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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 1回） 

 

日  時   2019年 4月 22日（月） 17:00～19:40 

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 岡村 智教 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 中川 敦夫 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 菱田 智之 男 内 自然科学の有識者 出 

委員 奥田 茂男 男 内 自然科学の有識者 出 

委員 伊東 大介 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 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  オブザーバー： 

中谷 英章[予備審査委員長]、青森 泰子[臨床研究推進センター] 

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、長谷山、小田桐、石倉、春永、中山 

 

議 事： 

岡村委員長より、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。 

 また、4 月より倫理委員会の委員体制が変更になり、新メンバーである岡村委員長、中川副委員

長、伊東委員、奥田委員より就任のご挨拶があった。 

 

【承認事項】 

１．2019 年 3月 25 日開催 議事録について 

倫理委員会議事録（2018年度第 14回）（案）の確認がなされ承認された。 

 

２．2019 年 3月 27 日臨時開催 議事録について 

倫理委員会議事録（2018年度第 15回）（案）の確認がなされ承認された。 
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【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、岡村委員長および中川

副委員長、小崎副委員長、神山委員が迅速審査を実施し、岡村委員長より、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。 

 

1 受付番号： 2019-0001 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 藤澤 大介 (医学部) 

  課題名： 病院における転倒・転落の背景因子に関する研究 

  判定： 承認   

        

2 受付番号： 2019-0003 (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： HOPES010「骨巨細胞腫に関する多施設共同レトロスペクティブ研究」 

  判定： 承認   

        

3 受付番号： 2019-0004 (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： Stage IV 胃がんにおける Conversion therapy (Adjuvant surgery)の意義に関

する国際多施設共同後ろ向き研究(CONVO-GC01)試験におけるサブグループ解析 

  判定： 承認   

        

4 受付番号： 2019-0005 (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： 急性腎障害（AKI）における尿中脱落細胞の DNA 損傷と腎機能および腎予後の関連

についての横断研究 

  判定： 承認   

        

5 受付番号： 2019-0006 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 水野 隆一 (泌尿器科学) 

  課題名： 腎尿路がんのがん免疫環境とゲノム不安定性の前向き調査研究 

  判定： 承認   

        

6 受付番号： 2019-0007 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 村岡 香織 (リハビリテーション医学) 

  課題名： 頭頸部がん・脳卒中や神経筋疾患患者における構音障害の特徴と経時的変化-後方

視的研究- 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

7 受付番号： 2019-0009 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 山上 淳 (皮膚科学) 

  課題名： 患者検体を用いた自己反応性リンパ球の解析 

  判定： 保留（再審査） 
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8 受付番号： 2019-0010 (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： ガドリニウム造影剤の脳蓄積が脳内糖代謝に与える影響に関する後方視的研究 

  判定： 承認   

        

9 受付番号： 2019-0012 (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： 高齢消化器がん患者の治療継続におけるフレイル及び QOLの関連 

  判定： 承認   

        

10 受付番号： 2019-0014 (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： 孤発性線維性腫瘍の治療成績に関する後方視的検討（多施設共同後ろ向き観察研

究） 

  判定： 承認   

        

11 受付番号： 2019-0017 (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： 早期声門癌に対する放射線治療の長期予後と遅発性放射線反応に関する研究

（「T1-2N0M0声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分割照射法のランダ

ム化比較試験（JCOG0701）」の附随研究：JCOG0701A3） 

  判定： 承認   

        

12 受付番号： 2019-0018 (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： 急性下肢虚血患者の重症度分類についての研究 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

13 受付番号： 2019-0019 (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： 抗サイトメガロウイルス薬の副作用と血中濃度との関連 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

14 受付番号： 2019-0022 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 神崎 晶 (耳鼻咽喉科学) 

  課題名： 耳科手術の QOL調査 

  判定： 保留（再審査） 

        

15 受付番号： 2019-0024 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 宗廣 妙子 (看護部長室) 

  課題名： 入院患者に対するせん妄ケア対策における後ろ向き観察研究 

  判定： 保留（再審査） 

        

16 受付番号： 2019-0025 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 三村 将 (精神・神経科学) 

  課題名： 頭部 MRI を用いた電気けいれん療法に関する研究の国際共同研究（国際データベ

ース構築）への参加 
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  判定： 承認   

        

