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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 14回） 

 

日  時   2019年 3月 25日（月） 17:00～19:30 

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 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 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 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 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 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））： 

田中、光永、水野、千羽、吉尾、井林、長谷山、小田桐、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】 

１．2019 年 2月 25 日開催 議事録について 

前回倫理委員会議事録（2018 年度第 13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、小崎副委員長、神山委員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



 

 2 

る意見はなかった。 

 

1 受付番号： 2018-0344 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 羽鳥 恵 (眼科学) 

  課題名： 内因性光感受性網膜神経節細胞の遺伝子発現解析 

  判定： 承認   

        

2 受付番号： 2018-0345 (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： 認知機能正常例における(18)F-florbetaben PETと MRI所見、神経心理検査結

果との関連性に関する後方視的研究 

  判定： 承認   

        

3 受付番号： 2018-0346 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 嶋田 博之 (小児科学) 

  課題名： 急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検査の実行可能性を検証するため

の多施設共同前向き観察研究（ALL-18） 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

4 受付番号： 2018-0347 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 林 秀幸 (医学部腫瘍センター) 

  課題名： 76歳以上の切除非適応膵癌患者に対する非手術療法の前向き観察研究 

  判定： 承認   

        

5 受付番号： 2018-0348 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 山岸 敬幸 (小児科学) 

  課題名： 22q11.2 欠失症候群の診療に関する研究 

  判定： 承認   

        

6 受付番号： 2018-0349 (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： 本邦における肝移植後の微小血管障害症(TMA)の全国調査 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

7 受付番号： 2018-0350 (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： 大動脈弁狭窄症患者におけるリハビリテーションに関する研究 

  判定： 承認   

        

8 受付番号： 2018-0351 (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： 炎症性腸疾患に対する通常内視鏡自動診断システムの開発 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

9 受付番号： 2018-0352 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 小坂 威雄 (泌尿器科学) 

  課題名： エキソソームに含まれるマイクロ RNA 解析による泌尿器がんバイオマーカー
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の検討 

  判定： 承認   

        

10 受付番号： 2018-0353 (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： スポーツ競技者における自閉症スペクトラム障害罹患率に関する調査研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

11 受付番号： 2018-0354 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 水野 隆一 (泌尿器科学) 

  課題名： 尿路上皮癌患者を対象とした血中バイオマーカーの検討 

  判定： 承認   

        

12 受付番号： 2018-0355 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 水野 隆一 (泌尿器科学) 

  課題名： 手術摘除が施行された尿路上皮癌患者の予後/薬剤耐性マーカーに関する研究 

  判定： 承認   

        

13 受付番号： 2018-0356 (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： 内分泌療法を受けている乳がんサバイバーの症状と就労継続に関する研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

14 受付番号： 2018-0357 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 名倉 武雄 (整形外科学) 

  課題名： ボランティアによる、無侵襲で得られるデータと血液/画像データの関係性を

調査する研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

15 受付番号： 2018-0359 (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： 人工知能（AI)による診療記録の自動音声書面記録法の開発 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

16 受付番号： 2018-0362 (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： 便秘治療の後ろ向き研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

17 受付番号： 2018-0363 (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： 日本人関節リウマチ患者における Methotrexateの薬物動態に関する研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

18 受付番号： 2018-0364 (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： 免疫炎症性難病の新規医薬品開発を目指した探索研究 
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  判定： 保留（委員長確認） 

        

19 受付番号： 2018-0365 (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： 慢性期脳卒中片麻痺患者における歩行の滑らかさについて−角躍度を用いた検

討− 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

20 受付番号： 2018-0366 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 三村 将 (精神・神経科学) 

  課題名： 漢方自動問診システムに搭載するための皮膚掻痒感に関連する評価票の応答

性の調査を目的とした前向き観察研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

21 受付番号： 2018-0367 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 黒田 達夫 (外科学（小児）) 

  課題名： 小腸移植拒絶反応の早期診断を目的としたドナー由来 DNA 断片の測定と拒絶

反応の相関の解析 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

22 受付番号： 2018-0369 (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： 大人の喘息（成人気管支喘息）に関する食生活調査研究 

  判定： 保留（再審査） 

        

23 受付番号： 2018-0370 (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： 健診所見と国民健康保険医療費データの縦断解析による保健事業の評価に関

する研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

24 受付番号： 2018-0162-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 根岸 一乃 (眼科学) 

