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慶應義塾大学医学部倫理委員会 議事録（概要） 

（2019年度 第 3回） 

日  時   2019年 6月 24日（月） 17:00～19:00 

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 欠 

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 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 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 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 欠 

委員 馬上 祐子 女 外 一般の立場を代表する者 欠 

陪  席 オブザーバー： 

中谷 英章[予備審査委員長]、根岸 一乃、谷川 瑛子[予備審査委員] 

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、長谷山、石倉、北澤 

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。 

【承認事項】 

１．2019年 5月 27日開催 議事録について 

倫理委員会議事録（2019年度第 2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 

別紙 100件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。 

審査結果は別紙のとおりである。 



2019年6月倫理委員会　迅速審査一覧 2019年6月24日開催

No. 区分 受付番号 研究責任者所属 研究責任者氏名 課題名 判定

1 新規申請 2018-0213
医学部腫瘍セン
ター

浜本 康夫
SCRUM-Japan 疾患レジストリを活用した新薬承認審査時の治
験対照群データ作成ための前向き多施設共同研究(SCRUM-
Japan Registry)

保留（委員長確認）

2 新規申請 2019-0015 臨床検査医学 菊池 春人
全自動尿分析装置「オーションマックスAX-4061」尿中ケトン体定
性試験における異常発色検知システム構築

承認

3 新規申請 2019-0052
内科学（腎臓・内
分泌・代謝）

目黒 周
血清グリコアルブミン値に影響を及ぼす可能性のある因子の研
究

承認

4 新規申請 2019-0053 整形外科学 渡邉 航太 頚椎人工椎間板置換術手術のデータベース構築に関する研究 承認

5 新規申請 2019-0054 泌尿器科学 大家 基嗣
日本人転移性腎細胞癌患者を対象とした、免疫チェックポイント
阻害剤治療中止後の、分子標的薬治療の有効性、安全性に関
する後ろ向き観察研究（AFTER I-O 試験）

承認

6 新規申請 2019-0055 内科学（消化器） 岩崎 栄典
胆道疾患における疾患特異的細菌叢の病態関与の解明と治療
応用

承認

7 新規申請 2019-0056
医学部内視鏡セ
ンター

緒方 晴彦 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 保留（委員長確認）

8 新規申請 2019-0057
外科学（一般・消
化器）

川久保 博文
食道癌・胃癌・乳癌におけるマルチオミックス解析とリキッドバイ
オプシーを併用した腫瘍モニタリングならびに集学的治療抵抗
性メカニズムの解明に関する研究

承認

9 新規申請 2019-0058
外科学（一般・消
化器）

北郷 実
低悪性度膵腫瘍に対する臓器温存術式の有用性についての検
討

承認

10 新規申請 2019-0059 泌尿器科学 水野 隆一 局所進行・転移性腎癌を対象としたゲノムプロファイルの検討
保留（副委員長確
認）

11 新規申請 2019-0060 内科学（消化器） 金井 隆典 潰瘍性大腸炎に対する青黛の有用性における指標の探索
保留（副委員長確
認）

12 新規申請 2019-0063
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘
高感度フィルムセンサ技術に基づくバイタル感知と睡眠ステージ
可視化によるモニタリングシステムの有用性を検証する研究

