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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 12 回） 

日 時 2020 年 3月 24 日（火） 17:15～19:20 

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 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 欠 

委員 村田 満 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 伊藤 努 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]

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、千羽、石倉、鈴木

議 事： 

岡村委員長より、本日の会議は倫理委員会内規第 5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】 

１．2020 年 2 月 25 日開催 議事録について 

倫理委員会議事録（2019 年度第 11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 194 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、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。 

審査結果は別紙のとおりである。 



2020年3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 2019-0251 形成外科学 貴志 和生
母斑症における色素性病変部位の 組織学的特徴に関す
る研究

承認

2 新規申請 2019-0302 眼科学 内野 裕一
角膜神経因性疼痛を伴うドライアイと涙液中ガレクチン3
濃度における関連性の探索 

承認

3 新規申請 2019-0303 整形外科学
中山 タラント ロ
バート

本邦における四肢／体幹部脱分化脂肪肉腫の治療成績 
(Japanese Musculoskeletal Oncology Group共同研究) 

保留（委員長確認）

4 新規申請 2019-0304
産婦人科学（婦
人科）

阪埜 浩司 献体を用いた子宮移植手術を想定した解剖学的研究
保留（副委員長確
認）

5 新規申請 2019-0305
内科学（リウマ
チ・膠原病）

金子 祐子
原発性免疫不全症候群患者の管理における感染予防の
実践と副反応の実態に関する全国調査

承認

6 新規申請 2019-0306 整形外科学
中山 タラント ロ
バート

小児単純性骨嚢腫に対する中空スクリューを用いた減圧
術の治療効果に関する後ろ向き研究

承認

7 新規申請 2019-0308 薬学部　薬学科 青森 達
慢性呼吸器疾患治療の高度化と標準化に向けた吸入動
作評価技術の開発研究

承認

8 新規申請 2019-0309 病理学 金井 弥栄
低出生体重関連腎症の腎生検腎組織残余検体を用いた
エピジェネティクス解析および免疫染色解析

承認

9 新規申請 2019-0310
内科学（消化
器）

長沼 誠
潰瘍性大腸炎患者における白血球数を指標とした免疫調
節薬投与と治療効果の検討

承認

10 新規申請 2019-0312 形成外科学 貴志 和生
色素性母斑に対する凍結療法の確立に向けた組織解析
及び凍結方法の検証

承認

11 新規申請 2019-0313 耳鼻咽喉科学 神崎 晶 気象条件とめまい、難聴、耳鳴の症状変化に関する検討 承認

12 新規申請 2019-0314
内科学（消化
器）

岩崎 栄典 内視鏡的乳頭切除術の後ろ向き多施設観察研究 承認

13 新規申請 2019-0317 病理学 下田 将之
病理検体のアミロイドーシス病型診断コンサルテーション
体制の構築

保留（委員長確認）

14 新規申請 2019-0318
内科学（消化
器）

中本 伸宏
疾患レジストリを利用した原発性硬化性胆管炎の病態・
自然経過・ 予後因子の解明

保留（事務局確認）

15 新規申請 2019-0319
歯科・口腔外科
学

宮下 英高 3D SPECT/CTを用いた下顎頭病変の活動性評価 承認

16 新規申請 2019-0320 脳神経外科学 佐々木 光
神経膠腫における機械学習を用いた術前画像に基づく化
学療法反応性予測法の確立

承認

17 新規申請 2019-0321
歯科・口腔外科
学

莇生田 整治
再発または遠隔転移を有する口腔癌におけるニボルマブ
の安全性と有効性に関する研究

保留（事務局確認）