  課題名： 白内障手術症例のデータベース作成 

  判定： 承認   

        

25 受付番号： 2018-0180-1再 2 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 佐々木 淳一 (救急医学) 

  課題名： 大腿骨近位部骨折に対する早期手術の有用性の検討 

  判定： 承認   

        

26 受付番号： 2018-0181-1再 2 (再審査（新）) 

  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： 80 歳以上のバイオマーカー陰性進行非小細胞肺癌に対する抗がん剤治療の有

効性についての後方視的検討 

  判定： 保留（委員長確認） 
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27 受付番号： 2018-0223-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 黒田 達夫 (外科学（小児）) 

  課題名： 在宅中心静脈カテーテルの清潔管理の実態に関する研究 

  判定： 承認   

        

28 受付番号： 2018-0230-1再 2 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 石井 智弘 (小児科学) 

  課題名： 性分化疾患の診療実態調査と診療指針・ガイドラインの作成 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

29 受付番号： 2018-0267-1再 (再審査（新）) 

  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： 承認   

        

30 受付番号： 2018-0285-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 高月 誠司 (内科学（循環器）) 

  課題名： 新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査 

- New Japan Cardiac Device Treatment Registry（New JCDTR）- 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

30 受付番号： 2018-0294-1再 (再審査（新）) 

  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： 陸上選手におけるサプリメント使用状況 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

32 受付番号： 2018-0305-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 深田 淳一 (放射線科学（治療）) 

  課題名： 脳脊髄腫瘍に対する高精度放射線治療の検証及び治療成績に関する後ろ向き

観察研究 

  判定： 承認   

        

33 受付番号： 2013-0458-4再 (再審査（A）) 

  申請者(研究責任者): 森崎 浩 (麻酔学) 

  課題名： 日本集中治療医学会主催の ICU入室患者登録システム事業への参画 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

34 受付番号： 2016-0365-3再 (再審査（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   

        

25 受付番号： 2003-0057-17 (修正申請 A) 

  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： 承認   
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36 受付番号： 2008-0187-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 莇生田 整治 (歯科・口腔外科学) 

  課題名： 上皮間葉転換および幹細胞関連分子発現プロファイルに基づく口腔扁平上皮

癌の新たな分類 

  判定： 承認   

        

37 受付番号： 2009-0052-18 (修正申請 A) 

  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： 承認   

        

38 受付番号： 2009-0087-5 (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（副委員長確認） 

        

39 受付番号： 2011-0015-7 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 結城 賢弥 (眼科学) 

  課題名： 瞳孔測定器 RAPiD を用いた緑内障スクリーニングに関する研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

40 受付番号： 2011-0129-5 (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： 保留（委員長確認） 

        

41 受付番号： 2011-0159-21 (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： 保留（事務局確認） 

        

42 受付番号： 2012-0196-6 (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： 急性生体侵襲下の末梢血等における細胞・蛋白質反応の研究 

  判定： 承認   

        

43 受付番号： 2013-0040-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 鈴木 秀和 (医学教育統轄センター) 

  課題名： ヘリコバクター・ピロリ陽性ディスペプシア患者の菌株由来原因因子の探索 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

44 受付番号： 2013-0128-7 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 結城 賢弥 (眼科学) 

  課題名： 緑内障手術の予後不良因子に関する後向き研究 

  判定： 承認   
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45 受付番号： 2013-0368-6 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 結城 賢弥 (眼科学) 

  課題名： 緑内障における再現性と進行検出能力に関するスペクトラルドメイン OCT と

視野検査の比較 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

46 受付番号： 2013-0383-6 (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： 難治性腸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   

        

47 受付番号： 2013-0457-12 (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： 承認   

        

48 受付番号： 2014-0023-6 (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： 心血管疾患と自律神経活動の関連 

  判定： 承認   

        

49 受付番号： 2014-0110-7 (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： 75 歳以上の高齢者悪性神経膠腫患者に対するテモゾロミド・アバスチン併用

療法の安全性・有効性の検討（第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験） 

  判定： 承認   

        

50 受付番号： 2014-0447-4 (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： 保留（委員長確認） 

        

51 受付番号： 2015-0007-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 尾原 秀明 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 膝窩動脈捕捉症候群の診断、治療、管理を解析する多施設観察研究 

  判定： 承認   

        

52 受付番号： 2015-0040-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 柴田 護 (内科学（神経）) 

