 受付番号: 2017-0120 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学）  
課題名: 進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量 IL-2 を用

いた短期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の第 I/II相臨床試験  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

4 受付番号: 2017-0126 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学）  
課題名: 椎間板変性に対する抗酸化剤 N-アセチルシステイン（NAC）の有効性評

価のための無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験  
判 定: 保留（再審査） 

 

5 受付番号: 2017-0164 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学）  
課題名: モイスチャーミストグラスの効果検討試験 

 
判 定: 保留（委員長確認） 

 

6 受付番号: 2017-0077-1再 （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（再審査） 

 

7 受付番号: 2015-0293-4 （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: 保留（事務局確認） 
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8 受付番号: 2016-0141-3 （修正申請 B）  
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: 承認 

 

9 受付番号: 2016-0227-3 （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: 肝疾患における臨床検査データ解析 

 
判 定: 保留（事務局確認） 

 

10 受付番号: 2016-0420-1再 2 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 望月 眞弓（薬剤部）  
課題名: 薬物治療効果の個体間変動要因に関する研究 

 
判 定: 保留（事務局確認） 

 

11 受付番号: 2017-0063-1再 （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（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。 

12 受付番号: 2004-0017-5 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 骨代謝疾患における骨吸収メカニズムの解析研究  
判 定: 承認 

 

13 受付番号: 2009-0025-4 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 変形性関節症の遺伝子解析に関する研究  
判 定: 承認 

 

14 受付番号: 2009-0059-7 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器））  
課題名: 5-FUおよびHeparinの門脈内投与を中心とした多剤抗癌剤(ＭＭＣ、ＣＤＤ

Ｐ）併用による膵癌術後補助療法の有用性に関する検討  
判 定: 承認 

 

15 受付番号: 2009-0248-5 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 糖尿病における骨梁微細構造の解析を目的とした観察研究  
判 定: 承認 



 

 4 

16 受付番号: 2010-0092-6 （修正申請A）  
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ゲムシタビンを用いた術後

補助化学療法の第Ⅱ相試験  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

17 受付番号: 2010-0131-6 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 家田 真樹（内科学（循環器））  
課題名: ヒト心臓線維芽細胞から心筋細胞直接誘導法の確立  
判 定: 承認 

 

18 受付番号: 2010-0232-7 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 骨粗鬆症における疾患発症機構解明のための観察研究  
判 定: 承認 

 

19 受付番号: 2011-0115-7 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学）  
課題名: 内眼手術におけるブリリアントブルーGによる染色  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

20 受付番号: 2011-0129-4 （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: 承認 

 

21 受付番号: 2011-0142-6 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学）  
課題名: 脊椎脊髄疾患の治療成績に関する多施設後ろ向き研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

22 受付番号: 2011-0222-6 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学）  
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: 承認 

 

23 受付番号: 2012-0043-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学）  
課題名: 超低出生体重児における尿細管機能の検討  
判 定: 承認 

 

24 受付番号: 2012-0097-3 （修正申請A）  
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: 四肢リンパ浮腫に対する蛍光リンパ管造影検査の実施  
判 定: 承認 

 

25 受付番号: 2012-0100-2 （修正申請A） 
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申請者(研究責任者): 大喜多 肇（病理学）  
課題名: 悪性中皮腫のヒト化ＣＤ２６抗体療法の確立及び化学療法剤の有効性評価

に有用な新規疾患関連バイオマーカーの開発  
判 定: 承認 

 

26 受付番号: 2012-0160-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 大喜多 肇（病理学）  
課題名: 新たなヒト・リンパ球ナチュラルヘルパー細胞の同定と疾患への関与  
判 定: 承認 

 

27 受付番号: 2012-0180-14 （修正申請A）  
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 

 

28 受付番号: 2012-0204-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 特発性大腿骨頭壊死症発症機構解明のための症例対照研究  
判 定: 承認 

 

29 受付番号: 2012-0257-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学）  
課題名: 脊推後方手術法の比較研究  
判 定: 承認 

 

30 受付番号: 2012-0451-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 大腿骨骨折発症機構解明のための観察研究  
判 定: 承認 

 

31 受付番号: 2013-0077-4 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液））  
課題名: ベンダムスチンを含む化学療法レジメンが投与された再発の低悪性度B細

胞性非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫患者を対象とするベ

ンダムスチン単剤療法又はベンダムスチン＋リツキシマブ併用療法の安全

性と有効性の検討：臨床第Ⅱ相試験  
判 定: 承認 

 