18 新規申請 2019-0322
産婦人科学（婦
人科）

冨永 英一郎
新規に進行卵巣癌と診断された患者の腫瘍組織
BRCA1/2遺伝子変異の保有率に関する横断研究

承認

19 新規申請 2019-0324
医療連携推進
部

片岡 美樹 特定機能病院における地域連携の再構築 保留（再審査）

20 新規申請 2019-0325
内科学（消化
器）

中本 伸宏
慢性肝疾患患者におけるサルコペニアのスクリーニング
法に関する多施設共同研究

承認

21 新規申請 2019-0327 泌尿器科学 浅沼 宏 精巣捻転症の早期診断・早期治療に関する研究 保留（委員長確認）

22 新規申請 2019-0328
内科学（消化
器）

長沼 誠
潰瘍性大腸炎における発症年齢とステロイド大量静注療
法の効果との関連

保留（事務局確認）

23 新規申請 2019-0331 救急医学 本間 康一郎
非接触ドップラーセンサーを用いた心拍数・呼吸数の検
知技術の信頼性検討

承認

24 新規申請 2019-0332 精神・神経科学 岸本 泰士郎
大うつ病性障害患者を対象とした中央評価の妥当性に関
する予備研究～対面評価と情報通信技術を介した遠隔
評価との一致性の検討～ 

承認

25 新規申請 2019-0333 小児科学 古道 一樹
心エコーの左室径Z scoreを用いた肺体血流比の予測に
関する検討

承認

26 新規申請 2019-0335
医学部臨床研
究推進センター

中川 敦夫
反芻思考における脳神経活動に関する研究 

承認

27 再審査（新規）
2019-0153-1
再

内科学（腎臓・
内分泌・代謝）

脇野 修 透析患者の血中微量元素濃度とその臨床的意義の検討 保留（委員長確認）
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2020年3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

28 再審査（新規）
2019-0265-1
再

医化学 杉浦 悠毅
うつ症状を伴うアトピー性皮膚炎患者の血清に含まれる
アミノ酸の組成の解析

承認

29 再審査（新規）
2019-0283-1
再

医学部内視鏡
センター

細江 直樹
上部内視鏡検査における腫瘍性病変の拾上げ・鑑別の
ためのAIによる内視鏡自動診断システムの開発

承認

30 再審査（新規）
2019-0288-1
再

内科学（腎臓・
内分泌・代謝）

目黒 周
1型糖尿病患者の妊娠中の血糖管理における予測低血
糖自動注入停止型インスリンポンプの有効性の検討

保留（委員長確認）

31 再審査（新規）
2019-5002-1
再

精華会ミルディ
ス皮フ科

出来尾　格
うつ症状を伴うアトピー性皮膚炎患者の血清に含まれる
アミノ酸の組成の解析

承認

32 修正申請A 2004-0025-5
衛生学公衆衛
生学

武林 亨 トナー曝露作業者の健康影響に関するコホート研究 承認

33 修正申請A 2005-0002-24 脳神経外科学 戸田 正博 効果的治療法選択のための脳腫瘍の遺伝子解析 承認

34 修正申請A 2008-0129-12 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

35 修正申請A 2009-0204-4 眼科学 篠田 肇 網膜変性疾患の異常遺伝子の同定と解析 保留（事務局確認）

36 修正申請A 2009-0277-14 眼科学 清水 映輔
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

承認

37 修正申請A 2010-0018-6
医学部臨床遺
伝学センター

小崎 健次郎 ハラーマン・ストライフ症候群の原因遺伝子の同定 承認

38 修正申請A 2010-0080-13
内科学（リウマ
チ・膠原病）

大友 耕太郎
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

保留（事務局確認）

39 修正申請A 2010-0144-14 精神・神経科学 三村 将
漢方の特性を利用したエビデンス創出と適正使用支援シ
ステムの構築

承認

40 修正申請A 2010-0154-10 産婦人科学 春日 義史 早産のゲノム疫学研究 承認

41 修正申請A 2010-0295-8 眼科学 篠田 肇 日本人における黄斑色素密度の眼病態との関連の解析 保留（事務局確認）

42 修正申請A 2010-0306-6
衛生学公衆衛
生学

武林 亨
微小粒子状物質等大気汚染物質による肺機能発達への
影響調査

承認

43 修正申請A 2010-0328-12 内科学（血液） 岡本 真一郎
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

