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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 15 回） 

 

日  時   平成 30 年 3 月 26 日 （月） 17:00～21:45 

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 欠 

委員 中川 敦夫 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   倫理委員会事務局（学術研究支援課（研究倫理担当））： 

今井、千羽、吉尾、土濱、春永、小田桐 

臨床研究推進センター：鎌倉、田丸 

 

議 事： 

三浦委員長より、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

成立したと報告された。 

 

【承認事項】 

１．前回（2018 年 2 月 23 日開催）議事録について 

前回の倫理委員会議事録（平成 29 年度第 14 回）（案）の確認がなされ承認された。 

 

【審議事項】 

１. 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、三浦委員長より、その結果について資料に基づき報告された。 
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1 受付番号: 2007-0081-19 （修正申請 A） 

 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: 承認 

2 受付番号: 2008-0054-8 （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: 承認 

3 受付番号: 2008-0092-9 （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: ヒト心筋疾患患者からの 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: 承認 

4 受付番号: 2009-0278-5 （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: 承認 

5 受付番号: 2011-0159-17 （修正申請 A） 

 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: 承認 

6 受付番号: 2011-0203-4 （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: スポーツ動作による Over Use Syndrome 発生メカニズム解明のための上肢の運動お

よび力学解析に関する研究 

 判 定: 承認 

7 受付番号: 2011-0250-5 （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: 胎盤を介した母体胎児間物質透過メカニズムに関する研究 

 判 定: 承認 

8 受付番号: 2012-0041-6 （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: 脊髄髄内腫瘍術後の脊髄障害性疼痛の定量的解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

9 受付番号: 2012-0072-8 （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: 造血幹細胞移植患者のフィジカルフィットネスの構造分析とリハビリテーションに

関する研究（後方視研究） 

 判 定: 承認 

10 受付番号: 2012-0180-15 （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 

11 受付番号: 2012-0251-8 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 13C 酢酸呼気試験を用いた胃運動能評価 

 判 定: 承認 

12 受付番号: 2012-0276-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 新庄 正宜（小児科学） 
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 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: 承認 

13 受付番号: 2012-0329-2 再 （修正申請 A（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 難聴者における聴覚特性（周波数選択性と時間分解能）測定検査と補聴器フィッテ

ィング 

 判 定: 承認 

14 受付番号: 2012-0360-16 （修正申請 A） 

 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: 承認 

15 受付番号: 2012-0377-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 

 課題名: 消化器の腫瘍性・非腫瘍性疾患におけるメタロプロテアーゼの免疫組織学的局在解

析 

 判 定: 却下 

16 受付番号: 2012-0429-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 

 課題名: 肺癌間質線維芽細胞の機能解析 

 判 定: 却下 

17 受付番号: 2013-0122-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端医科学研究所（細胞）） 

 課題名: ヒト末梢血を用いた免疫応答の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

18 受付番号: 2013-0124-3 （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: ヒト真皮線維芽細胞を用いた毛包誘導法の確立 

 判 定: 承認 

19 受付番号: 2013-0216-4 （修正申請 A） 

 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: 承認 

20 受付番号: 2013-0221-5 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: Fuchs 角膜内皮変性症患者の原因遺伝子解析、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: 承認 

21 受付番号: 2013-0266-3 （修正申請 A） 

 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: 進行肺がん患者およびその家族が抱える問題に関する調査 

 判 定: 承認 

22 受付番号: 2013-0270-7 再 （修正申請 A（再審査）） 

 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: 承認 

23 受付番号: 2013-0407-2 （修正申請 A） 
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 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道癌におけるフィブリノゲンとアルブミンの予後予測因子としての有用性に関す

る多施設共同前向き観察研究 

 判 定: 承認 

24 受付番号: 2013-0416-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対するベバシズマブ併用化学療法の安全性および

有効性に関する観察研究 

 判 定: 承認 

25 受付番号: 2013-0476-4 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 若年子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症に対する高用量 MPA 療法を施行した

患者における予後不良因子の探索研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

26 受付番号: 2013-0488-5 （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: 機能性消化管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: 承認 

27 受付番号: 2013-0505-2 （修正申請 A） 

 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: ヒト膵臓容積に関わる因子の解明 

 判 定: 承認 

28 受付番号: 2014-0277-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 精神病性障害関連遺伝子の解析研究 