17 受付番号： 2019-0026 (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： 脈拍・音声・皮膚電位を用いたストレスや well-beingの定量技術開発：本試験  

  判定： 承認   

        

18 受付番号： 2019-0027 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 淺村 尚生 (外科学（呼吸器）) 

  課題名： 漏斗胸患者に対する質問紙法を用いた QOL・精神状態・性格傾向および臨床的特

徴に関する研究 

  判定： 承認   

        

19 受付番号： 2018-0191-1再 2 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 小杉 志都子 (麻酔学) 

  課題名： 残感覚と脳機能の関係性を示す fMRI データの取得 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

20 受付番号： 2018-0273-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 浜本 康夫 (医学部腫瘍センター) 

  課題名： 進行・再発消化器・腹部悪性腫瘍における microsatellite instability(MSI)を

検討する多施設共同研究 

  判定： 保留（副委員長確認） 

        

21 受付番号： 2018-0310-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 中村 智徳 (薬学部 薬学科) 

  課題名： プラチナ併用ペメトレキセドの血液毒性に対するレニン・アンジオテンシン系阻

害薬の予防効果の検証 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

22 受付番号： 2018-0313-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 中村 智徳 (薬学部 薬学科) 

  課題名： ニボルマブおよびペムブロリズマブ誘発性免疫関連副作用の発現予測バイオマー

カーの探索 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

23 受付番号： 2018-0327-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 岩田 卓 (産婦人科学（婦人科）) 

  課題名： 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設の広汎子宮全摘出術の実態調査 

  判定： 承認   

        

24 受付番号： 2018-0339-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 山上 淳 (皮膚科学) 

  課題名： 円形脱毛症の多施設共同レジストリ研究 

  判定： 保留（委員長確認） 
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25 受付番号： 2018-0340-1再 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 山上 淳 (皮膚科学) 

  課題名： 乾癬の多施設共同レジストリ研究 

  判定： 承認   

        

26 受付番号： 2008-0131-13再 (再審査（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   

        

27 受付番号： 2014-0203-8再 (再審査（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： 承認   

        

28 受付番号： 2010-0080-12 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 大友 耕太郎 (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   

        

29 受付番号： 2010-0328-10 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 岡本 真一郎 (内科学（血液）) 

  課題名： 造血器腫瘍の分子病態解明ならびに新規治療法の開発 副題：白血病幹細胞の純

化・同定とそれを標的にした新しい分子標的治療薬の開発（中外製薬との共同研

究） 

  判定： 承認   

        

30 受付番号： 2011-0142-9 (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： 承認   

        

30 受付番号： 2012-0180-21 (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   

        

32 受付番号： 2012-0227-5 (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   

        

33 受付番号： 2013-0147-5 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 岩本 卓士 (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研究 

  判定： 承認   
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34 受付番号： 2013-0436-7 (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： 効果的なリハビリテーションを行うための、食道癌周術期患者の嚥下機能の評価

に関する研究(後方視研究) 

  判定： 承認   

        

25 受付番号： 2014-0335-10 (修正申請 A) 

  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： 承認   

        

36 受付番号： 2014-0428-4 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 秋山 武紀 (脳神経外科学) 

  課題名： 脳血管内治療における周術期合併症に関わる危険因子の検討 

  判定： 承認   

        

37 受付番号： 2014-0479-8 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 大友 耕太郎 (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、血管炎、強皮症)の病態メカニズムの解明 

  判定： 承認   

        

38 受付番号： 2015-0024-4 (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   

        

39 受付番号： 2015-0149-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 中塚 誠之 (放射線科学（診断）) 

  課題名： 肝細胞癌への肝動脈化学塞栓術に対するカテーテル、塞栓物質、IVR-CTが与える

影響について 

  判定： 承認   

        

40 受付番号： 2015-0171-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 中塚 誠之 (放射線科学（診断）) 

  課題名： 軸穿刺法による経皮経肝的胆道ドレナージ(PTBD)と胆道系 IVR の安全性と有用性

の評価 

  判定： 承認   

        

41 受付番号： 2015-0308-5 (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： 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： 承認   

        

42 受付番号： 2015-0325-12 (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： 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   

        

43 受付番号： 2016-0030-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 亀山 香織 (病理診断部) 