保留（事務局確認）

44 修正申請A 2011-0022-3 眼科学 篠田 肇
黄斑色素およびその関連分子の測定とその眼状態との
関連の解析

承認

45 修正申請A 2011-0142-12 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

46 修正申請A 2011-0250-6
産婦人科学（産
科）

丸山 哲夫
胎盤を介した母体胎児間物質透過メカニズムに関する研
究

承認

47 修正申請A 2011-0276-7
医学部百寿総
合研究センター

新井 康通
高齢者における簡易式自記式食事歴調査法による栄養
摂取の妥当性の検討：秤量法および24時間尿中排泄量
との比較

承認

48 修正申請A 2011-0321-3 産婦人科学 春日 義史
妊娠糖尿病における産後糖代謝異常発症の予知指標に
関する検討

承認

49 修正申請A 2011-0370-4
難治性循環器
疾患病態学寄
附講座

荒井 隆秀
閉塞性肥大型心筋症における経皮的心筋中隔アルコー
ル焼灼術の有効性に関する検討

承認

50 修正申請A 2012-0079-6 内科学（血液） 櫻井 政寿 PNHレジストリ（発作性夜間ヘモグロビン尿症患者登録） 承認

51 修正申請A 2012-0147-4 整形外科学 渡邉 航太 腰椎変性側弯症の遺伝子解析に関する研究 承認

52 修正申請A 2012-0212-5
外科学（一般・
消化器）

岡林 剛史
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）

承認

53 修正申請A 2012-0296-6 眼科学 内野 裕一 福島第一原発作業者に対する眼科検診研究 承認

54 修正申請A 2012-0454-6
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
手術部位感染（SSI）サーベイランスに基づく手術部位感
染リスク因子の後ろ向き解析

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

55 修正申請A 2013-0011-10 眼科学 清水 映輔
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

56 修正申請A 2013-0207-9
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

承認

57 修正申請A 2013-0444-2
内科学（腎臓・
内分泌・代謝）

伊藤 裕 外来糖尿病患者の治療満足度に関する経年的調査 承認

58 修正申請A 2014-0005-4
内科学（腎臓・
内分泌・代謝）

税所 芳史 糖尿病患者の治療状況調査 承認

59 修正申請A 2014-0016-4 内科学（血液） 森 毅彦
骨髄異形成症候群における移植決断からの治療戦略に
関する前方視的検討

保留（事務局確認）

60 修正申請A 2014-0053-5
放射線科学（治
療）

茂松 直之
4次元放射線治療計画装置を使用した放射線治療の新展
開　－4次元CTを用いた標的腫瘍ならびに正常臓器の動
態に関する後ろ向き観察研究－

承認

61 修正申請A 2014-0068-5
内科学（リウマ
チ・膠原病）

竹内 勤
自己免疫疾患（主に関節リウマチ）患者試料を用いた疾
患・病態形成におけるフラクタルカインの役割の検討

保留（事務局確認）

62 修正申請A 2014-0109-11 脳神経外科学 佐々木 光
抗てんかん薬レベチラセタムの、グリオーマにおけるてん
かん発作抑制効果およびMGMT発現抑制効果における
有用性の検討（第Ⅱ相臨床研究）

保留（事務局確認）

63 修正申請A 2014-0315-4 泌尿器科学 大家 基嗣
単孔式およびReduced Port腹腔鏡手術の手技、安全性
および有用性についての検討

保留（事務局確認）

64 修正申請A 2014-0426-2 耳鼻咽喉科学 大石 直樹 難聴者の聴覚再獲得時における中枢性変化の画像解析 承認

65 修正申請A 2014-0428-6 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

66 修正申請A 2015-0048-3 小児科学 飛彈 麻里子
小児CKD患者におけるGFRtrajectory、GFR変動性、血圧
変動性と腎機能予後との関係