32 受付番号: 2013-0121-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 大平 貴之（脳神経外科学）  
課題名: 脳神経外科手術における神経機能モニタリング症例解析研究  
判 定: 承認 

 

33 受付番号: 2013-0162-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 吉田 一成（脳神経外科学）  
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: 承認 
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34 受付番号: 2013-0385-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 宮本 健史（先進運動器疾患治療学寄附講座）  
課題名: 運動器の恒常性制御機構解明のための観察研究  
判 定: 承認 

 

35 受付番号: 2013-0462-4 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器））  
課題名: 膵切除予定患者の非侵襲的膵線維化測定(膵硬度測定)の有用性  
判 定: 承認 

 

36 受付番号: 2013-0518-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 大塚 崇（外科学（呼吸器））  
課題名: 転移性肺腫瘍に対する肺切除術の多施設共同コホート研究  
判 定: 承認 

 

37 受付番号: 2014-0096-2 （修正申請A）  
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: 上肢・手指機能検査法（簡易上肢機能検査Simple Test for Evaluating Hand 

Function) の妥当性に関する研究  
判 定: 承認 

 

38 受付番号: 2014-0108-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 結城 賢弥（眼科学）  
課題名: 多目的コホート研究における眼科疾患、認知症およびうつ病のリスク要因

と一次予防対策解明のための分析疫学的研究（多目的コホート研究におけ

る目とこころの研究）  
判 定: 承認 

 

39 受付番号: 2014-0183-3 （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: 後縦靭帯骨化症における骨化靭帯の遺伝子発現・組織解析，ならびに骨化

靭帯由来の幹細胞培養系の樹立  
判 定: 承認 

 

40 受付番号: 2014-0219-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液））  
課題名: 造血器疾患患者における診断、治療成績、合併症ならびに支持療法に関す

る後方視的解析  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

41 受付番号: 2014-0286-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器））  
課題名: 膵切除後患者の非侵襲的膵線維化測定(膵硬度測定)による評価とその有用

性  
判 定: 承認 

 

42 受付番号: 2014-0474-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 藤澤 大介（精神・神経科学） 



 

 7 

 
課題名: 緩和ケア領域における薬物・治療介入に関する多施設前向きレジストリ研

究  
判 定: 承認 

 

43 受付番号: 2015-0022-2 （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: 変形性膝関節症患者の動作分析および疼痛が動作に与える影響の検討  
判 定: 承認 

 

44 受付番号: 2015-0024-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 平形 道人（医学教育統轄センター）  
課題名: 医学部入学者選抜の全国的状況と実践的課題に関する調査研究  
判 定: 承認 

 

45 受付番号: 2015-0056-3 （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: 重症外傷の疫学的研究  
判 定: 承認 

 

46 受付番号: 2015-0102-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学）  
課題名: 骨感染症と代謝産物の関連性に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

47 受付番号: 2015-0216-4 （修正申請A）  
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 

 

48 受付番号: 2015-0271-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学）  
課題名: 手術適応の腰部脊柱管狭窄症患者に対する運動機能評価  
判 定: 承認 

 

49 受付番号: 2015-0314-4 （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: 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 

 

50 受付番号: 2016-0039-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液））  
課題名: 難治性濾胞性リンパ腫に対するbendamustineを併用した前処置による同種

造血幹細胞移植療法の安全性と有効性の検討 (第1/2相試験)  
判 定: 承認 

 

51 受付番号: 2016-0129-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器）） 
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課題名: 腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する前向き観察多施設共同研究（膵臓内視

鏡外科研究会・日本肝胆膵外科学会・日本内視鏡外科学会合同全例登録調

査）  
判 定: 承認 

 

52 受付番号: 2016-0137-3 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 佐藤 和毅（整形外科学）  
課題名: 患者立脚型肘関節機能評価法 PREE-J と客観的評価法 JOAスコアとの相関

性の検討  
判 定: 承認 

 

53 受付番号: 2016-0151-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 内野 裕一（眼科学）  
課題名: 涙液中ガレクチン3濃度とドライアイ重症度の関連性の探索  
判 定: 承認 

 

54 受付番号: 2016-0201-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝））  
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: 承認 

 

55 受付番号: 2016-0202-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝））  
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: 承認 

 

56 受付番号: 2016-0219-3 （修正申請A）  
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 

 

57 受付番号: 2016-0220-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 北郷 実（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） 