  課題名： ヒト浸潤性乳癌組織におけるテネイシン-Cの発現程度と組織学的・臨床学的予後

因子との相関性の解析 

  判定： 承認   

        

44 受付番号： 2016-0075-8 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 森崎 浩 (麻酔学) 

  課題名： 外科的肺切除術における分離肺換気に伴う肺傷害に対する硬膜外麻酔の効果に関

する検討 

  判定： 承認   

        

45 受付番号： 2016-0137-5 (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   

        

46 受付番号： 2016-0192-4 (修正申請 A) 

  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： 承認   

        

47 受付番号： 2016-0193-5 (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   

        

48 受付番号： 2016-0267-4 (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： 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： 承認   

        

49 受付番号： 2016-0298-6 (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： 骨軟部腫瘍、および類似疾患の治療成績に関する後ろ向き研究 

  判定： 承認   

        

50 受付番号： 2016-0323-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 里宇 明元 (リハビリテーション医学) 

  課題名： 脳卒中重度上肢麻痺患者に対する段階的 CI療法変法による機能改善効果 

  判定： 承認   
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51 受付番号： 2016-0333-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 金井 弥栄 (病理学) 

  課題名： ヒト多段階発がん過程における DNAメチル化の変化に関する研究 

  判定： 承認   

        

52 受付番号： 2016-0400-2 (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： 大動脈弁狭窄症治療後の嚥下障害の割合に関しての後方視的解析 

  判定： 承認   

        

53 受付番号： 2016-0405-2 (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： Kinect を用いた脳卒中片麻痺患者の動作解析について～測定精度・信頼性・妥当

性・反応性の検討～ 

  判定： 承認   

        

54 受付番号： 2017-0069-5 (修正申請 A) 

  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： 承認   

        

55 受付番号： 2017-0119-2 (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： スモンにおける四肢感覚障害の定量的評価 

  判定： 承認   

        

56 受付番号： 2017-0123-3 (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感覚評価の信頼性・妥当性・反応性の検討 

  判定： 承認   

        

57 受付番号： 2017-0253-3 (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： 脳卒中重度上肢麻痺患者に対する末梢神経電気刺激併用運動イメージ訓練の機能

改善効果：single-blind random control trial 

  判定： 承認   

        

58 受付番号： 2017-0264-2 (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： 脳卒中片麻痺患者の上肢運動機能おける「臨床的に意義のある最小変化量」に関

する検討 

  判定： 承認   

        

59 受付番号： 2017-0283-3 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 森崎 浩 (麻酔学) 

  課題名： 心臓外科術後患者におけるデクスメデトミジンのせん妄抑制効果の検討：プラセ

ボ対照 2群無作為臨床試験 
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  判定： 承認   

        

60 受付番号： 2017-0398-2 (修正申請 A) 

  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： 承認   

        

61 受付番号： 2018-0023-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 村岡 香織 (リハビリテーション医学) 

  課題名： リハビリテーション介入記録の構造化にむけた、基礎的研究 

  判定： 承認   

        

62 受付番号： 2018-0031-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 村岡 香織 (リハビリテーション医学) 

  課題名： 当事者視点を取り入れた、診療ガイドラインスコープの作成-基礎的研究- 

  判定： 承認   

        

63 受付番号： 2018-0038-3 (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： 胸部食道癌根治術後における外来リハビリテーション介入の安全性・忍容性試験 

  判定： 承認   

        

64 受付番号： 2018-0081-2 (修正申請 A) 

  申請者(研究責任者): 森崎 浩 (麻酔学) 

  課題名： 成人脊椎手術においてデスフルランとプロポフォールが運動誘発電位モニタリン

グに与える影響 

  判定： 承認   

        

65 受付番号： 2018-0123-2 (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： 強直性脊椎炎全国疫学調査 

  判定： 承認   

        

66 受付番号： 2018-0288-2 (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： 十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の成績に関する多施設後向き研究 

  判定： 承認   

        

67 受付番号： 2002-1020-22 (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： 保留（再審査） 

        

68 受付番号： 2010-0003-7 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 小澤 洋子 (眼科学) 

  課題名： 網膜硝子体疾患の臨床経過の報告 
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  判定： 承認   

        

69 受付番号： 2011-0348-5 (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： 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基

づく研究 

  判定： 承認   

        