承認

67 修正申請A 2015-0050-11 整形外科学 渡邉 航太 MRIにおける脊椎加齢性変化の縦断的研究 承認

68 修正申請A 2015-0070-7 精神・神経科学 三村 将
うつ病に対する認知行動療法の脳機能画像アプローチに
よる治療機序の解明：ランダム化比較試験

承認

69 修正申請A 2015-0071-6
放射線科学（診
断）

奥田 茂男 4DフローMRIを用いた血流評価の有用性の検討 承認

70 修正申請A 2015-0082-4
坂口光洋記念
講座（オルガノ
イド医学）

佐藤 俊朗 多施設多領域における消化器癌解析 保留（事務局確認）

71 修正申請A 2015-0148-10
外科学（一般・
消化器）

岡林 剛史
大腸癌の早期診断、治療効果予測に有用なバイオマー
カー・分子生物学的機構の探索

承認

72 修正申請A 2015-0163-4
外科学（一般・
消化器）

岡林 剛史 大腸癌術後フォローアップに関する研究 承認

73 修正申請A 2015-0177-3
産婦人科学（婦
人科）

岩田 卓
緩和ケアを受けた子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌、その他
の婦人科悪性腫瘍の患者の臨床経過および転帰に関す
る検討

承認

74 修正申請A 2015-0234-4
坂口光洋記念
講座（オルガノ
イド医学）

佐藤 俊朗
超音波内視鏡穿刺吸引術検体からの腫瘍組織培養の樹
立とIn vitro薬剤感受性の解析

保留（事務局確認）

75 修正申請A 2015-0244-2
内科学（消化
器）

岩崎 栄典 胆膵内視鏡手技に関する前向きレジストリー研究 承認

76 修正申請A 2015-0245-2
内科学（消化
器）

岩崎 栄典
胆膵内視鏡処置における有用性と合併症に関する臨床
情報を用いた後向き観察研究

承認

77 修正申請A 2015-0260-3
内科学（リウマ
チ・膠原病）

竹内 勤
高安動脈炎と巨細胞性動脈炎の治療の現状とその有効
性と安全性に関する観察研究

承認

78 修正申請A 2015-0284-5 整形外科学 渡邉 航太
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

承認

79 修正申請A 2015-0287-4
内科学（消化
器）

金井 隆典 十二指腸腫瘍患者における腸内細菌叢プロファイル 承認

80 修正申請A 2015-0295-6
産婦人科学（婦
人科）

岩田 卓 がん患者免疫状態を反映するがん遺伝子変異の探索 承認
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81 修正申請A 2015-0370-2 小児科学 山岸 敬幸
ファロー四微症修復手術後の成人における大動脈基部
拡大に関する前向きコホート研究

承認

82 修正申請A 2015-0397-4 眼科学 篠田 肇 網膜病態とマクロファージの関連の検討 承認

83 修正申請A 2015-0432-5 小児科学 長谷川 奉延
機能亢進型GNAS変異関連疾患の表現型スペクトラムに
関する研究

承認

84 修正申請A 2016-0075-9 麻酔学 森崎 浩
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

承認

85 修正申請A 2016-0100-5 小児科学 高橋 孝雄
早産児の呼吸及び神経学的予後に関する後ろ向き包括
研究

承認

86 修正申請A 2016-0111-2 眼科学 結城 賢弥
次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT）における生活
習慣とドライアイとの関連

承認

87 修正申請A 2016-0121-5
衛生学公衆衛
生学

岡村 智教
既存資料を用いた栃木県脳卒中啓発プロジェクトの効果
に関する研究

承認

88 修正申請A 2016-0133-7 精神・神経科学 山縣 文
3-Tesra MRI装置による脳の構造画像ならびに機能画像
の健常者コントロール用データベース構築

承認

89 修正申請A 2016-0142-6 眼科学 根岸 一乃 Japan eye model作成に向けた多施設研究 承認

90 修正申請A 2016-0216-4
内科学（消化
器）

正岡 建洋 食後期胃運動調節機構の検討 承認

91 修正申請A 2016-0249-6
内科学（循環
器）

遠藤 仁
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

承認

92 修正申請A 2016-0299-3 眼科学 結城 賢弥
次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）における眼疾
患と幸福度の関連