 

58 受付番号: 2016-0265-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液））  
課題名: 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

に対するダサチニブを用いた維持療法の有効性の検討  
判 定: 承認 

 

59 受付番号: 2016-0358-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 柴 秀行（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: 承認 
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60 受付番号: 2016-0384-4 （修正申請A）  
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 

 

61 受付番号: 2016-0385-4 （修正申請A）  
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 

 

62 受付番号: 2016-0460-2 （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: 肝移植後の難治性移植片対宿主病（GVHD）に対する健常人糞便投与(糞便移

植)治療  
判 定: 承認 

 

63 受付番号: 2017-0005-2 （修正申請A）  
申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝））  
課題名: 慢性腎臓病の腎線維化に対するニコチン酸代謝の役割  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

64 受付番号: 2003-0092-9 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学）  
課題名: ヒト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: 保留（再審査） 

 

65 受付番号: 2009-0009-13 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器））  
課題名: 【★指針改正★】日本人重症喘息患者に関する調査研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

66 受付番号: 2009-0087-4 （修正申請B）  
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） 

 

67 受付番号: 2009-0187-15 （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-Ⅰ

X，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 

 

68 受付番号: 2009-0277-11 （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） 
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69 受付番号: 2011-0133-16 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学）  
課題名: アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析  
判 定: 承認 

 

70 受付番号: 2011-0264-7 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学）  
課題名: 鶴岡市民を対象とした地域コホート研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

71 受付番号: 2011-0370-2 （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: 閉塞性肥大型心筋症における経皮的心筋中隔アルコール焼灼術の有効性に

関する検討  
判 定: 承認 

 

72 受付番号: 2012-0117-4 （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: 睡眠時無呼吸症候群における血圧および内分泌ホルモンの影響  
判 定: 承認 

 

73 受付番号: 2012-0241-17 （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: プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対する二次的

腫瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパクリタキセル（または

ゲムシタビン）の併用療法にべバシズマブを併用維持療法として使用した

場合の有効性を検討するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験（GOG-0213)  
判 定: 承認 

 

74 受付番号: 2012-0242-7 （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: ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補助化学療法

の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験  
判 定: 承認 

 

75 受付番号: 2012-0395-5 （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: 急性・慢性肝疾患における免疫寛容機構の解明  
判 定: 承認 

 

76 受付番号: 2012-0480-2 （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: 遺伝子解析によるこころの健康とこころの病気に対するかかりやすさ（発

症脆弱性）や薬の効きめや副作用（治療反応性）等の解明に関する研究  
判 定: 承認 

77 受付番号: 2013-0011-6 （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 
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判 定: 承認 

 

78 受付番号: 2013-0013-5 （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（再審査） 

 

79 受付番号: 2013-0167-4 （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: 承認 

 

80 受付番号: 2013-0201-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学）  
課題名: 血清中の炎症性マーカーsyndecan-4による新生児慢性肺疾患の発症予測  
判 定: 保留（再審査） 

 

81 受付番号: 2013-0207-6 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学）  
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: 承認 

 

82 受付番号: 2013-0210-4 （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: 消化器がんの遺伝子変異解析による新規がん治療創薬  
判 定: 保留（再審査） 

 

83 受付番号: 2013-0216-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 新庄 正宜（小児科学）  
課題名: 小児（科）患者におけるインフルエンザワクチンの効果  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

84 受付番号: 2013-0231-4再 （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） 

 

85 受付番号: 2013-0330-7 （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: 内視鏡･手術検体を用いたPESI-MS法による迅速膵がん診断法の確立  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

86 受付番号: 2013-0461-3再 （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 



 

 12 

 
判 定: 保留（事務局確認） 

 

87 受付番号: 2013-0486-2再 （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: 血清・尿中ステロイドホルモン分析とESR1遺伝子多型解析による早発乳房

の病態解明  
判 定: 承認 

 

88 受付番号: 2014-0023-4 （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: 保留（事務局確認） 

 

89 受付番号: 2014-0053-3再 （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: 承認 

 

90 受付番号: 2014-0218-5 （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: 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義  
判 定: 承認 

 

91 受付番号: 2014-0221-4 （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: 3次元Fiber grantingセンサ摂食嚥下機能解析・診断装置を用いた摂食嚥下

機能の定量評価に関する研究  
判 定: 承認 

 

92 受付番号: 2014-0250-4 （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: 保留（事務局確認） 

 

