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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 5回） 

日  時   2019年 8月 26日（月） 17:30～18:45 

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 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 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 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 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 欠 

委員 矢田部 菜穂子 女 外 人文・社会科学の有識者 欠 

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] 

倫理委員会事務局（学術研究支援課（研究倫理担当））：田中、水野、千羽、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 7月 29日開催 議事録について 

倫理委員会議事録（2019年度第 4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 77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8月倫理委員会　迅速審査一覧

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 2019-0038 外科学（呼吸器） 朝倉 啓介 I期非小細胞肺癌に対する経皮的針生検後の胸膜再発の検討 承認

2 新規申請 2019-0050 保健管理センター 牧野 伸司 BNPおよびcTnIによる心疾患の検索に関する縦断的研究
保留（副委員長確
認）

3 新規申請 2019-0108 精神・神経科学 三村 将
多目的コホート研究における認知症・うつ病のリスク要因解明、
および、がん生存者における認知症・うつ病との関連解析研究

承認

4 新規申請 2019-0122
外科学（一般・消
化器）

川久保 博文
食道癌、食道胃接合部癌におけるリンパ節転移分布把握を目的
とした国際多施設共同前向き観察研究

承認

5 新規申請 2019-0125 感染症学 長谷川 直樹
アジアにおける気管支拡張症研究(Bronchiectasis Study of the
Asian Network for
Obstructive Lung Disease: ANOLD-BE Study)

保留（委員長確認）

6 新規申請 2019-0129 外科学（呼吸器） 淺村 尚生
胸腺上皮性腫瘍の後方視的データベース研究
（単施設研究）

承認

7 新規申請 2019-0130 眼科学 内野 裕一
角膜移植手術を受けた患者の術後成績および予後に関するカ
ルテ調査研究

承認

8 新規申請 2019-0132 医化学 杉浦 悠毅
肥満にともなう腸内細菌叢の変化による大腸がん促進機構の解
明

保留（委員長確認）

9 新規申請 2019-0133 臨床検査医学 村田 満
培地画像判定支援アプリケーションBD urine culture appsの性能
評価

承認

10 新規申請 2019-0134 形成外科学 荒牧 典子
脈管奇形を有する日本人患者に由来する
病変組織における変異遺伝子の同定

承認

11 新規申請 2019-0135 形成外科学 荒牧 典子
難治性静脈奇形及びクリッペル・トレノネー症候群を対象とした
前向き観察研究

保留（委員長確認）

12 新規申請 2019-0136
内科学（リウマチ・
膠原病）

鈴木 勝也 生物学的製剤中止後の関節リウマチの再燃予測に関する研究 保留（委員長確認）

13 新規申請 2019-0137 眼科学 小川 葉子
シェーグレン症候群をはじめとした自己免疫疾患関連ドライアイ
および眼局所ドライアイの眼合併症と視機能の検討

保留（委員長確認）

14 新規申請 2019-0139
医学部腫瘍セン
ター（低侵襲療法
研究開発部門）

矢作 直久
早期消化管腫瘍に対する内視鏡治療の有効性に関する後ろ向
き観察研究

保留（事務局確認）

15 新規申請 2019-0140 歯科・口腔外科学 莇生田 整治 口腔表在性病変の臨床病理学的検討 保留（委員長確認）

16 新規申請 2019-0141
難治性循環器疾
患病態学寄附講
座

林田 健太郎
経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不 全
に対する治療介入の有効性と安全性に関する多施設レジ スト 介
リー研究

承認

17 新規申請 2019-0143
リハビリテーション
医学

辻 哲也
舌がん手術後の摂食嚥下障害，構音障害に関する多施設前向
き観察研究

承認

18 新規申請 2019-0144
リハビリテーション
医学

川上 途行
慢性期重度脳卒中患者におけるFugl-Meyer Assessment of the 
upper extremity(FMA-UE)構造の分析

承認

19 新規申請 2019-0145
医学部腫瘍セン
ター

浜本 康夫 代謝物マーカーによる大腸癌治療効果予測の検証研究 承認

20 新規申請 2019-0146 麻酔学 森崎 浩
電子麻酔記録データを用いたデータマイニングによる周術期予
後に関する検討

承認

21 新規申請 2019-0148
内科学（腎臓・内
分泌・代謝）

脇野 修 入院における慢性腎臓病患者の栄養状態評価 承認

22 新規申請 2019-0149
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘
定量化MRIを用いた病変診断・治療効果判定・予後予測に関す
る研究