 判 定: 承認 

29 受付番号: 2014-0316-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 進行卵巣癌を対象とした ddTC+Bev 療法による化学療法先行治療(NAC)に関する

Feasibility Study 

 判 定: 承認 

30 受付番号: 2014-0391-9 （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: 外科手術患者を対象とした皮膚用接着剤「エピネクサス TM」と既存品との単一施設

非盲検並行群間比較試験 

 判 定: 承認 

31 受付番号: 2014-0442-6 （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: Brain-Machine Interface(BMI)により駆動する外骨格ロボットの開発と脳卒中片麻

痺患者への効果に関する研究 

 判 定: 承認 

32 受付番号: 2014-0447-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 本間 康一郎（救急医学） 

 課題名: 造影剤腎症発症状況の調査 

 判 定: 承認 

33 受付番号: 2014-0479-5 （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）） 
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 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（委員長確認） 

34 受付番号: 2014-0481-6 （修正申請 A） 

 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: 承認 

35 受付番号: 2015-0050-7 （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: MRI における脊椎加齢性変化の縦断的研究 

 判 定: 承認 

36 受付番号: 2015-0071-4 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断）） 

 課題名: 4D フローMRI を用いた血流評価の有用性の検討 

 判 定: 承認 

37 受付番号: 2015-0117-4 （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: 大血管疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

38 受付番号: 2015-0156-3 （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: 重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球吸着療法(商品名：アダカラム)の有効性と

安全性 

 判 定: 保留（事務局確認） 

39 受付番号: 2015-0216-6 （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: 保留（事務局確認） 

40 受付番号: 2015-0235-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: ヒト全遺伝子あるいはその一部を対象とした難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する

研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

41 受付番号: 2015-0291-5 （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: 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の研究 

 判 定: 承認 

42 受付番号: 2015-0355-4 （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: 慢性期脊髄損傷に対する生体電位駆動型ロボット(HAL)を用いたリハビリテーショ

ンの検討 

 判 定: 承認 

43 受付番号: 2015-0386-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 安井 正人（薬理学） 

 課題名: 皮膚の近赤外光スペクトルにおける多変量解析による排卵日予測の確立に向けた調

査研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

44 受付番号: 2015-0387-3 （修正申請 A） 
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 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: 中皮腫レジストリの構築 

 判 定: 承認 

45 受付番号: 2015-0416-3 （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: 大腸カプセル内視鏡を用いた同種造血幹細胞移植後患者の全消化管サーベイランス 

 判 定: 承認 

46 受付番号: 2015-0460-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者の善悪判断に関する研究 

 判 定: 承認 

47 受付番号: 2016-0042-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 望月 眞弓（薬剤部） 

 課題名: メトトレキサート排泄遅延に及ぼすプロトンポンプ阻害薬の影響に関するレトロス

ペクティブ研究 

 判 定: 承認 

48 受付番号: 2016-0062-2 （修正申請 A） 

 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 

 判 定: 承認 

49 受付番号: 2016-0067-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（医学部腫瘍センター） 

 課題名: 免疫チェックポイント阻害剤使用時におけるカプセル内視鏡を用いた全消化管サー

ベイランス 

 判 定: 承認 

50 受付番号: 2016-0157-3 （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: 大腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設共同前向き研究 

 判 定: 承認 

51 受付番号: 2016-0188-4 （修正申請 A） 

 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 

52 受付番号: 2016-0190-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 本邦における頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーションの実態調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

53 受付番号: 2016-0193-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 谷川 瑛子（皮膚科学） 

 課題名: 自己免疫疾患に伴う皮膚症状の評価、治療の有効性に関する研究 

 判 定: 承認 

54 受付番号: 2016-0203-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 中原 理紀（放射線科学（診断）） 

 課題名: 骨転移治療目的により塩化ラジウム 223 を投与された前立腺癌患者のガンマ線イメ

ージング法の確立および同イメージングによる治療効果・予後予測 

 判 定: 承認 

55 受付番号: 2016-0217-3 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 
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 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: 承認 

56 受付番号: 2016-0257-2 （修正申請 A） 

 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（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: 承認 

