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慶應義塾大学医学部倫理委員会 議事録（概要） 

（2018年度 第 10回） 

 

日  時   2018年 12 月 25 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 岡村 智教 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 欠 

委員 神山 圭介 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 菱田 智之 男 内 自然科学の有識者 出 

委員 中川 敦夫 男 内 自然科学の有識者 出 

委員 竹下 啓 男 外 自然科学の有識者 出 

委員 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 欠 

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 欠 

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））： 

松田、田中、倉田、光永、千羽、吉尾、小田桐、井林、長谷山、青木 

 

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】 

１．2018 年 11月 26 日開催 議事録について 

前回倫理委員会議事録（2018 年度第 9回）（案）の確認がなされ承認された。 

 

【審議事項】 

１. 迅速審査について 

以下の申請課題については、迅速審査が可能な課題と判断されたことから、三浦委員長および岡村

副委員長が迅速審査を実施し、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。 

これらの課題に関する迅速審査の実施およびその結果について、委員より異議や通常審査を求め

る意見はなかった。 
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1 受付番号： 2018-0227 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 中原 仁 (内科学（神経）) 

  課題名： 中枢神経脱髄疾患の自己抗体に関する研究 

  判定： 保留（再審査） 

        

2 受付番号： 2018-0235 (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： 日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会生殖補助医療（ART）登録

事業及び登録情報に基づく研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

3 受付番号： 2018-0236 (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： 生殖補助医療における単一胚移植後の品胎以上の一卵性多胎の発生要因と妊娠

予後の実態調査研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

4 受付番号： 2018-0244 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 秋山 武紀 (脳神経外科学) 

  課題名： 急性期虚血性脳卒中の再開通療法における施設間医療連携に関する調査研究

（Part 1.Drip & Ship法に関する調査研究）（Part 2. MT に関する調査研究）  

  判定： 保留（再審査） 

        

5 受付番号： 2018-0245 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 舩越 建 (皮膚科学) 

  課題名： JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 

  判定： 承認   

        

6 受付番号： 2018-0246 (新規申請) 

  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： 血液疾患の病態と活性化血小板の関連の解析 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

7 受付番号： 2018-0247 (新規申請) 

  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： 血管炎の病態解明と診断技術・治療手段の開発 

  判定： 保留（再審査） 

        

8 受付番号： 2018-0248 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 中村 雅也 (整形外科学) 

  課題名： 臨床研究で実施する混合リンパ球反応試験の対照血液の採取 

  判定： 承認   

        

9 受付番号： 2018-0249 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 小澤 宏之 (耳鼻咽喉科学) 

  課題名： 頭頸部癌に対するニボルマブ適正使用のためのバイオマーカーの創出に関する

多施設共同研究 
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  判定： 保留（委員長確認） 

        

10 受付番号： 2018-0251 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 根岸 一乃 (眼科学) 

  課題名： 円錐角膜の進行に関わる因子の検討 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

11 受付番号： 2018-0252 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 篠島 利明 (泌尿器科学) 

  課題名： 抗血栓療法が施行されている患者における接触式レーザー前立腺蒸散術(CVP)

の術後出血関連合併症に関する調査研究 

  判定： 承認   

        

12 受付番号： 2018-0253 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 森 正明 (保健管理センター) 

  課題名： 慶應義塾一貫教育校の健康診断データを用いた高校生の血液検査基準範囲作成

のための横断研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

13 受付番号： 2018-0255 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 花岡 洋成 (内科学（リウマチ・膠原病）) 

  課題名： 再発性多発軟骨炎の診断と治療体系の確立に関する研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

14 受付番号： 2018-0257 (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： リアルタイムノイズフィルタリングシステムを伴う単極脳波計測手法によるせ

ん妄診断：予備的調査 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

15 受付番号： 2018-0259 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 望月 眞弓 (薬剤部) 

  課題名： 肝移植患者におけるシクロスポリン血中濃度と胆汁量との関係に関する研究 

  判定： 承認   

        

16 受付番号： 2018-0260 (新規申請) 

  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： 全身性エリテマトーデスの遺伝学的研究（Systemic Lupus Erythematosus 

Genetic Study） 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

17 受付番号： 2018-0261 (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症に関連する血中ホルモンに関する研究 