承認

23 新規申請 2019-0152 脳神経外科学 三輪 点 小児水頭症に対する脳室腹腔（VP）シャントの治療効果の評価 承認

24 新規申請 2019-0156
内科学（腎臓・内
分泌・代謝）

入江 潤一郎 肥満症患者の治療状況調査 承認

25 新規申請 2019-0160 薬学部　薬学科 青森 達
吸入薬の操作に必要な手指筋力に関する研究：
手指筋力と握力の関係について

保留（委員長確認）

26 新規申請 2019-0161 臨床薬剤学 谷川原 祐介
タモキシフェン投与乳がん患者におけるCYP2D6遺伝子型に基
づく活性代謝物エンドキシフェン濃度の予測アルゴリズムの構築

保留（委員長確認）

27 再審査（B） 2014-0133-2再 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

承認

28 修正申請A 2009-0042-9 整形外科学 渡邉 航太
脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同
研究

承認

29 修正申請A 2011-0011-8 感染症学 長谷川 直樹
個別化ＨＡＡＲＴ療法の確立とその新たな評価法に関する探索的
研究

承認

30 修正申請A 2013-0038-6
産婦人科学（産
科）

末岡 浩 母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床的研究 承認

31 修正申請A 2013-0146-16 整形外科学 中村 雅也
ヒト人工多能性幹細胞由来神経幹細胞を用いた中枢神経系の
再生医学に関する基礎研究

承認
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32 修正申請A 2013-0162-6 脳神経外科学 吉田 一成
脳神経外科手術における320列面検出器CTによる血管撮影の
解析研究

承認

33 修正申請A 2013-0207-8
衛生学公衆衛生
学

武林 亨
食物摂取頻度調査票（FFQ)の妥当性・再現性とメタボローム解
析との関連性に関する研究

保留（事務局確認）

34 修正申請A 2014-0203-10 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

35 修正申請A 2015-0110-2 内科学（神経） 中原 仁 多発性硬化症における予後予測に関する研究 承認

36 修正申請A 2015-0157-4 歯科・口腔外科学 莇生田 整治
心臓血管外科領域における術前口腔ケア介入と手術部位感染
との関連についての後ろ向き調査

承認

37 修正申請A 2015-0385-4
久光製薬運動器
生体工学寄附講
座

名倉 武雄
四肢脊椎解剖献体を用いた臨床解剖研究および運動器生体力
学的研究

承認

38 修正申請A 2015-0470-8 内科学（血液） 森 毅彦
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

承認

39 修正申請A 2016-0125-5 精神・神経科学 三村 将 脳画像を用いた内因性精神疾患の親子研究 承認

40 修正申請A 2016-0153-3 内科学（消化器） 正岡 建洋
網羅的血中マイクロRNA解析に基づく不安・うつ症状の血中バイ
オマーカーの探索

承認

41 修正申請A 2016-0214-6 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

42 修正申請A 2016-0349-4 眼科学 栗原 俊英
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

承認

43 修正申請A 2017-0130-6 小児科学 長谷川 奉延 内分泌代謝疾患の遺伝子型・核型・表現型関連等に関する研究 承認

44 修正申請A 2017-0137-3
外科学（一般・消
化器）

阿部 雄太
胆道癌切除例に対する S-1 術後補助化学療法の至適投与期
間を検討するランダム化比較第Ⅱ相試験

承認

45 修正申請A 2017-0247-3 内科学（消化器） 加藤 元彦
胃ESD後の人工潰瘍閉鎖におけるボノプラザンフマル酸塩3週間
投与の8週間投与に対する非劣性を検証するランダム化比較試
験