  課題名： Parkinson 病患者における黒質・腸管副交感神経系・皮膚感覚神経における

TRPV1の発現-Lewy小体病理との関連性について 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

53 受付番号： 2015-0053-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 水野 隆一 (泌尿器科学) 

  課題名： ヨウ素 125密封小線源治療後の排尿障害に対する薬物療法の効果の比較 
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  判定： 承認   

        

54 受付番号： 2015-0071-5 (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   

        

55 受付番号： 2015-0127-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 名倉 武雄 (整形外科学) 

  課題名： CTを用いた下肢帯運動解析 

  判定： 承認   

        

56 受付番号： 2015-0128-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 名倉 武雄 (整形外科学) 

  課題名： CTを用いた上肢帯運動解析 

  判定： 承認   

        

57 受付番号： 2015-0129-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 名倉 武雄 (整形外科学) 

  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： 承認   

        

58 受付番号： 2015-0230-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 今西 宣晶 (解剖学) 

  課題名： 「人体(献体)の血管（リンパ管を含む）を対象とする光超音波による 3次元構

造可視化並びに光音響特性測定に関する研究」 

  判定： 保留（再審査） 

        

59 受付番号： 2015-0284-4 (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： 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   

        

60 受付番号： 2015-0320-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 名倉 武雄 (整形外科学) 

  課題名： 変形性膝関節症患者の日常生活動作と軟骨変性に関する研究 

  判定： 承認   

        

61 受付番号： 2015-0321-5 (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： 超高速撮像法を使ったダイナミックスタディの有用性の検討 

  判定： 承認   

        

62 受付番号： 2015-0326-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 齋藤 昌孝 (皮膚科学) 

  課題名： 爪疾患の病状ならびに治療の有効性の評価に関する研究 

  判定： 承認   
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63 受付番号： 2015-0379-4 (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： 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   

        

64 受付番号： 2015-0460-5 (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   

        

65 受付番号： 2016-0015-4 (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（委員長確認） 

        

66 受付番号： 2016-0058-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 金井 弥栄 (病理学) 

  課題名： エピゲノム解析を主体とする多層的オミックス解析により、婦人科腫瘍の本態

解明とバイオマーカー候補・創薬標的候補の同定を目指す研究 

  判定： 承認   

        

67 受付番号： 2016-0084-4 (修正申請 A) 

  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   

        

68 受付番号： 2016-0114-8 (修正申請 A) 

  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   

        

69 受付番号： 2016-0142-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 根岸 一乃 (眼科学) 

  課題名： Japan eye model作成に向けた多施設研究 

  判定： 承認   

        

70 受付番号： 2016-0152-3 (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： 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： 承認   

        

71 受付番号： 2016-0191-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (皮膚科学) 
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  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   

        

72 受付番号： 2016-0225-8 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (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： 承認   

        

73 受付番号： 2016-0263-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 芝田 晋介 (電子顕微鏡研究室) 

  課題名： がんによる神経障害の病態生理の解析とそれに基づく新たな疼痛治療薬の探

索 

  判定： 承認   

        

74 受付番号： 2016-0338-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 藤田 眞幸 (法医学) 

  課題名： 墜落・転落死における転落の高さ推定に関する客観的指標の確立 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

75 受付番号： 2016-0344-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 中川 種昭 (歯科・口腔外科学) 

  課題名： 唾液および歯肉溝滲出液から採取した歯周病原細菌の比較 

  判定： 承認   

        

76 受付番号： 2016-0377-7 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (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   

        

77 受付番号： 2016-0388-3 (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   

        

78 受付番号： 2016-0401-3 (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： 音声認識ソフトを用いた構音障害評価-妥当性の検討- 

  判定： 承認   

        

79 受付番号： 2017-0016-3 (修正申請 A) 

  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： 承認   

        

80 受付番号： 2017-0136-4 (修正申請 A) 
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  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (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、スマートフォン等の携帯端末への組み込みプログラムの有用性評価研

究 

  判定： 承認   

        

81 受付番号： 2017-0140-2 (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： 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： 承認   

        

82 受付番号： 2017-0157-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 河野 隆志 (重症心不全治療学寄附講座) 

  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： 承認   

        

83 受付番号： 2017-0229-3 (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： AMED医療研究開発「SPECT-CTフュージョンアプリケーションの開発・事業化」

に関わる既存の SPECT/CTデータ利用 

  判定： 承認   

        

84 受付番号： 2017-0257-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 吉田 理 (医学部血液浄化・透析センター) 