保留（委員長確認）

13 新規申請 2019-0065
医学部血液浄化・
透析センター

吉田 理 慢性維持透析患者における透析見合わせスコアの確立
保留（副委員長確
認）

14 新規申請 2019-0066
内科学（リウマチ・
膠原病）

竹内 勤 多発性筋炎/皮膚筋炎合併間質性肺炎の予後予測因子の同定 承認

15 新規申請 2019-0068 内科学（消化器） 加藤 元彦
内視鏡治療適応の消化管腫瘍における予後予測因子となり得
る遺伝子の解析

保留（再審査）

16 新規申請 2019-0069 医学部 藤澤 大介
地域の医療・介護・福祉施設における認知症家族介護者への集
団認知行動療法プログラムの有用性評価

保留（委員長確認）

17 新規申請 2019-0070 医化学 杉浦 悠毅
抗PD-1抗体(及び抗PD-L1抗体)治療を受けたがん患者の血液・
がん組織成分解析

承認

18 新規申請 2019-0072
外科学（一般・消
化器）

篠田 昌宏
50歳以上ドナーを用いた生体肝移植におけるレシピエント救命
のために必要な因子とドナーリスク

承認

19 新規申請 2019-0073
外科学（一般・消
化器）

北郷 実
AJCC第8版によるT1膵癌の新分類のバリデーション試験と臨床
病理学的特徴－日韓共同プロジェクト研究－

保留（再審査）

20 新規申請 2019-0074
外科学（一般・消
化器）

篠田 昌宏 本邦における血友病患者での肝胆膵外科手術成績　全国調査
保留（副委員長確
認）

21 新規申請 2019-0075 救急医学 佐々木 淳一
当院に入院した脊髄損傷患者における血行動態管理と予後の
検討

保留（委員長確認）

22 新規申請 2019-0076
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘
伸縮性エレクトロニクス技術によるバイタルセンシングシャツを用
いたバイタル情報の長時間継続モニタリングシステムとしての有
用性の検証

承認

23 新規申請 2019-0077 精神・神経科学 三村 将
失語症の身体障害認定基準および障害福祉サービスへのニー
ズに関する研究

承認

24 新規申請 2019-0079 産婦人科学 春日 義史
腟分泌物病原体由来核酸と周産期予後との関連に関する前方
視的研究

承認

25 新規申請 2019-0081
産婦人科学（婦人
科）

青木 大輔
日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構　BRCA遺伝子検査
に関するデータベースの作成

保留（事務局確認）

26 再審査（新規） 2018-0061-1再
外科学（一般・消
化器）

川久保 博文
胃癌における効果的ながん免疫療法のための新しい分類の開
発

保留（事務局確認）

27 再審査（新規） 2019-0009-1再 皮膚科学 山上 淳 患者検体を用いた自己反応性リンパ球の解析 保留（事務局確認）

28 再審査（新規） 2019-0024-1再 看護部長室 宗廣 妙子 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 承認

29 再審査（修正B） 2002-1020-22再
医学部百寿総合
研究センター

新井 康通
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

保留（事務局確認））

30 再審査（修正B） 2014-0460-3再 外科学（小児） 黒田 達夫
腸管不全に対する小腸移植技術の確立に関する研究/腸管不
全の予後因子に関する調査

承認

31 修正申請A 2008-0129-11 整形外科学 渡邉 航太 脊柱側弯症の遺伝子解析に関する研究 承認
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No. 区分 受付番号 研究責任者所属 研究責任者氏名 課題名 判定

32 修正申請A 2009-0009-16 内科学（呼吸器） 福永 興壱 日本人重症喘息患者に関する調査研究 承認

33 修正申請A 2010-0154-8
産婦人科学（産
科）

宮越 敬 早産のゲノム疫学研究 承認

34 修正申請A 2012-0122-4 外科学（小児） 黒田 達夫 ヒトリンパ管腫由来リンパ管内皮細胞の解析 承認

35 修正申請A 2012-0373-5
産婦人科学（産
科）

田中 守 日本産婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業への参加 承認

36 修正申請A 2012-0437-4 外科学（小児） 黒田 達夫 小児リンパ管疾患の症例調査 承認

37 修正申請A 2013-0011-9 眼科学 小川 葉子
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

承認

38 修正申請A 2013-0055-8 麻酔学 橋口 さおり
術前オピオイド使用患者における術後の適切なオピオイド必要
量の検討　－前向き観察研究－

承認

39 修正申請A 2013-0213-4 小児科学 山岸 敬幸
日本Pediatric Interventional Cardiology (JPIC) データベース
(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database JPIC-DB)
へのオンライン症例登録

承認

40 修正申請A 2013-0248-5 内科学（呼吸器） 福永 興壱
アレルギー性気管支肺真菌症の診断・治療指針確立のための
症例登録研究

承認

41 修正申請A 2013-0316-4 外科学（小児） 黒田 達夫
直腸肛門奇形の症例登録と中央病型診断による多施設共同観
察研究

承認

42 修正申請A 2014-0177-6 内科学（消化器） 中本 伸宏
C型慢性肝炎・肝硬変に対する経口抗ウィルス剤による治療効
果の検討(多施設共同研究)