70 受付番号： 2013-0023-9 (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： 承認   

        

71 受付番号： 2013-0257-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 阪埜 浩司 (産婦人科学（婦人科）) 

  課題名： 子宮移植に対する一般市民のインターネット上によるアンケート意識調査 

  判定： 承認   

        

72 受付番号： 2014-0202-6 (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： 腸内細菌叢の代謝機能による肺高血圧症への影響についての検討 

  判定： 承認   

        

73 受付番号： 2014-0250-5 (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： 承認   

        

74 受付番号： 2015-0051-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 岡林 剛史 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 下部消化管疾患における、病状評価、治療の有効性・妥当性に関する研究 

  判定： 承認   

        

75 受付番号： 2015-0075-13 (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   

        

76 受付番号： 2016-0143-6 (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： 健常人常在細菌からのプロバイオティクス候補の探索 

  判定： 承認   

        

77 受付番号： 2016-0249-5 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 遠藤 仁 (内科学（血液）) 

  課題名： 構造的心疾患に対するカテーテル治療及び外科治療の有効性に関する研究 

  判定： 保留（委員長確認） 
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78 受付番号： 2016-0314-6 (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： 生薬甘草の副作用機序解明及び予防のための研究 

  判定： 承認   

        

79 受付番号： 2016-0391-5 (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： 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： 保留（事務局確認） 

        

80 受付番号： 2017-0141-5 (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   

        

81 受付番号： 2017-0147-2 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 森 毅彦 (内科学（血液）) 

  課題名： 「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   

        

82 受付番号： 2017-0187-3 (修正申請 B) 

  申請者(研究責任者): 湯浅 慎介 (内科学（循環器）) 

  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   

        

83 受付番号： 2017-0292-4 (修正申請 B) 

  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   

        

84 受付番号： 2017-0346-3 (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   

        

85 受付番号： 2018-0045-6 (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   
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86 受付番号： 2018-0298-2 (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： 尿路上皮腫瘍の診断における CT・MRIの有用性の検討 

  判定： 承認   

        

87 受付番号： 2012-0293-7 (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： 長期ビスフォスフォネート投与患者に対する新規ビタミン D製剤の有用性の検討 

  判定： 承認   

 

２. 課題の審議  

岡村委員長より、本日審議される 10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。 

 

88 受付番号： 2015-0442-4 (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： 保留（委員長確認） 

        

89 受付番号： 2018-0338 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 三村 将 (精神・神経科学) 

  課題名： 安定した統合失調症を対象とした非定型抗精神病薬の持効性注射剤の減量研

究 

  判定： 保留（再審査） 

        

90 受付番号： 2019-0016 (新規申請) 

  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『新しい敗血症診断基準（sepsis-3）による多施設前向

き登録研究』への参画 

  判定： 保留（委員長確認） 

        

91 受付番号： 2018-0335 (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： 肝硬変における潜在性肝性脳症に対する亜鉛+リファキシミン併用療法と亜

鉛単独療法のランダム化比較試験 

  判定： 保留（事務局確認） 

        

92 受付番号： 2019-0008 (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： 慢性疾患患者の在宅日常生活におけるバイタルデータや活動量の収集による

重症化予防等への有効性の検証 

  判定： 保留（再審査） 

 

 

 

次の倫理審査申請課題について、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。 
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93 受付番号： 2015-0324-4 (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： 承認   

        

94 受付番号： 2016-0297-9 (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 

  審議内容： 審査の結果、承認した。 

  判定： 承認   

        

95 受付番号： 2018-0218-1再2 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 天谷 雅行 (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 

  審議内容： 審査の結果、承認した。 

  判定： 承認   

        

96 受付番号： 2019-0020 (新規申請) 

  申請者(研究責任者): 佐々木 光 (脳神経外科学) 

  課題名： 「再発・進行性髄膜腫に対する抗PD-1抗体療法の医師主導による第II相臨床

試験」における付随研究 

  判定： 承認   

        

97 受付番号： 2018-0216-1再2 (再審査（新）) 

  申請者(研究責任者): 林田 哲 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： 乳癌患者の臨床・ゲノム・遺伝子発現情報を統合した臨床研究推進基盤の確

立と予後予測手法の検討 

  判定： 保留（委員長確認） 

 

以上 


	（2018年度　第1回）