57 受付番号: 2016-0388-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 佐谷 秀行（先端医科学研究所（遺伝子）） 

 課題名: 卵巣癌原発巣及び転移巣のメタボローム解析 

 判 定: 承認 

58 受付番号: 2017-0005-3 （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: 承認 

59 受付番号: 2017-0019-3 （修正申請 A） 

 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: 承認 

60 受付番号: 2017-0027-2 （修正申請 A） 

 申請者(研究責任者): 高橋 孝雄（小児科学） 

 課題名: 既存の電子カルテデータを利用したアレルギー疾患の治療状態に影響するリスク因

子の観察研究 

 判 定: 承認 

61 受付番号: 2017-0044-3 （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: 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: 承認 

62 受付番号: 2017-0127-2 （修正申請 A） 

 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: 承認 

63 受付番号: 2017-0144-3 （修正申請 A） 

 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: 承認 

64 受付番号: 2017-0145-2 （修正申請 A） 

 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 

65 受付番号: 2017-0169-2 （修正申請 A） 

 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: 承認 
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66 受付番号: 2008-0073-8 再 （修正申請 B（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 日本心臓血管データベース(Japan Cardiovascular Database)カテーテルレジストリ

研究(JCD-KiCS) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

67 受付番号: 2008-0131-9 再 （修正申請 B（再審査）） 

 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の臨床データベース研究 

 判 定: 承認 

68 受付番号: 2009-0009-14 （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: 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） 

69 受付番号: 2010-0080-10 （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: 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: 承認 

70 受付番号: 2011-0171-11 （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: 承認 

71 受付番号: 2011-0264-8 （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） 

72 受付番号: 2012-0262-4 再 （修正申請 B（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 結城 賢弥（眼科学） 

 課題名: 筑西地域における加齢黄班変性、緑内障、糖尿病網膜症の眼科疾患のリスク要因と

一次予防対策解明のための分析疫学的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

73 受付番号: 2012-0325-8 再 （修正申請 B（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: Lentis Mplus X、Lentis Mplus X Toric 眼内レンズを用いた白内障手術 

 判 定: 承認 

74 受付番号: 2013-0007-5 （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: 手術不能進行・再発肝細胞癌に対する高用量 CDDP(IA-call)/フルオロウラシル

(5-FU)動注化学療法の外来投与における検討[臨床第Ｉ相試験] 

 判 定: 承認 

75 受付番号: 2013-0246-13 （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解明を目指した網羅的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

76 受付番号: 2013-0392-3 （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: ヒト末梢血細胞を用いた抗酸菌症の基礎研究 

 判 定: 承認 
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77 受付番号: 2013-0397-5 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: 脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全性の検

討 略称 CSPS．ｃom（Cilostazol Stroke Prevention Study． Combination)試験 

 判 定: 承認 

78 受付番号: 2013-0457-10 （修正申請 B） 

 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: 承認 

79 受付番号: 2014-0068-4 （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（主に関節リウマチ）患者試料を用いた疾患・病態形成におけるフラ

クタルカインの役割の検討 

 判 定: 承認 

80 受付番号: 2014-0156-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 同種造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(graft-versus-host disease)予防目的のト

ラニラスト投与の安全性と有効性の検討 

 判 定: 承認 

81 受付番号: 2014-0245-5 （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: 切除不能進行・再発胃癌に対する Docetaxel/Oxaliplatin/TS-1 併用療法の臨床第Ⅰ

相試験（KOGC06） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

82 受付番号: 2014-0455-3 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 木村 成卓（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 右小切開開胸による心房中隔欠損孔閉鎖術の成績 

 判 定: 承認 

83 受付番号: 2014-0473-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 慶應義塾大学外科・関連多施設ならびに全国多施設における大動脈瘤治療を解析す

る観察研究 

 判 定: 承認 

84 受付番号: 2015-0249-2 （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: 胃腫瘍に対する内視鏡治療の有効性の検討 

 判 定: 承認 

85 受付番号: 2015-0284-3 （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: 脊椎後縦靭帯骨化症の手術成績に関する前向き多施設研究 

 判 定: 承認 

86 受付番号: 2015-0293-8 （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 

87 受付番号: 2015-0325-8 （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
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解析研究(後向き研究) 