承認

43 修正申請A 2014-0203-9 内科学（循環器） 片岡 雅晴
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

承認

44 修正申請A 2015-0059-3 内科学（消化器） 金井 隆典
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

承認

45 修正申請A 2015-0162-6 精神・神経科学 新村 秀人 超高齢者の健康長寿に関する調査 承認

46 修正申請A 2016-0002-5 麻酔学 小杉 志都子
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

承認

47 修正申請A 2016-0096-6 形成外科学 貴志 和生 指定難病の神経線維腫症１型の進行阻止薬の開発 承認

48 修正申請A 2016-0101-5
外科学（一般・消
化器）

岡林 剛史
炎症性腸疾患患者の病勢・治療効果、腫瘍学的予後と血清SP-
D値の関係に関する観察研究

承認

49 修正申請A 2016-0170-2
内科学（リウマチ・
膠原病）

金子 祐子
免疫抑制療法によるB型肝炎ウイルス再活性化のスクリーニン
グ検査としてのHBs抗原測定法の有用性

承認

50 修正申請A 2017-0086-3
外科学（一般・消
化器）

北郷 実
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

承認

51 修正申請A 2017-0198-2
産婦人科学（婦人
科）

青木 大輔
リンチ症候群のスクリーニングおよび遺伝子診断に関する多施
設共同研究

承認

52 修正申請A 2017-0284-2 小児科学 山岸 敬幸 小児慢性疾患患者における運動負荷試験に関する研究 承認

53 修正申請A 2017-0308-3
リハビリテーション
医学

辻 哲也
下肢リンパ浮腫患者におけるバランス機能についての横断的研
究

承認

54 修正申請A 2017-0317-2 小児科学 山岸 敬幸

川崎病の急性期治療の有効性に関する多施設共同前向きコ
ホート研究(PEACOCK)
Prospective Study on Efficacy of Acute Treatment in a
Multicenter Cohort of Children with Kawasaki Disease
(PEACOCK)

承認

55 修正申請A 2018-0006-2
産婦人科学（産
科）

末岡 浩
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 
(DM1-41)

承認

56 修正申請A 2018-0007-2
産婦人科学（産
科）

末岡 浩
着床前遺伝子診断を行う疾患名: 筋強直性ジストロフィー（DM1-
42）

承認

57 修正申請A 2018-0008-2
産婦人科学（産
科）

末岡 浩
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 
(DM1-43)

承認

58 修正申請A 2018-0015-5
医学部腫瘍セン
ター

西原 広史
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」

承認

59 修正申請A 2018-0053-4
リハビリテーション
医学

辻 哲也
外来化学療法中の消化器がん患者における国際標準化身体活
動質問票（International　Physical　Activity　Questionnaire）の基
準関連妥当性の検討

承認

60 修正申請A 2018-0155-2
産婦人科学（産
科）

末岡 浩
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 
(DM1-39)

承認

61 修正申請A 2018-0171-2 泌尿器科学 水野 隆一
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)

承認

62 修正申請A 2018-0183-2
産婦人科学（産
科）

末岡 浩 着床前診断に関する臨床的研究：X連鎖性水頭症 (XLH-04) 承認
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63 修正申請A 2018-0184-2
産婦人科学（産
科）

末岡 浩
着床前診断に関する臨床的研究：X染色体長腕の重複 
(XqDUP-01)