  判定： 承認   
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18 受付番号： 2018-0262 (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 ELITe InGenius による抗菌薬耐性遺伝子、クロスト

リジウムディフィシル病原遺伝子検出の臨床性能評価へ向けた残余検体を用い

たパイロットスタディ 

  判定： 承認   

        

19 受付番号： 2018-0263 (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： 脊椎関節炎の末梢性病変についての研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

20 受付番号： 2018-0264 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 根岸 一乃 (眼科学) 

  課題名： Clareon®非球面疎水性アクリル眼内レンズの術後屈折安定性評価 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

21 受付番号： 2018-0266 (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： 新規慢性便秘症治療薬が慢性肝疾患に与える影響の検討 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

22 受付番号： 2018-0267 (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： 高速法を用いた心臓 MRI検査の有用性の検証 

  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）） 

        

23 受付番号： 2018-0271 (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の超低線量化による人工知能の病変診断能への影響の検討 

  判定： 保留（委員長・副委員長確認） 

        

24 受付番号： 2018-0275 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 村松 博 (薬剤部) 

  課題名： デノスマブ投与中の腎機能低下患者におけるカルシウム製剤及びビタミン D 製

剤の最適投与量及び低カルシウム血症の発現危険因子に関する検討 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

25 受付番号： 2018-0276 (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： 抗菌薬適正使用ならびに手指衛生と耐性菌発生の関連性に関する検討 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

26 受付番号： 2018-5004 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 朴 成和 (消化管内科) 

  課題名： 5-FU静注投与における個体間変動に関する研究 

  判定： 承認   
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27 受付番号： 2018-0095-1再 2 (再審査（新規）) 

  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： 遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の患者層別化と個別化医療基盤の確

立 

  判定： 保留（再審査） 

        

28 受付番号： 2018-0166-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 川久保 博文 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 胃上部癌、食道胃接合部癌に対する術後 QOL 向上に寄与する胃切除術式、再建

法に関する研究 

  判定： 承認   

        

29 受付番号： 2018-0171-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 菊地 栄次 (泌尿器科学) 

  課題名： 転移性および術後再発性浸潤性尿路上皮癌患者の予後解析(多施設後方視的観

察研究) 

  判定： 承認   

        

30 受付番号： 2018-0185-1再 (再審査（新規）) 

  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： 日本人における軟部肉腫に対するトラベクテジンの有効性と安全性 

【骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 : JMOG043】 

  判定： 承認   

        

30 受付番号： 2018-0190-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 湯浅 慎介 (内科学（循環器）) 

  課題名： 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI、J-EVT/SHD）を用い

た日本心血管インターベンション治療学会内登録データの統合的解析 

  判定： 承認   

        

32 受付番号： 2018-0192-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 青木 大輔 (産婦人科学（婦人科）) 

  課題名： 本邦における若年子宮体がん妊孕性温存治療についての調査研究 

  判定： 承認   

        

33 受付番号： 2018-0198-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 秋山 武紀 (脳神経外科学) 

  課題名： シャント疾患(dAVF、AVM)の診断における silent MRA、TOF MRA、DSA、CT-DSAの

診断能の比較に関する研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

34 受付番号： 2018-0203-1再 (再審査（新規）) 

  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： ヒト投与可能な細胞加工物等の原材料としてのヒト脂肪組織の利用における共

同研究 

  判定： 承認   
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25 受付番号： 2018-0208-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 尾島 英知 (病理学) 

  課題名： 胆道がん patient derived xenografts（PDX）検体を用いたオルガノイド培養方

法および治療評価系確立に関する検討 

  判定： 承認   

        

36 受付番号： 2018-0215-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 大喜多 肇 (病理学) 

  課題名： 小児血液・腫瘍疾患の発症と治療経過に関する体細胞系列および生殖細胞系列

の遺伝子変異の検出 

  判定： 承認   

        

37 受付番号： 2012-0395-7再 2 (再審査（修正 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   

        

38 受付番号： 2013-0425-4再 (再審査（修正 B）) 

  申請者(研究責任者): 水野 隆一 (泌尿器科学) 