 判 定: 承認 

88 受付番号: 2015-0368-5 （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: 承認 

89 受付番号: 2015-0442-3 （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 

90 受付番号: 2016-0059-2 （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: 人工心肺回路「オキシア人工心肺回路 N」と既存品との単一施設、非盲検、無作為化、

2群並行群間比較試験 

 判 定: 承認 

91 受付番号: 2016-0070-3 （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: 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 

92 受付番号: 2016-0114-6 （修正申請 B） 

 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: RK-X パルス自家抗原提示細胞の GMP 製造ならびに品質規格・安全性試験 

 判 定: 承認 

93 受付番号: 2016-0316-2 （修正申請 B） 

 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） 

94 受付番号: 2016-0335-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 望月 眞弓（薬剤部） 

 課題名: 入院患者における持参薬管理に関する調査 

 判 定: 承認 

95 受付番号: 2016-0337-3 （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: 社会的行動に関する神経基盤の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

96 受付番号: 2016-0349-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 栗原 俊英（眼科学） 

 課題名: 慶應義塾一貫教育校の生徒における近視の実態把握と近視状況の調査 

 判 定: 保留（事務局確認） 

97 受付番号: 2016-0377-4 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 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 

98 受付番号: 2016-0415-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 遠藤 仁（アクテリオン先進肺高血圧治療学寄附講座） 

 課題名: 早期診断および治療法開発を目的とした心アミロイドーシスの病態解明研究 

 判 定: 承認 

99 受付番号: 2016-0455-2 （修正申請 B） 
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 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: 承認 

100 受付番号: 2017-0012-2 （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: 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: 承認 

101 受付番号: 2017-0074-2 （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: 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: 承認 

102 受付番号: 2017-0134-3 （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: 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 

103 受付番号: 2017-0141-3 （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: 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: 承認 

104 受付番号: 2017-0146-2 （修正申請 B） 

 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: 承認 

105 受付番号: 2017-0158-2 （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: 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: 承認 

106 受付番号: 2017-0190-2 （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: 心肺停止患者における心肺蘇生中の心電図解析アルゴリズムに関する研究 

 判 定: 承認 

107 受付番号: 2017-0218-2 （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: 拡散テンソルトラクトグラフィを用いた脊髄脊椎病変の微細な変化の評価 

 判 定: 承認 

108 受付番号: 2017-0223-2 （修正申請 B） 

 申請者(研究責任者): 菊池 春人（臨床検査医学） 

 課題名: 自己血糖測定装置アキュチェックガイドの測定性能評価 

 判 定: 承認 

109 受付番号: 2017-0049-1 再 2 （新規申請（再審査）） 

 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（事務局確認） 

110 受付番号: 2017-0187-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 湯浅 慎介（内科学（循環器）） 
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 課題名: 心臓核医学検査における機械学習を用いた診断補助システムの構築 

 判 定: 承認 

111 受付番号: 2017-0246-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 目黒 周（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: １型糖尿病における CGM を用いた血糖変動と心拍センサを用いた心拍変動の数理的

解析 

 判 定: 承認 

112 受付番号: 2017-0255-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患の病因、病態解明のための免疫学的、分子生物学的ならびに微生物学

的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

113 受付番号: 2017-0259-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 角田 和之（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 呼気中水蒸気量検出装置を用いた口腔内湿潤度の測定 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

114 受付番号: 2017-0267-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: 後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査 

 判 定: 承認 

115 受付番号: 2017-0292-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（内科学（循環器）） 

 課題名: 急性非代償性心不全患者を対象としたレジストリー研究 

 判 定: 承認 

116 受付番号: 2017-0295-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 単眼視・両眼視における動体視力および夜間視力の比較 

 判 定: 承認 

117 受付番号: 2017-0296-1 再 （新規申請（再審査）） 

 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: シェーグレン症候群の厚生省改訂診断基準（1999 年）とアメリカリウマチ学会（ACR）

-ヨーロッパリウマチ学会（EULAR）分類基準（2016 年）の日本人における比較検証

のための多施設共同研究 

 判 定: 承認 

118 受付番号: 2017-0304-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 林田 哲（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: AQUARIUS 試験：乳がん患者の QOL と症状に関する実態調査 