93 受付番号: 2014-0337-4 （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: 消化器がん幹細胞の機能解析と創薬スクリーニング  
判 定: 保留（再審査） 

 

94 受付番号: 2014-0420-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液））  
課題名: 「造血細胞移植医療の全国調査」および「関東造血幹細胞移植共同研究グ

ループデータベース」への登録とそれらを用いた解析研究  
判 定: 承認 

 

95 受付番号: 2014-0431-3 （修正申請B） 
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申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液））  
課題名: 造血幹細胞移植における造血幹細胞輸注時有害事象の実態調査（造血幹細

胞移植の安全性に関する多施設共同研究）  
判 定: 承認 

 

96 受付番号: 2014-0462-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学）  
課題名: 新生児慢性肺疾患感受性遺伝子解析に関する研究  
判 定: 承認 

 

97 受付番号: 2015-0055-5 （修正申請B）  
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: 承認 

 

98 受付番号: 2015-0061-2 （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: 介護保険サービス利用者に対する学習療法の介護予防効果および費用対効

果研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

99 受付番号: 2015-0076-2 （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: JCOG0502-A1：臨床病期(clinical-T1NOMO)食道癌における予後予測および

治療効果予測因子の研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

100 受付番号: 2015-0080-4 （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） 

 

101 受付番号: 2015-0082-3 （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: 多施設多領域における消化器癌解析  
判 定: 保留（再審査） 

 

102 受付番号: 2015-0218-4 （修正申請B）  
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: 却下 

 

103 受付番号: 2015-0221-2 （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: 十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の有効性の検討 
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判 定: 保留（事務局確認） 

 

104 受付番号: 2015-0257-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 篠田 昌宏（外科学（一般・消化器））  
課題名: 低肝機能肝細胞癌に対する治療適応に関する研究：多施設共同後向き研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

105 受付番号: 2015-0266-9 （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） 

 

106 受付番号: 2015-0308-3 （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） 

 

107 受付番号: 2015-0331-3再 （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（再審査） 

 

108 受付番号: 2015-0421-2再 （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: 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（事務局確認） 

 

109 受付番号: 2015-0429-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 武田 祐子（看護医療学部（信濃町））  
課題名: 肺高血圧症患者の精神状態・QOLとその関連因子に関する研究  
判 定: 承認 

 

110 受付番号: 2016-0002-3 （修正申請B）  
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: 承認 

 

111 受付番号: 2016-0028-2 （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: 国際疾病分類第１１版(International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems 11th Revision: ICD-11)(精神お
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よび行動の障害)診断ガイドライン案の信頼性および有用性の検討  
判 定: 承認 

 

112 受付番号: 2016-0040-2 （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: 献体遺体を用いた頭蓋顎顔面外科surgical simulation  
判 定: 承認 

 

113 受付番号: 2016-0047-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 小松 浩子（看護医療学部（信濃町））  
課題名: がん化学療法による皮膚障害のセルフマネジメントに対する自己効力感尺

度の開発  
判 定: 承認 

 

114 受付番号: 2016-0083-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 片岡 美樹（看護部長室）  
課題名: 看護師による超音波断層法を用いた婦人科術後の患者の残尿推定量の精度

に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

115 受付番号: 2016-0096-4 （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: 指定難病の神経線維腫症１型の進行阻止薬の開発  
判 定: 承認 

 

116 受付番号: 2016-0131-7 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学）  
課題名: 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 

 

117 受付番号: 2016-0135-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 村松 太郎（精神・神経科学）  
課題名: インターネット依存の実態調査  
判 定: 承認 

 

118 受付番号: 2016-0188-3 （修正申請B）  
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: 承認 

 

119 受付番号: 2016-0191-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学）  
課題名: 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: 承認 

 

120 受付番号: 2016-0209-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 
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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: 保留（事務局確認） 

 

121 受付番号: 2016-0226-2 （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: 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の有効性に関する臨床試験  
判 定: 承認 

 

122 受付番号: 2016-0256-2再 （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: ★指針改正★人工膝関節置換術の患者満足度向上に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

123 受付番号: 2016-0267-2 （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: 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: 保留（事務局確認） 

 

124 受付番号: 2016-0276-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学）  
課題名: 患者検体を用いた皮膚炎症の病態解明  
判 定: 承認 

 

125 受付番号: 2016-0296-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 浅沼 宏（泌尿器科学）  
課題名: 腎移植患者を対象としたADVAGRAF（グラセプター）への切り替えに関する