承認

46 修正申請A 2017-0286-2 精神・神経科学 三村 将
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

承認

47 修正申請A 2017-0386-2 眼科学 榛村 重人
角膜難病の標準的診断法および治療法の確立を目指した調査
研究

承認

48 修正申請A 2017-0392-3 麻酔学 小杉 志都子 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 承認

49 修正申請A 2018-0056-2
産婦人科学（婦人
科）

岩田 卓
子宮頸癌における腫瘍浸潤Tリンパ球(TIL)輸注療法のための
TIL大量培養法の検討

承認

50 修正申請A 2018-0086-2
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘
ヨード密度値を用いたHistogram analysisによる膵癌化学療法治
療効果予測に関する研究

承認

51 修正申請A 2018-0105-3 内科学（消化器） 加藤 元彦
抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例の内視鏡的大腸ポリープ
摘除術後出血割合に関する検討

承認

52 修正申請A 2018-0288-4
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

53 修正申請A 2019-0015-2 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

54 修正申請A 2019-0035-2 外科学（呼吸器） 淺村 尚生
高齢者肺癌手術例に対する ADL の転帰を評価する前向き観察
研究

承認

55 修正申請A 2019-0047-2
医学部臨床研究
推進センター

中川 敦夫
2医療施設間で行ううつ病に対する遠隔ブレンド型認知行動療
法：実施可能性の検討

承認

56 修正申請B 2008-0016-42 生理学 岡野 栄之
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

承認

57 修正申請B 2008-0054-9
久光製薬運動器
生体工学寄附講
座

名倉 武雄
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

承認

58 修正申請B 2008-0073-12 内科学（循環器） 福田 恵一
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)

承認

59 修正申請B 2011-0142-10 整形外科学 渡邉 航太 脊椎脊髄疾患の治療成績に関する多施設後ろ向き研究 承認

60 修正申請B 2012-0043-4 小児科学 飛彈 麻里子 超低出生体重児における尿細管機能の検討 承認

61 修正申請B 2014-0023-7 内科学（循環器） 福田 恵一 心血管疾患と自律神経活動の関連 承認

62 修正申請B 2014-0096-3
リハビリテーション
医学

辻 哲也
上肢・手指機能検査法（簡易上肢機能検査Simple Test for 
Evaluating Hand Function) の妥当性に関する研究

承認

63 修正申請B 2014-0428-5 脳神経外科学 秋山 武紀 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 承認
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64 修正申請B 2015-0075-14 微生物学･免疫学 本田 賢也 免疫系に影響を与えるヒト粘膜常在細菌の探索 承認

65 修正申請B 2015-0100-5 内科学（消化器） 長沼 誠
炎症性腸疾患患者における内視鏡活動性の評価とその予後に
関する検討

承認

66 修正申請B 2015-0230-6 解剖学 今西 宣晶
「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」

承認

67 修正申請B 2016-0088-4 感染症学 長谷川 直樹 侵襲性感染症に関する微生物学的・臨床的解析 承認

68 修正申請B 2016-0457-4 眼科学 栗原 俊英
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

承認

69 修正申請B 2017-0018-8
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘 人工知能（A.I.）による画像診断支援システム開発 承認

70 修正申請B 2017-0086-4
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

71 修正申請B 2018-0048-2
リハビリテーション
医学

辻 哲也
造血幹細胞移植患者のフィジカルフィットネスと生命予後に関す
る研究（後方視研究）

承認

72 修正申請B 2018-0108-3
衛生学公衆衛生
学

岡村 智教

NIPPON DATA (National Integrated Project for Prospective 
Observation of Non-Communicable Disease and its Trends in 
the Aged)のデータを用いた循環器疾患疫学研究 承認

73 修正申請B 2018-0159-2
内科学（腎臓・内
分泌・代謝）

伊藤 裕 腎糸球体疾患におけるDNA損傷とエピゲノム変化の関連の検討 保留（事務局確認）

74 修正申請B 2018-0203-2
医学部臨床研究
推進センター

松原 由美子
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

承認

75 修正申請B 2018-0362-2 内科学（消化器） 正岡 建洋 便秘治療の後ろ向き研究 承認

76 修正申請B 2019-0008-2
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘
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