 判 定: 保留（委員長確認） 

119 受付番号: 2017-0305-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（脳神経外科学） 

 課題名: 多施設共同による慶應悪性脳腫瘍ネットワーク 

 判 定: 承認 

120 受付番号: 2017-0312-1 再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 石井 智弘（小児科学） 

 課題名: 副腎皮質機能低下症における副腎クリーゼ発症の前向き観察研究 

 判 定: 保留（再審査)（次回予備審査から（デザインレビューは不要）） 

121 受付番号: 2017-0369 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 久保田 義顕（解剖学） 
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 課題名: Birt-Hogg-Dubé 症候群が疑われる症例に対する血管・リンパ管関連因子の発現解析

とその病態解明 

 判 定: 保留（再審査） 

122 受付番号: 2017-0371 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 渡邉 航太（整形外科学） 

 課題名: 椎弓根スクリューを用いた脊椎後方固定術症例の診療報酬に関する多施設研究 

 判 定: 保留（再審査） 

123 受付番号: 2017-0375 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 石井 智弘（小児科学） 

 課題名: 日本人軟骨低形成症における遺伝子型と表現型の関連解析 

 判 定: 承認 

124 受付番号: 2017-0376 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: ブレンツキシマブ ベドチン再治療を施行された再発又は難治性の CD30 陽性ホジキ

ンリンパ腫又は未分化大細胞リンパ腫の後方視的調査研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

125 受付番号: 2017-0377 （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: Dried Blood Spot 法を用いた血液採取・保管検体を用いた抗精神病薬の濃度測定の

精度検証：横断研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

126 受付番号: 2017-0378 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: ナルデメジントシル酸塩の処方状況と安全性についての検討 

 判 定: 承認 

127 受付番号: 2017-0379 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 本間 康一郎（救急医学） 

 課題名: 顔面挫創の縫合処置における顔面縫合教育の有効性に関する検討 

 判 定: 承認 

128 受付番号: 2017-0380 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中塚 誠之（放射線科学（診断）） 

 課題名: 画像ガイド下生検の有用性と安全性に関わる研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

129 受付番号: 2017-0381 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 中塚 誠之（放射線科学（診断）） 

 課題名: 画像ガイド下ドレナージ術に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

130 受付番号: 2017-0384 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（医学部予防医療センター） 

 課題名: 脂肪肝と全身動脈硬化度および筋骨格系障害（サルコペニア/骨粗鬆症)との関連、

及びリスク要因（アルコール、喫煙、ピロリ菌感染）に関する検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

131 受付番号: 2017-0385 （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: 院内感染の発生頻度の変化とその因子 

 判 定: 承認 

132 受付番号: 2017-0387 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 
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 課題名: 冠動脈バイパス術における内胸動脈に関する臨床研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

133 受付番号: 2017-0389 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者における善悪判断の心理メカニズムの解明 

 判 定: 保留（再審査） 

134 受付番号: 2017-0392 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小杉 志都子（麻酔学） 

 課題名: 難治性疼痛及び慢性疼痛に対する学際的治療の多面的評価 

 判 定: 保留（再審査)（次回予備審査から（デザインレビューは不要）） 

135 受付番号: 2017-0393 （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: 新規原理を搭載した全自動総合血液分析装置の基本性能評価 

 判 定: 保留（再審査） 

136 受付番号: 2017-0394 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: 遺伝性皮膚疾患の臨床ならびに治療の有効性の評価に関する研究 

 判 定: 保留（再審査)（次回予備審査から（デザインレビューは不要）） 

137 受付番号: 2017-0395 （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: 肝移植時の摘出標本で診断された肝内胆管癌の頻度とレシピエント予後についての

多施設共同研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

138 受付番号: 2017-0402 （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: EUS-FNA による 1型自己免疫性膵炎の病理組織診断についての多施設共同研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

139 受付番号: 2017-0404 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: IgG4 関連眼疾患のレトロスペクティブ調査 

 判 定: 承認 

140 受付番号: 2017-0405 （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: 表面増強ラマンイメージングを利用した乳癌組織診断技術の確立 

 判 定: 保留（再審査） 

141 受付番号: 2017-0406 （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: 乳癌の遺伝子発現解析検査「Curebest® 95GC Breast」の検査結果を用いた乳癌予後