  課題名： 血漿交換療法の治療効率に与える要因に関する研究 

  判定： 承認   

        

85 受付番号： 2017-0270-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 原藤 健吾 (整形外科学) 

  課題名： 変形性関節症の身体活動量に影響する因子の解析 

  判定： 承認   

        

86 受付番号： 2017-0342-3 (修正申請 A) 

  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： JCOG1604：臨床病期 IA 食道癌の深達度診断における超音波内視鏡の有用性に

関する非ランダム化検証的試験 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

87 受付番号： 2017-0354-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 尾原 秀明 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 手術部位感染に対するオラネキシジングルコン酸塩消毒薬 vs ポビドンヨード

消毒薬のランダム化有用性比較試験 

  判定： 承認   

        

 

88 受付番号： 2017-0389-2 (修正申請 A) 
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  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： 承認   

        

89 受付番号： 2018-0052-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 關 守信 (内科学（神経）) 

  課題名： パーキンソン病とその類縁疾患における多彩な症状の包括的把握とそれに基

づく臨床研究 

  判定： 承認   

        

90 受付番号： 2018-0065-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 吉田 理 (医学部血液浄化・透析センター) 

  課題名： リン吸着薬の血清リン値低下効果に対する胃酸分泌抑制薬の影響 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

91 受付番号： 2018-0091-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 望月 眞弓 (薬剤部) 

  課題名： 医薬品適正使用モニタリングシステムの構築 

  判定： 承認   

        

92 受付番号： 2018-0116-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 林田 哲 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 高度催吐性抗癌剤による悪心嘔吐に対するオランザピンとアプレピタントの

無作為化比較第 III相試験 

  判定： 承認   

        

93 受付番号： 2018-0233-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (皮膚科学) 

  課題名： 炎症性皮膚疾患における末梢神経の機能的意義を解明するための末梢神経

single cell RNA sequence 解析研究 

  判定： 承認   

        

94 受付番号： 2018-0238-2 (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： 前立腺癌骨転移症例における広範囲拡散強調画像を用いた早期治療効果判定・

予後予測に関する研究 

  判定： 承認   

        

95 受付番号： 2018-0263-2 (修正申請 A) 

  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（委員長確認） 

        

96 受付番号： 2018-0272-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 本田 賢也 (微生物学･免疫学) 

  課題名： 消化管免疫機構に関与する腸内細菌叢探索のための外科サンプルを用いた研

究 
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  判定： 承認   

        

97 受付番号： 2004-0034-7 (修正申請 B) 

  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： 承認   

        

98 受付番号： 2008-0016-41 (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： 承認   

        

99 受付番号： 2008-0131-13 (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： 保留（再審査） 

        

100 受付番号： 2011-0267-11 (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： 承認   

        

101 受付番号： 2012-0226-28 (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   

        

102 受付番号： 2013-0384-15 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (皮膚科学) 

  課題名： ヒト皮膚微生物叢の網羅的解析 

  判定： 承認   

        

103 受付番号： 2013-0424-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 水野 隆一 (泌尿器科学) 

  課題名： 腎細胞癌に対して腎摘除術が施行された患者の予後/薬剤耐性マーカーに関す

る研究 

  判定： 承認   

        

104 受付番号： 2013-0425-5 (修正申請 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（委員長確認） 

      

 

  

105 受付番号： 2014-0237-2 (修正申請 B) 



 

 14 

  申請者(研究責任者): 藤田 眞幸 (法医学) 

  課題名： 東南アジアにおける原因不明の若年性突然死における脂質代謝異常・心臓疾患

等に関係する生化学的検査データおよび遺伝子の解析 

  判定： 承認   

        

106 受付番号： 2014-0266-4 (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： 頭部外傷救急患者の治療内容に関する検討 

  判定： 承認   

        

107 受付番号： 2014-0271-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 中川 敦夫 (医学部臨床研究推進センター) 

  課題名： うつ病の転帰に関する検討：病院コホート研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

108 受付番号： 2014-0365-3 (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： 慶應義塾大学関連病院間精度管理調査用試料作成 

  判定： 承認   

        

109 受付番号： 2015-0137-3 (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： 承認   

        

110 受付番号： 2016-0092-3 (修正申請 B) 

  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） 

        

111 受付番号： 2016-0178-3 (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： 口腔がんの顎骨浸潤に対する 3D SPECT/CT の術前画像診断精度の検証 