  課題名： 分子標的治療が施行された転移/再発性腎細胞がん患者の予後解析(多施設後方

視的観察研究) 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

39 受付番号： 2015-0429-5再 (再審査（修正 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   

        

40 受付番号： 2016-0191-4再 (再審査（修正 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： 保留（委員長確認） 

        

41 受付番号： 2017-0260-2再 (再審査（修正 B）) 

  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： 画像集積を加えた“Enhanced-JED” 研究 

  判定： 承認   

        

42 受付番号： 2017-0416-3再 (再審査（修正 B）) 

  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： 承認   
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43 受付番号： 2008-0092-10 (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   

        

44 受付番号： 2011-0267-10 (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： 肺非結核性抗酸菌症ならびに気管支拡張症に関する観察研究（多施設共同研究） 

  判定： 承認   

        

45 受付番号： 2012-0227-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 香坂 俊 (内科学（循環器）) 

  課題名： 心臓超音波技術を用いた心機能指標と心疾患の関連についての検討 

  判定： 承認   

        

46 受付番号： 2015-0233-2 (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： 甲状腺組織細胞の培養方法の確立 

  判定： 承認   

        

47 受付番号： 2015-0470-6 (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： 承認   

        

48 受付番号： 2016-0074-3 (修正申請 A) 

  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   

        

49 受付番号： 2016-0251-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 伊澤 良兼 (内科学（神経）) 

  課題名： 脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の

実態と安全性の解明 

The Bleeding with Antithrombotic Therapy Study 2（略称 BAT2） 

  判定： 承認   

        

50 受付番号： 2017-0329-2 (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： 人工知能を用いた内視鏡画像の言語化研究 

  判定： 承認   

        

51 受付番号： 2018-0117-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 田渕 肇 (精神・神経科学) 

  課題名： 音声病態分析技術による認知症の鑑別アルゴリズム構築のための探索的研究 

  判定： 承認   
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52 受付番号： 2008-0131-12 (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の臨床データベース研究 

  判定： 承認   

        

53 受付番号： 2011-0133-21 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 高橋 勇人 (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   

        

54 受付番号： 2012-0226-27 (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   

        

55 受付番号： 2013-0021-6 (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（委員長確認） 

        

56 受付番号： 2013-0023-8 (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（委員長確認） 

        

57 受付番号： 2014-0203-7 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 片岡 雅晴 (内科学（循環器）) 

  課題名： 臨床情報と検体試料の共有体制を通じての肺高血圧症の病態解明と予後改善を

目的とした多施設共同研究 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

58 受付番号： 2015-0039-3 (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： 上部消化管腫瘍治療後の追跡調査 

  判定： 承認   

        

59 受付番号： 2015-0075-11 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 本田 賢也 (微生物学･免疫学) 

  課題名： 免疫系に影響を与えるヒト粘膜常在細菌の探索 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

60 受付番号： 2015-0247-7 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 金井 隆典 (内科学（消化器）) 

  課題名： 炎症性腸疾患の臨床試料解析に基づく創薬標的探索に関する研究 

  判定： 承認   
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61 受付番号： 2016-0168-4 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 久保田 義顕 (解剖学) 

  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   

        

62 受付番号： 2016-0340-6 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 長沼 誠 (内科学（消化器）) 

  課題名： 炎症性腸疾患薬の前向きコホート研究 

  判定： 承認   

        

63 受付番号： 2016-0457-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 栗原 俊英 (眼科学) 

  課題名： 東京都内小学校・幼稚園における近視進行に関係する様々な因子の検討 

  判定： 承認   

        

64 受付番号： 2017-0027-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 高橋 孝雄 (小児科学) 

  課題名： 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   

        

65 受付番号： 2017-0213-3 (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： 心血管疾患の包括的遺伝子診断システムの構築研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

66 受付番号： 2017-0216-2 (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： 我が国の若年全身性エリテマトーデス患者の現状と妊娠転帰を含む長･短期予

後に関する前向きコホート研究 

  判定： 承認   

        

67 受付番号： 2017-0312-2 (修正申請 B) 

  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： 承認   

        

68 受付番号： 2017-0346-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 浜本 康夫 (医学部腫瘍センター) 