国際多施設共同レジストリ非介入市販後臨床試験 (PAS)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

126 受付番号: 2016-0297-4 （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: 川崎市における高齢者の暮らし方と健康に関する学術調査：The Kawasaki 

Wellbeing Project  
判 定: 承認 

 

127 受付番号: 2016-0331-3 （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: 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 

 

128 受付番号: 2016-0387-2 （修正申請B）  
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 ランダム化比較試験  
判 定: 承認 
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129 受付番号: 2016-0458-2 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学）  
課題名: MectaLIF PEEK脊椎ケージとMectaLIF TiPEEK脊椎ケージを用いた腰椎固定

術後の早期骨癒合率を評価するための多施設前向き無作為化比較試験  
判 定: 承認 

 

130 受付番号: 2017-0010-3 （修正申請B）  
申請者(研究責任者): 山上 淳（皮膚科学）  
課題名: 自己免疫性水疱症患者のQOL調査  
判 定: 承認 

 

131 受付番号: 2017-0081-2 （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: 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: 保留（再審査） 

 

132 受付番号: 2016-0316-1再2 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 洪 繁（メディカルAIセンター）  
課題名: 機械学習を用いた医療記録の二次活用法開発  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

133 受付番号: 2017-0011-1再2 （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: 承認 

 

134 受付番号: 2017-0022-1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: 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（事務局確認） 

 

135 受付番号: 2017-0034-1再 （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: 承認 

 

136 受付番号: 2017-0036-1再 （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臨床成績調査に関する研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

137 受付番号: 2017-0049-1再 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 栗原 俊英（眼科学）  
課題名: 人工知能を利用した眼底画像解析  
判 定: 保留（再審査） 
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138 受付番号: 2017-0065-1再 （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） 

 

139 受付番号: 2017-0075-1再 （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） 

 

140 受付番号: 2017-0082-1再 （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） 

 

141 受付番号: 2017-0086 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 北郷 実（外科学（一般・消化器））  
課題名: 肝胆膵領域腫瘍の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討およびバイオマー

カーの検索  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

142 受付番号: 2017-0087 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学）  
課題名: 整形外科手術後の疼痛対策の研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

143 受付番号: 2017-0093 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学）  
課題名: うつ病・うつ状態にある患者のデュロキセチン服用の効果とドライアイ症

状との関係  
判 定: 保留（再審査） 

 

144 受付番号: 2017-0127 （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到達運動（リーチ運動）評価のための臨床

的評価尺度の開発 —前方視的検討—  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

145 受付番号: 2017-0130 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 長谷川 奉延（小児科学）  
課題名: 内分泌代謝疾患の遺伝子型・核型・表現型関連等に関する研究  
判 定: 保留（再審査） 

146 受付番号: 2017-0138 （新規申請） 

  
申請者(研究責任者): 三輪 点（脳神経外科学）  
課題名: 頭蓋内胚細胞腫瘍における髄液PLAP測定の有用性に関する前方視的研究 
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判 定: 保留（事務局確認） 

 

147 受付番号: 2017-0139 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 杉浦 悠毅（医化学）  
課題名: 質量分析を用いたアミロイドの種類の同定  
判 定: 保留（事務局確認） 

148 受付番号: 2017-0140 （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: 妊娠糖尿病患者における母体出生前ステロイド治療中に必要なインスリン

量の予測に関する後ろ向き検討  
判 定: 保留（委員長確認） 

149 受付番号: 2017-0141 （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: カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト (J-ABレジストリ

ー)  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

150 受付番号: 2017-0142 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学）  
課題名: 日常的な健康度を指標とした都市コホート研究（神戸研究）のデータを用

いた解析研究  
判 定: 承認 

 

151 受付番号: 2017-0143 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 金井 弥栄（病理学）  
課題名: 初診患者を対象とした、がんに対する遺伝的多型性と環境要因の交互作用

の研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

152 受付番号: 2017-0144 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 高橋 勇人（皮膚科学）  
課題名: 即時型アレルギーに関連する皮膚疾患の診断、検査、治療法に関する研究  
判 定: 保留（副委員長確認） 

 

153 受付番号: 2017-0145 （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: 連続寝台移動型PET/CTカメラの画質評価と臨床的有用性に関する後方視的

研究  
判 定: 承認 

 

154 受付番号: 2017-0146 （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: 人工知能による乳房超音波画像の学習と診断精度の検証  
判 定: 保留（再審査） 