承認

77 修正申請B 2019-0048-2 精神・神経科学 佐渡 充洋 マインドフルネス介入の効果予測因子などの特定に関する研究 承認

4 
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２. 課題の審議

岡村委員長より、本日審議される 20 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。 

78 受付番号：2019-0138（新規申請） 
研究責任者：前畑 忠輝（医学部腫瘍センター）

課題名：内視鏡下大腸ポリープ診断における Narrow Band Imaging 診断に対するクリスタ

ルバイオレット染色拡大内視鏡診断の上乗せ効果：多施設前向き研究

判定：保留（委員長確認）

79 受付番号：2019-0154（新規申請） 
研究責任者：森 毅彦（内科学（血液））

課題名：核酸増幅法を用いたトキソプラズマ症遺伝子診断に関する検討

判定：保留（再審査）

80 受付番号： 2019-0119（新規申請） 
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: 多発性翼状片症候群 (LMPS-01) 
判定：承認

81 受付番号：2019-0121（新規申請） 
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: オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 
(OTC-04) 

判定：承認

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。 

82 受付番号：2019-0118 (新規申請) 
研究責任者：末岡 浩 (産婦人科学(産科)) 
課題名：染色体構造異常保因者の習慣流産 (CT-64) 
判定：承認

83 受付番号：2019-0158 (新規申請) 
研究責任者：山縣 文 (精神・神経科学) 
課題名：怒りの制御困難を呈する後天性脳損傷患者に対する認知行動療法の効果検討－多施

設共同無作為化比較対照研究―

判定：承認

84 受付番号：2018-0270-1 再 (再審査（新規）) 
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：承認

85 受付番号：2018-0360-1 再 (再審査（新規）) 
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：承認
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86 受付番号：2019-0080-1 再 (再審査（新）) 
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：承認

87 受付番号：2012-0180-23 (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

判定：承認

88 受付番号：2012-0212-4 (修正申請 B) 
研究責任者：岡林 剛史 (外科学（一般・消化器）) 
課題名：治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関するランダム化比較試験

(JCOG1007 試験） 
判定：承認

89 受付番号：2013-0512-8 (修正申請 B) 
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：消化器慢性炎症性疾患における遺伝子変異の検索

判定：承認

90 受付番号：2017-0019-6 (修正申請 B) 
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

91 受付番号：2017-0255-5 (修正申請 B) 
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：承認

92 受付番号：2018-0036-5 (修正申請 B) 
研究責任者：陣崎 雅弘 (放射線科学（診断）) 
課題名：座位 CT を用いた脳神経外科疾患に対する病態解析〜臥位 CT との比較〜 
判定：承認

93 受付番号：2018-0094-4 (修正申請 B) 
研究責任者：西原 広史 (医学部臨床研究推進センター) 
課題名：個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル検査研究

判定：承認

【付記事項】

承認番号 20185001 において研究実施について承認された「金沢大学附属病院」、「金沢医科

大学」、「社会医療法人厚生会木沢記念病院」の研究責任者に、今回の修正申請によって共同

研究機関から外れることになるため、それぞれの機関の長に研究の中止について報告の必要

があることを伝えること。（人医学系指針 第５研究責任者の責務 ２（７）を参照）

94 受付番号：2018-0139-4 (修正申請 B) 
研究責任者：佐藤 和毅 (医学部スポーツ医学総合センター) 
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課題名：詳細名称: 女性アスリートにおける“外傷リスク減少とパフォーマンス強化”運動

プログラムのバイオメカニクス効果– クラスターランダム化比較試験

簡易名称：女性アスリートにおける外傷予防プログラムの効果

判定：承認

95 受付番号：2018-0210-4 (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

96 受付番号：2018-0338-2 (修正申請 B) 
研究責任者：竹内 啓善 (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

97 受付番号：2019-0020-3 (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：保留（委員長確認）

以上 


	（2019年度　第5回）
	迅速�
	迅速一覧0826 (WEB公開用)