予測法の確立 

 判 定: 承認 

142 受付番号: 2017-0407 （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: カプセル内視鏡向け新画像処理アルゴリズムの性能検証 

 判 定: 保留（再審査） 

143 受付番号: 2017-0408 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 矢澤 真樹（形成外科学） 

 課題名: 創傷における治癒過程の評価方法に関する検討 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

144 受付番号: 2017-0409 （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: 心臓リハビリテーションの実態と効果の検証 

 判 定: 承認 

145 受付番号: 2017-0410 （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: 富巨細胞骨腫瘍の臨床病理学的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

146 受付番号: 2017-0411 （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: 肺 MAC 症の定量的画像評価法を用いた多国間比較解析 

 判 定: 保留（再審査)（次回予備審査から（デザインレビューは不要）） 

147 受付番号: 2017-0413 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 片岡 雅晴（アクテリオン先進肺高血圧治療学寄附講座） 

 課題名: 臨床情報と試料検体を用いた抗癌剤治療による心血管障害発症の病態解明と予後改

善を目的とした観察研究 

 判 定: 保留（再審査） 

148 受付番号: 2017-0414 （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: 治療抵抗性統合失調症における服薬アドヒアランス：前向き観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

149 受付番号: 2017-0417 （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: 深層学習を応用した診断支援システムの評価法開発研究 

 判 定: 保留（副委員長確認） 

 

２. 課題の審議  

三浦委員長より、本日審議される 42 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。 

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。 

 

150 受付番号: 2016-0329-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 全身麻酔における新鮮ガス流量の違いによる炭酸ガス吸収剤の使用量変化の

調査 

 判 定: 保留（再審査） 

151 受付番号: 2017-0403 （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: 経頭蓋電流刺激を用いた半側空間無視のリハビリテーション 

 判 定: 保留（委員長確認） 

152 受付番号: 2017-0390 （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: 全国骨・軟部腫瘍登録 

 判 定: 保留（再審査） 

153 受付番号: 2017-0126-1再2 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 
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 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: 承認 

154 受付番号: 2017-0416 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: におい刺激による認知機能改善効果の検討－無作為化比較対照研究― 

 判 定: 保留（事務局確認） 

155 受付番号: 2017-0307-1再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 白波瀬 丈一郎（精神・神経科学） 

 課題名: マインドフルネスは労働者のwell-beingの改善や労働生産性の向上をもたら

すか？ 

 判 定: 承認 

156 受付番号: 2017-0185-1再2 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 

 判 定: 保留（委員長・副委員長確認） 

157 受付番号: 2017-0382 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 眼内血管新生性疾患および眼内滲出性疾患に対するベバシズマブ（商品名アバ

スチン）注射 

 判 定: 保留（再審査） 

158 受付番号: 2017-0383 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 黄斑下血腫に対するモンテプラーゼ（商品名クリアクター）注射 

 判 定: 保留（再審査） 

159 受付番号: 2017-0398 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 人工知能を応用した耳小骨可動性測定装置の開発 

 判 定: 保留（再審査） 

160 受付番号: 2017-0415 （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: 機能性消化管疾患に関する立位CTの有用性に対する探索的研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

161 受付番号: 2017-0418 （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（副委員長確認） 

162 受付番号: 2017-0401 （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: 軽症膵炎に対して迅速に低脂肪の固形食を開始することの有効性の検討：多施

設ランダム化比較試験 

 判 定: 保留（委員長確認） 

163 受付番号: 2017-0396 （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: 潰瘍性大腸炎関連腫瘍におけるプローブ型共焦点レーザー内視鏡の有用性に

関する２施設共同研究 

 判 定: 保留（再審査） 

164 受付番号: 2017-0167-1再 （新規申請（再審査）） 
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 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学（婦人科）） 

 課題名: 早期子宮体がんの個別化治療に向けたセンチネルリンパ節ナビゲーション手

術の第II相試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

165 受付番号: 2018-0015 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 西原 広史（医学部） 

 課題名: 次世代統合的病理・遺伝子診断システムの開発 

「網羅的遺伝子解析と形態学的病理診断を同時並行して実施し、次世代型の統

合的ながんの診断システムを開発する研究」 

 判 定: 保留（再審査） 

166 受付番号: 2017-0280-1再 （新規申請（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：Wiskott-Aldrich症候群(WA-01) 