  課題名： 結腸・直腸癌を含む消化器・腹部悪性腫瘍患者を対象としたリキッドバイオプシ

ーに関する研究 ー GI-screen 付随研究 

GOZILA Study：Guardant Originates in ZIpangu Liquid biopsy Arrival 

  判定： 承認   
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69 受付番号： 2017-0353-2 (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： 内視鏡治療後胃癌センチネルリンパ節マッピングに関する多施設後ろ向き解析 

  判定： 承認   

        

70 受付番号： 2018-0042-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 大家 基嗣 (泌尿器科学) 

  課題名： 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観察研究 

  判定： 承認   

        

71 受付番号： 2018-0045-5 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 渡邉 航太 (整形外科学) 

  課題名： 頚椎脊髄症の手術治療成績に対する前向き多施設研究 

  判定： 承認   

        

72 受付番号： 2018-0051-4 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 石井 誠 (内科学（呼吸器）) 

  課題名： ヒト肺組織を用いた炎症性肺疾患の検討 

  判定： 承認   

        

73 受付番号： 2018-0136-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 佐藤 和毅 (整形外科学) 

  課題名： 整形外科疾患における血流スコープを用いた血流評価に関する研究 

  判定： 保留（副委員長確認） 

 

２. 課題の審議について 

三浦委員長より、本日審議される 16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。 

 

74 受付番号： 2018-0218 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 海老原 全 (皮膚科学) 

  課題名： 生体信号計測用皮膚装着型デバイスを用いた皮膚特性・皮膚状態の評価研究 

  判定： 保留（再審査） 

        

75 受付番号： 2018-0254 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 森 毅彦 (内科学（血液）) 

  課題名： HBV既往感染歴を有する同種造血細胞移植レシピエントに対する、HBワクチ

ンによる HBV 再活性化予防法のランダム化検証的試験 

  判定： 保留（再審査） 

        

76 受付番号： 2018-0210-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 山縣 文 (精神・神経科学) 

  課題名： 精神疾患への近赤外線スペクトロスコピーを用いたニューロフィードバック

の有効性 

  判定： 保留（委員長確認） 
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77 受付番号： 2018-0144-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 菊池 春人 (臨床検査科) 

  課題名： プレアナリシスにおける臨床検査のピットフォール 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

78 受付番号： 2018-0256 (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： 呼気 CO2 濃度測定および患者覚醒度測定を併用した経口挿入による侵襲的消

化管内視鏡における呼吸器合併症のリスク因子の探索的検討 

  判定： 保留（再審査） 

        

79 受付番号： 2018-0269 (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： 外来 AI 問診システムの有用性検討および発展のための臨床研究 

  判定： 保留（再審査） 

        

80 受付番号： 2018-0270 (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： Grade Ⅱ の髄膜腫に対する肉眼的全摘出後の経過観察と放射線治療を比較す

る第Ⅲ相試験 

  判定： 保留（再審査） 

        

81 受付番号： 2018-0274 (新規申請) 

  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が、デスフルランと炭酸ガス吸収剤コ

ストに及ぼす影響についての研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

82 受付番号： 2018-0219-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 宮田 裕章 (医療政策・管理学) 

  課題名： 老人保健施設に入所する要介護者の退所後も含めたサービスと容態像とその

変化についての観察研究 

  判定： 却下   

        

83 受付番号： 2016-0192-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 森 毅彦 (内科学（血液）) 

  課題名： NR4A1の一塩基多型と造血幹細胞移植後 GvHD の関連性に関する臨床研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

84 受付番号： 2018-0250 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 八木 満 (整形外科学) 

  課題名： TIME-SLIP MRIを用いた側彎症患者の脳脊髄液動態の評価 

  判定： 保留（副委員長確認） 
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85 受付番号： 2012-0180-19 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (皮膚科学) 

  課題名： 患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患発症機序の解明 

  判定： 承認   

        

86 受付番号： 2016-0131-13 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 海老原 全 (皮膚科学) 

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

  判定： 保留（委員長確認） 

        

87 受付番号： 2016-0387-4 (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   

        

88 受付番号： 2016-0420-3 (修正申請 B) 

  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： 承認   

        

89 受付番号： 2017-0019-5 (修正申請 B) 

  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   

 

以上 


	（2018年度　第10回）