承認

93 修正申請A 2016-0323-4
リハビリテーショ
ン医学

里宇 明元
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

保留（事務局確認）

94 修正申請A 2017-0012-4 精神・神経科学 田渕 肇
22q11.2欠失症候群における脳内ドーパミンおよびGABA
神経伝達機能と精神症状との関連に関する研究

承認

95 修正申請A 2017-0039-3 皮膚科学 舩越 建 皮膚リンパ腫臨床統計調査研究 承認

96 修正申請A 2017-0043-6 小児科学 山岸 敬幸 遺伝性心血管疾患に関連する遺伝子変異解析研究 承認

97 修正申請A 2017-0059-5 形成外科学 矢澤 真樹 皮下脂肪組識からの血小板様細胞の作成に関する検討 承認

98 修正申請A 2017-0110-3
産婦人科学（産
科）

丸山 哲夫 絨毛・胎盤の形成および機能に関する研究 承認

99 修正申請A 2017-0128-4
内科学（消化
器）

浜本 康夫
高齢（70歳以上）の切除可能病期胸部食道扁平上皮がん
患者に対する高齢者アセスメントツールの前向き観察研
究

承認

100 修正申請A 2017-0253-5
リハビリテーショ
ン医学

川上 途行
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

承認

101 修正申請A 2017-0264-3
リハビリテーショ
ン医学

川上 途行
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

承認

102 修正申請A 2017-0300-2
衛生学公衆衛
生学

武林 亨 データ統合のための妥当性研究 承認

103 修正申請A 2017-0304-2
外科学（一般・
消化器）

林田 哲
AQUARIUS試験：乳がん患者のQOLと症状に関する実態
調査

承認

104 修正申請A 2017-0365-2 眼科学 榛村 重人 眼瞼清拭を併用した眼科診療に関する研究 承認

105 修正申請A 2017-0369-3 解剖学 久保田 義顕
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

承認

106 修正申請A 2017-0382-3 眼科学 篠田 肇
眼内血管新生性疾患および眼内滲出性疾患に対するベ
バシズマブ（商品名アバスチン）注射

承認

107 修正申請A 2017-0383-3 眼科学 篠田 肇
黄斑下血腫に対するモンテプラーゼ（商品名クリアクター）
注射

承認
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108 修正申請A 2017-0404-4 眼科学 清水 映輔 IgG4関連眼疾患のレトロスペクティブ調査 承認

109 修正申請A 2017-0407-3
医学部内視鏡
センター

細江 直樹 カプセル内視鏡向け新画像処理アルゴリズムの性能検証 承認

110 修正申請A 2017-0408-2 形成外科学 矢澤 真樹 創傷における治癒過程の評価方法に関する検討 承認

111 修正申請A 2018-0019-3
保健管理セン
ター

森 正明
慶應義塾大学教職員を対象とする出生体重および学生
時健診データと心血管病発症リスクの関連性評価のため
の後向き研究

承認

112 修正申請A 2018-0027-2 眼科学 川島 素子
眼科神経因性疼痛症患者における眼疼痛の重症度と関
連因子の検討

承認

113 修正申請A 2018-0070-4 内科学（神経） 滝沢 翼 一次性頭痛の診療実態調査研究 承認

114 修正申請A 2018-0097-4
医療政策・管理
学

宮田 裕章
AIを用いた消化器領域の腫瘍性病変におけるCT診断支
援システム開発研究

承認

115 修正申請A 2018-0180-2 救急医学 佐々木 淳一 大腿骨近位部骨折に対する早期手術の有用性の検討 承認

116 修正申請A 2018-0196-2 救急医学 佐々木 淳一
平成28年（2016年）熊本地震における被災地内災害拠点
病院の患者状況に関する研究

承認

117 修正申請A 2018-0198-2 脳神経外科学 秋山 武紀
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