 判 定: 保留（再審査） 

167 受付番号: 2017-0370 （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 (DM1-32_再) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

168 受付番号: 2002-1020-19 （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: 承認 

169 受付番号: 2002-2020-19 （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 

 判 定: 承認 

170 受付番号: 2007-0047-17再 （修正申請B（再審査）） 

 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: 承認 

171 受付番号: 2011-0126-4 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）における小児血液腫瘍性疾患

を対象とした前方視的研究 

 判 定: 承認 

172 受付番号: 2011-0133-17再 （修正申請B（再審査）） 

 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 

173 受付番号: 2012-0226-23 （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: 承認 

174 受付番号: 2013-0147-4再 （修正申請B（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 和毅（整形外科学） 

 課題名: 上肢疾患の治療効果が上肢全体の総合的機能に及ぼす影響に関する後ろ向き
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研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

175 受付番号: 2013-0398-6 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 加部 泰明（医化学） 

 課題名: バイオバンクジャパン「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」蓄

積検体を用いた疾患バイオマーカー・シグネチャの探索 

 判 定: 承認 

176 受付番号: 2014-0337-4再2 （修正申請B（再審査）） 

 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: 承認 

177 受付番号: 2014-0401-7 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 日本人における大動脈疾患の解剖学的解析を行う観察研究 

 判 定: 承認 

178 受付番号: 2015-0282-7 （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 

179 受付番号: 2015-0313-3 （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: 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: 保留（委員長確認） 

180 受付番号: 2016-0036-2 （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: 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: 承認 

181 受付番号: 2016-0071-3 （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: A Randomized Open-label Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 

Tacrolimus and Corticosteroids in Comparison with Mycophenolate Mofetil 

and Corticosteroids in Subjects with Class III/IV±V Lupus Nephritis

（ループス腎炎に対するタクロリムスとミコフェノール酸モフェチルの有効

性と安全性に関する研究） 

 判 定: 承認 

182 受付番号: 2016-0216-2再 （修正申請B（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 食後期胃運動調節機構の検討 

 判 定: 承認 

183 受付番号: 2016-0297-6 （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 

184 受付番号: 2016-0391-3 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学（婦人科）） 
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 課題名: BRCA1/2遺伝子バリアントとがん発症・臨床病理学的特徴および発症リスク因

子を明らかにするための卵巣がん未発症を対象としたバイオバンク・コホート

研究 

（JGOG3024） 

 判 定: 承認 

185 受付番号: 2017-0069-2 （修正申請B） 

 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（事務局確認） 

186 受付番号: 2017-0285 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 黒田 達夫（外科学（小児）） 

 課題名: 難治性血管・リンパ管疾患患者の疾患特異的マーカー検索およびシロリムス薬

理作用に関する研究 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

187 受付番号: 2017-0286-1再 （新規申請（再審査）） 

 申請者(研究責任者): 三村 将（精神・神経科学） 

 課題名: 近赤外線スペクトロスコピー(NIRS)で得られた脳活動と臨床評価尺度のデー

タベース構築と多施設による共同運用 

 判 定: 承認 

   

188 受付番号: 2017-0291-2 （修正申請B） 

 申請者(研究責任者): 野田 賀大（睡眠医学研究寄附講座） 

 課題名: 開胸・開腹手術予定患者の末梢血内微量物質の質量分析及び定量脳波解析を応

用した術後せん妄予測因子に関する探索的縦断研究 

 判 定: 承認 

   

189 受付番号: 2017-0388 （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: 会話文に対する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：本試

験 

 判 定: 承認 

   

190 受付番号: 2017-0391 （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: HPLC（高速液体クロマトグラフィー）をもちいた炎症性腸疾患新規バイオマー

カーの開発 

 判 定: 保留（再審査） 

   

191 受付番号: 2017-0399 （新規申請） 

 申請者(研究責任者): 川久保 博文（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道がん内視鏡治療後のヨード不染帯程度別の異時性他臓器がんの発生状況

を調査する多施設共同前向きコホート研究 

 判 定: 承認 

 

以上 

 