 

155 受付番号: 2017-0147 （新規申請） 
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申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液））  
課題名: 「本邦における同種造血幹細胞移植の最適化を目指した移植医療体制の確

立と国際的視点からのHarmonizationに関する研究」： 骨髄バンクおよび臍

帯血バンクの最適なドナープールサイズの最適化に関する検討  
判 定: 承認 

 

156 受付番号: 2017-0148 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学）  
課題名: 外傷性心肺停止患者に対する救急室開胸の有効性と適応に関する検討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

157 受付番号: 2017-0149 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器））  
課題名: ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

158 受付番号: 2017-0150 （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: 心筋血流SPECT/CTにおける定量評価(SPECT-SUV)の臨床的有用性を検討す

る後方視的研究  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

159 受付番号: 2017-0151 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断））  
課題名: 新規に導入されたMRI撮像法の有効性の検証  
判 定: 保留（再審査） 

 

160 受付番号: 2017-0152 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 野田 賀大（加齢と行動認知寄附講座）  
課題名: 経頭蓋磁気刺激法及び高解像度脳波同時計測による精神神経疾患の神経生

理学的バイオタイプの同定を目指した革新的横断研究  
判 定: 保留（副委員長確認） 

 

161 受付番号: 2017-0153 （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: ホルモン療法を受ける乳がん患者の倦怠感と倦怠感マネジメントバリア、

ソーシャルサポートの関連  
判 定: 承認 

 

162 受付番号: 2017-0154 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器））  
課題名: 光超音波イメージング装置を用いた脈管病変画像診断法の開発に関する探

索的臨床研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

163 受付番号: 2017-0155 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 本田 賢也（微生物学･免疫学）  
課題名: ヒト腸内常在細菌叢の理解に基づく薬剤耐性菌・病原微生物の定着阻害因
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子の探索  
判 定: 承認 

 

164 受付番号: 2017-0156 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 茂松 直之（放射線科学（治療））  
課題名: 早期非小細胞肺癌に対する定位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） 

 

165 受付番号: 2017-0157 （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: 循環器疾患における患者視点からの病状認識・治療目標に関する研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

166 受付番号: 2017-0158 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学）  
課題名: 光超音波イメージング装置を用いたリンパ管病変画像診断法の開発に関す

る探索的臨床研究  
判 定: 保留（再審査）次回、再度予備審査・デザインレビュー実施 

 

167 受付番号: 2017-0159 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 藤澤 大介（精神・神経科学）  
課題名: がんの患者さんとパートナーのコミュニケーションに関する質的調査  
判 定: 承認 

 

168 受付番号: 2017-0160 （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: 全自動遺伝子検査システムを用いた、抗菌薬耐性遺伝子、クロストリジウ

ムディフィシル病原遺伝子検出試薬の評価に関する研究  
判 定: 承認 

 

169 受付番号: 2017-0161 （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: 血液製剤によるＨＩＶ/ＨＣＶ重複感染患者の肝移植に関する研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

170 受付番号: 2017-0162 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学）  
課題名: アプリを利用した食生活習慣の調査および食事時間の制限による心身への

影響の検討  
判 定: 保留（再審査） 

 

171 受付番号: 2017-0163 （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: ２段階アプロ―チによる上顎洞底挙上術の臨床的評価  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

172 受付番号: 2017-0165 （新規申請） 
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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: 膝関節解剖検体を用いた膝靭帯機能の評価  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

173 受付番号: 2017-0168 （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: ルストロンボパグの応答性に寄与する因子の検討  
判 定: 保留（事務局確認） 

 

174 受付番号: 2017-0169 （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: カリウムイオン競合型アシッドブロッカー抵抗性逆流性食道炎の臨床的特

徴の解析  
判 定: 保留（委員長確認） 

 

175 受付番号: 2017-0170 （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: 消化器試料の収集・分譲とゲノム情報を利用した研究  
判 定: 保留（再審査） 

 

176 受付番号: 2017-0171 （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: 既存試料の分譲とゲノム情報を利用した研究へのご協力のお願い  
判 定: 保留（再審査） 

 

177 受付番号: 2017-0172 （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: 脳血管障害患者の距離認知機能障害とバランス機能に関する調査研究  
判 定: 保留（副委員長確認） 

 

178 受付番号: 2017-5001 （新規申請）  
申請者(研究責任者): 小林 英介（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション科）  
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  
判 定: 承認 

 

以 上 