承認

118 修正申請A 2018-0206-3 眼科学 清水 映輔
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

119 修正申請A 2018-0212-2 小児科学 長谷川 奉延 小児精神保健疾患の診療に関する研究 承認

120 修正申請A 2018-0222-2 救急医学 佐々木 淳一
四肢外傷手術における術前lactate clearance と術後合併
症に関する検討

承認

121 修正申請A 2018-0279-2 救急医学 佐々木 淳一 当院に搬送された四肢開放骨折症例に関する検討 承認

122 修正申請A 2018-0282-3 眼科学 篠田 肇 眼科領域の多因子疾患に関する遺伝子研究 承認

123 修正申請A 2018-0286-2 眼科学 篠田 肇 加齢黄斑変性の治療効果に関する多施設共同研究 承認

124 修正申請A 2018-0318-2
内科学（リウマ
チ・膠原病）

金子 祐子 非HIV患者における免疫再構築症候群の後方視的検討 承認

125 修正申請A 2018-0334-2
リハビリテーショ
ン医学

川上 途行
脳卒中後の麻痺側上肢の使用頻度に関連する因子の後
方視的解析

承認

126 修正申請A 2018-0337-2
内科学（消化
器）

正岡 建洋 機能性消化管障害のRome IV基準研究 承認

127 修正申請A 2018-0341-2 脳神経外科学 吉田 一成 脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査） 保留（事務局確認）

128 修正申請A 2018-0360-2
リハビリテーショ
ン医学

川上 途行
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

承認

129 修正申請A 2018-0365-3
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

130 修正申請A 2018-0366-3 精神・神経科学 三村 将
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

承認

131 修正申請A 2019-0020-4 脳神経外科学 佐々木 光
「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

承認

132 修正申請A 2019-0030-3 整形外科学 松本 守雄
日本整形外科学会手術症例データベース（JOANR）構築
に関する研究

承認

133 修正申請A 2019-0064-2
放射線科学（診
断）

井上 政則
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

承認

134 修正申請A 2019-0079-2 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

6



2020年3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

135 修正申請A 2019-0097-2 眼科学 川島 素子 若者における強み活用感と心理的ウェルビーングの検討 承認

136 修正申請A 2019-0152-2 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

137 修正申請A 2019-0182-3
リハビリテーショ
ン医学

金子 文成
脳卒中片麻痺患者に対する視覚刺激による運動錯覚と
神経筋電気刺激の併用効果に関する研究

承認

138 修正申請A 2019-0207-2 脳神経外科学 戸田 正博 経鼻内視鏡手術におけるフロシールの有効性の解析 承認

139 修正申請A 2019-0235-2 眼科学 篠田 肇
難治性ウイルス眼感染疾患に対する包括的迅速PCR 診
断

承認

140 修正申請A 2019-0247-2
内科学（腎臓・
内分泌・代謝）

目黒 周

電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用し
た糖尿病に関する臨床情報収集に関する研究 
(略称：診療録直結型全国糖尿病データベース事業、
Japan Diabetes compREhensive database project based
on an Advanced electronic Medical record System、J-
DREAMS)

承認

141 修正申請B 2011-0133-28 皮膚科学 高橋 勇人 アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析 承認

142 修正申請B 2011-0221-4 眼科学 榛村 重人 ヒト皮膚幹細胞SKPsから角膜内皮細胞への分化誘導 承認

143 修正申請B 2011-0348-6
産婦人科学（婦
人科）

青木 大輔
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

承認

144 修正申請B 2011-0364-7 内科学（神経） 中原 仁
中枢神経疾患に対する磁気共鳴画像・ミエリンマップによ
る評価法の確立

承認

145 修正申請B 2012-0042-7

日本メドトロニッ
ク、バイオトロ
ニック不整脈先
端治療学寄附
講座

勝俣 良紀
心筋・結合織・血管壁異常に基づく循環器疾患の包括的
遺伝子診断システムの構築

承認

146 修正申請B 2012-0395-8
内科学（消化
器）

中本 伸宏 急性・慢性肝疾患における免疫寛容機構の解明 承認

147 修正申請B 2013-0393-7
医学部臨床遺
伝学センター

小崎 健次郎
がん関連遺伝子に対する遺伝子検査の有用性、および
新規がん関連遺伝子の探索研究(家族性・若年性のがん
及び遺伝性腫瘍に関する診断と研究)