承認

64 修正申請A 2018-0206-2 眼科学 小川 葉子
涙液層破壊時間短縮型ドライアイに対する共焦点レーザー生体
顕微鏡を用いた検討

承認

65 修正申請A 2018-0288-3
医学部腫瘍セン
ター（低侵襲療法
研究開発部門）

矢作 直久
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

承認

66 修正申請A 2018-0348-2 小児科学 山岸 敬幸 22q11.2欠失症候群の診療に関する研究 承認

67 修正申請A 2018-0356-2
看護医療学部（信
濃町）

小松 浩子
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

承認

68 修正申請A 2018-0365-2
リハビリテーション
医学

川上 途行
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−

承認

69 修正申請A 2019-0031-2 形成外科学 坂本 好昭
両側人字縫合・矢状縫合早期癒合症の臨床像に関する多施設
共同研究

承認

70 修正申請B 2002-2020-22
医学部百寿総合
研究センター

新井 康通
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

保留（事務局確認）

71 修正申請B 2009-0087-6 救急医学 佐々木 淳一 日本外傷データバンク（Trauma Registry）への参画 保留（委員長確認）

72 修正申請B 2010-0013-7 耳鼻咽喉科学 小澤 宏之
頭頸部癌病理組織保存標本を用いた臨床病理学的検討による
転移、治療効果および予後の予測因子の解明

保留（副委員長確
認）

73 修正申請B 2011-0129-6 救急医学 佐々木 淳一
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

保留（委員長確認）

74 修正申請B 2013-0184-8 内科学（循環器） 福田 恵一 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 承認

75 修正申請B 2013-0270-9
難治性循環器疾
患病態学寄附講
座

林田 健太郎
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

承認

76 修正申請B 2014-0133-2 保健管理センター 横山 裕一
無症状のヘリコバクタピロリ感染胃炎患者の特定　－集団健診
におけるヘリコバクタピロリ菌抗体の測定の意義の検討

保留（再審査）

77 修正申請B 2014-0234-2 泌尿器科学 水野 隆一
膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行
された患者の予後解析(多施設後方視的観察研究)

承認

78 修正申請B 2014-0271-4
医学部臨床研究
推進センター

中川 敦夫 うつ病の転帰に関する検討：病院コホート研究 承認

79 修正申請B 2015-0419-4
坂口光洋記念講
座（オルガノイド医
学）

佐藤 俊朗
がん転移巣組織の死後組織採取・培養による転移巣に特徴的
な生物学的特性の解明

保留（副委員長確
認）

80 修正申請B 2015-0429-7
看護医療学部（信
濃町）

武田 祐子
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

承認

81 修正申請B 2016-0102-4 小児科学 嶋田 博之 小児固形腫瘍観察研究（旧承認番号20110351） 承認

82 修正申請B 2016-0214-5 精神・神経科学 三村 将
健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究にお
ける東京都荒川区における認知症コホート研究

承認

83 修正申請B 2016-0318-4
外科学（一般・消
化器）

篠田 昌宏
肝移植後液性免疫応答の全容解明を目的とした網羅的自己抗
体の解析

承認

84 修正申請B 2016-0325-4
産婦人科学（婦人
科）

青木 大輔 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 承認

85 修正申請B 2016-0340-7 内科学（消化器） 長沼 誠 炎症性腸疾患薬の前向きコホート研究 保留（事務局確認）

86 修正申請B 2017-0157-5 内科学（循環器） 福田 恵一
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

承認

87 修正申請B 2017-0161-2
外科学（一般・消
化器）

篠田 昌宏
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

承認

88 修正申請B 2017-0170-5
坂口光洋記念講
座（オルガノイド医
学）

佐藤 俊朗 ヒト腫瘍試料の収集・分譲とゲノム情報を利用した研究 承認

89 修正申請B 2017-0202-2 内科学（消化器） 中本 伸宏
慢性肝障害患者における非代償性肝硬変への進展、及び慢性
肝不全の急性増悪（Acute-on-chronic liver failure）に関わる因
子の解析（多施設共同研究）

承認

90 修正申請B 2017-0203-3 内科学（循環器） 福田 恵一
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)

承認

91 修正申請B 2017-0329-3
医学部内視鏡セ
ンター

細江 直樹 人工知能を用いた内視鏡画像の言語化研究 承認

92 修正申請B 2017-0378-3 麻酔学 橋口 さおり 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 承認

93 修正申請B 2017-0404-3 眼科学 小川 葉子 IgG4関連眼疾患のレトロスペクティブ調査 承認

94 修正申請B 2018-0085-2 救急医学 佐々木 淳一 外国人救急患者の特徴の解析 承認
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95 修正申請B 2018-0168-3
看護医療学部（信
濃町）