  判定： 承認   

        

112 受付番号： 2016-0188-6 (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： 保留（委員長確認） 

        

113 受付番号： 2016-0403-5 (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： 保留（事務局確認） 
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114 受付番号： 2017-0010-5 (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   

        

115 受付番号： 2017-0039-2 (修正申請 B) 

  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   

        

116 受付番号： 2017-0041-2 (修正申請 B) 

  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（委員長確認） 

        

117 受付番号： 2017-0043-5 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 山岸 敬幸 (小児科学) 

  課題名： 遺伝性心血管疾患に関連する遺伝子変異解析研究 

  判定： 承認   

        

118 受付番号： 2017-0106-3 (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： 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： 保留（委員長確認） 

        

119 受付番号： 2017-0170-4 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗 (坂口光洋記念講座（オルガノイド医学）) 

  課題名： ヒト腫瘍試料の収集・分譲とゲノム情報を利用した研究 

  判定： 承認   

        

120 受付番号： 2017-0203-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 河野 隆志 (重症心不全治療学寄附講座) 

  課題名： 循環器疾患患者に関する緩和ケアの質評価研究 

(Quality of Palliative care in Heart disease QPH) 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

121 受付番号： 2017-0213-4 (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） 

        

122 受付番号： 2017-0347-3 (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： 進行・再発固形がん患者を対象とした RK-163 パルスヒト自家 CD14 陽性細胞

(RK-CD14MO)の第 I相臨床試験の付随観察研究 

  判定： 承認   



 

 16 

        

123 受付番号： 2017-0369-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 久保田 義顕 (解剖学) 

  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： 承認   

        

124 受付番号： 2018-0025-2 (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： 肝細胞癌に対する新規の血液腫瘍マーカーの開発試験（予後解析） 

  判定： 承認   

        

125 受付番号： 2018-0083-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 關 守信 (内科学（神経）) 

  課題名： パーキンソン病およびその類縁疾患の神経画像バイオマーカーの樹立 

  判定： 承認   

        

126 受付番号： 2018-0165-2 (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： MIRAGE 症候群の前方視的サーベイランス研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

127 受付番号： 2018-0185-2 (修正申請 B) 

  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： 保留（委員長確認） 

        

128 受付番号： 2018-0248-2 (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： 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： 保留（委員長確認） 

        

129 受付番号： 2018-0282-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 小澤 洋子 (眼科学) 

  課題名： 眼科領域の多因子疾患に関する遺伝子研究 

  判定： 承認   

 

２. 課題の審議について 

三浦委員長より、本日審議される 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

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。 

 

130 受付番号： 2013-0201-3再 (再審査（修正 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 



 

 17 

  判定： 承認   

        

131 受付番号： 2018-0302-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘 (放射線科学（診断）) 

  課題名： 呼吸器外科疾患における立位 CTの有用性に関する研究 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

132 受付番号： 2018-0254-1再 (再審査（新規）) 

  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（委員長確認） 

        

133 受付番号： 2018-0291-1再 (再審査（新規）) 

  申請者(研究責任者): 浜本 康夫 (医学部腫瘍センター) 

  課題名： 「irAE 大腸炎と潰瘍性大腸炎の相同性・相違性」に関する研究 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

134 受付番号： 2018-0360 (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： 脳卒中片麻痺者に対する自動介助運動による機能改善効果の検討 

  判定： 保留（再審査） 

        

135 受付番号： 2018-0358 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 黒田 達夫 (外科学（小児）) 

  課題名： カテーテル関連血流感染症に対する治療的エタノールロック療法の検討 

(Keio-ELT2) 

  判定： 保留（再審査） 

        

136 受付番号： 2013-0380-5 (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： 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： 承認   

        

137 受付番号： 2016-0089-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (皮膚科学) 

  課題名： ヒト皮膚微生物叢の網羅的解析（採取前事前介入あり） 

  判定： 承認   

        

138 受付番号： 2017-0152-5 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 野田 賀大 (精神・神経科学) 

  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： 承認   

        

139 受付番号： 2018-0146-2 (修正申請 B) 
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  申請者(研究責任者): 北郷 実 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 切除可能境界浸潤性膵管癌症例に対する導入化学療法および放射線化学療法

の有効性の検討 –第 II相試験- 

  判定： 承認   

        

140 受付番号： 2018-0210-2 (修正申請 B) 

  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： 承認   

 

以上 


	（2018年度　第14回）