承認

148 修正申請B 2014-0203-13
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

保留（副委員長確
認）

149 修正申請B 2014-0250-6 耳鼻咽喉科学 小澤 宏之
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

承認

150 修正申請B 2014-0271-5
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

151 修正申請B 2014-0473-5
外科学（一般・
消化器）

尾原 秀明
慶應義塾大学外科・関連多施設ならびに全国多施設にお
ける大動脈瘤治療を解析する観察研究

承認

152 修正申請B 2014-0479-9
内科学（リウマ
チ・膠原病）

大友 耕太郎
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

保留（事務局確認）

153 修正申請B 2015-0073-7
外科学（一般・
消化器）

尾原 秀明 末梢血管疾患診療に関する多施設共同観察研究 承認

154 修正申請B 2015-0076-3
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
JCOG0502-A1：臨床病期（clinical-T1NOMO）食道癌にお
ける予後予測および治療効果予測因子の研究

承認

155 修正申請B 2015-0235-3 耳鼻咽喉科学 小川 郁
ヒト全遺伝子あるいはその一部を対象とした難聴の遺伝
子解析と臨床応用に関する研究

承認

156 修正申請B 2015-0357-3
医学部内視鏡
センター

細江 直樹
上部消化管出血に関する臨床情報を用いた前向き観察
研究

承認

157 修正申請B 2016-0166-4 整形外科学
中山 タラント ロ
バート

粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫における
NY-ESO-1の発現と臨床成績に関する研究　- 骨軟部肉
腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 –

承認

158 修正申請B 2016-0276-8 皮膚科学 天谷 雅行 患者検体を用いた皮膚炎症の病態解明 承認

159 修正申請B 2016-0333-3 病理学 金井 弥栄
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

承認
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160 修正申請B 2017-0027-4 小児科学 高橋 孝雄
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

承認

161 修正申請B 2017-0118-5
医学部病理診
断部

亀山 香織
AI 等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-
WSI）の収集基盤整備と病理支援システム開発

承認

162 修正申請B 2017-0188-2 耳鼻咽喉科学 小澤 宏之
頸動脈小体腫瘍症例の血縁者採血による、新規原因遺
伝子の解明

承認

163 修正申請B 2017-0198-3
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

164 修正申請B 2017-0213-9

日本メドトロニッ
ク、バイオトロ
ニック不整脈先
端治療学寄附
講座

勝俣 良紀 心血管疾患の包括的遺伝子診断システムの構築研究 承認

165 修正申請B 2017-0292-5
内科学（循環
器）

香坂 俊 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 承認

166 修正申請B 2017-0306-3 眼科学 清水 映輔 ドライアイにおける眼表面と腸内細菌叢の検討 承認

167 修正申請B 2017-0350-5 眼科学 清水 映輔 造血幹細胞移植前後の眼合併症と視機能の検討 承認

168 修正申請B 2018-0034-3
リハビリテーショ
ン医学

辻 哲也
転移性骨腫瘍患者のリハビリテーションに関する研究（後
方視研究）

承認

169 修正申請B 2018-0083-3 内科学（神経） 關 守信
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