野末 聖香 心不全患者のこころの健康、睡眠、QOLに関する実態調査 承認

96 修正申請B 2018-0208-3 病理学 尾島 英知
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

承認

97 修正申請B 2018-0223-3 外科学（小児） 黒田 達夫 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 承認

98 修正申請B 2018-0243-3 皮膚科学 天谷 雅行 炎症性皮膚疾患の遺伝情報解析 承認

99 修正申請B 2018-0249-2 耳鼻咽喉科学 小澤 宏之
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

承認

100 修正申請B 2018-0301-2
外科学（一般・消
化器）

篠田 昌宏
本邦の脳死肝移植ドナー因子によるレシピエント予後に与える
危険因子に関する研究

承認
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２. 課題の審議

岡村委員長より、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。 

101 受付番号：2019-0071（新規申請） 
研究責任者：山岸 敬幸（小児科学）

課題名：先天性心血管疾患に関連する遺伝子変異解析研究

（Genetic Testing of Individuals and Families with Congenital Heart Diseases） 
判定：保留（委員長確認）

102 受付番号：2019-0064（新規申請） 
研究責任者：井上 政則（放射線科学（診断））

課題名：IVR 医の水晶体被ばくの実態調査～防護グラスに固定した小線量計での長期間実測 
判定：保留（事務局確認）

103 受付番号： 2019-0067（新規申請） 
研究責任者：加藤 元彦（内科学（消化器））

課題名：抗凝固薬内服例の胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)におけるダビガト

ラン置換の有効性を検証する多施設前向き試験

判定：保留（委員長確認）

104 受付番号：2019-0078（新規申請） 
研究責任者：脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝））

課題名：腹膜透析用カテーテル留置術後の転帰に関する多施設共同前向き観察研究

判定：保留（委員長確認）

105 受付番号：2019-0080（新規申請） 
研究責任者：金子 祐子（内科学（リウマチ・膠原病））

課題名：スマートフォンとウェアラブルデバイスで取得される活動量等と関節症状との関連

を明らかにする研究

判定：保留（再審査）

次の倫理審査申請課題については、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。 

105 受付番号：2016-0408-4（修正申請 B） 
研究責任者：福田 恵一（内科学（循環器））

課題名：HLA ホモドナー由来ヒト人工多能性幹細胞（iPS 細胞）を用いた分化誘導法、純化

法、大量培養法、移植法および臨床研究用ヒト心筋細胞の製造

判定： 承認

106 受付番号：2009-0277-13（修正申請 B） 
研究責任者：小川 葉子（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： 承認

107 受付番号：2012-0180-22（修正申請 B） 
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
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判定： 承認

108 受付番号：2016-0264-3（修正申請 B） 
研究責任者：森 毅彦（内科学（血液））

課題名：初発未治療高リスクびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対する R-CHOP/R-HDMA
交替療法の安全性と有効性の検討：多施設共同臨床第Ⅱ相試験

判定： 承認

109 受付番号：2016-0420-4（修正申請 B） 
研究責任者：青森 達（慶應義塾大学薬学部・慶應義塾大学病院薬剤部）

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

110 受付番号：2018-0133-2（修正申請 B） 
研究責任者：入江 潤一郎（内科学（腎臓・内分泌・代謝））

課題名：肥満症に対する効果的な治療戦略と健康障害の改善に資する減量数値目標を見出す

ための介入研究

判定： 承認

111 受付番号：2018-0210-3（修正申請 B） 
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

112 受付番号：2018-0256-2（修正申請 B） 
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： 承認

付帯事項：これまでの説明文書で同意を得ている者のうち、データを今回の修

正で日本光電工業株式会社に移動する場合は、再同意を取得してから行うこと。 

113 受付番号：2018-0338-1 再（再審査（新規）） 
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： 承認

114 受付番号：2019-0008-1 再（再審査（新規）） 
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： 承認

115 受付番号：2019-0020-2（修正申請 B） 
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
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116 受付番号：2019-0062（新規申請） 
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：治療抵抗性うつ病に対する反芻焦点化認知行動療法：実施可能性の検討

判定： 承認

以上 
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