承認

170 修正申請B 2018-0119-2 皮膚科学 山上 淳 DPP4阻害薬関連類天疱瘡の実態調査 承認

171 修正申請B 2018-0127-2
歯科・口腔外科
学

宮下 英高
顎骨骨髄炎および顎骨壊死の術前画像診断と病態に関
する観察研究

承認

172 修正申請B 2018-0158-4 泌尿器科学 水野 隆一 希少腎癌を対象としたゲノムプロファイルの検討 承認

173 修正申請B 2018-0174-2
リハビリテーショ
ン医学

川上 途行
片麻痺上肢機能障害に対するhybrid assistive
neuromuscular dynamic stimulation（HANDS）療法の効果
に影響を及ぼす因子の検討

承認

174 修正申請B 2018-0175-3
内科学（消化
器）

中本 伸宏
炎症性腸疾患の免疫バリア低下に関わる腸内細菌種の
解析

承認

175 修正申請B 2018-0202-4
内科学（消化
器）

浜本 康夫
免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象に
関する後ろ向き研究

保留（事務局確認）

176 修正申請B 2018-0237-2 眼科学 川島 素子 「泣くこと」に関する実態調査 承認

177 修正申請B 2018-0305-2
放射線科学（治
療）

深田 淳一
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

承認

178 修正申請B 2018-0319-2 皮膚科学 天谷 雅行 新規乾癬患者の疫学調査 承認

179 修正申請B 2018-0326-4
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
食道癌患者における5-FU静注投与時の血中濃度の個体
間変動に関する研究

承認

180 修正申請B 2018-0333-2 感染症学 長谷川 直樹 抗酸菌症の新規血清診断法の開発研究 承認

181 修正申請B 2018-0352-3 泌尿器科学 小坂 威雄
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の検討

承認

182 修正申請B 2018-0357-2
久光製薬運動
器生体工学寄
附講座

名倉 武雄
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

承認

183 修正申請B 2018-0362-3
内科学（消化
器）

正岡 建洋 便秘治療の後ろ向き研究 承認

184 修正申請B 2018-0369-4
内科学（呼吸
器）

福永 興壱 大人の喘息（成人気管支喘息）に関する食生活調査研究 承認

185 修正申請B 2019-0006-4 泌尿器科学 水野 隆一
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

承認
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186 修正申請B 2019-0055-2
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

187 修正申請B 2019-0076-2
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

188 修正申請B 2019-0106-2 眼科学 清水 映輔
スティーブンスジョンソン症候群/中毒性表皮壊死症の眼
科合併症と視機能の検討

承認

189 修正申請B 2019-0115-2
久光製薬運動
器生体工学寄
附講座

名倉 武雄
運動器機能評価指標を備えた健康診断実施のための基
礎研究

承認

190 修正申請B 2019-0137-2 眼科学 清水 映輔
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

承認

191 修正申請B 2019-0149-2
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

192 修正申請B 2019-0184-3 感染症学 長谷川 直樹
慶應義塾大学病院における流行HIV株およびHIV患者に
ついての調査研究

承認

193 修正申請B 2019-0239-3 精神・神経科学 三村 将
気分障害における寛解と回復に関連した神経回路基盤
の解明に資する縦断MRI研究

承認

194 修正申請B 2019-0257-2
医学部予防医
療センター

清水 良子 細胞老化と大動脈解離発症の関連の検討 承認

9
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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。 

195 受付番号：2019-0229-1 再（再審査（新規）） 

研究責任者：勝俣 良紀（日本メドトロニック、バイオトロニック不整脈先端治療学寄附講座） 

課題名：生体センサを用いた生体情報の性能評価に関する研究開発 

判定：保留（再審査） 

196 受付番号：2019-0311（新規申請） 

研究責任者：加藤 元彦（内科学（消化器）） 

課題名：大腸ポリープ切除周術期における直接経口抗凝固薬(DOAC)の休薬期間に関する非盲検化 

ランダム化比較試験

判定：保留（委員長確認） 

197 受付番号：2019-0326（新規申請） 

研究責任者：名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座） 

課題名：温冷交代刺激による運動後筋疲労回復や安静時筋緊張度緩和効果調査研究 

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。 

198 受付番号：2016-0377-9（修正申請 B） 

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：保留（事務局確認） 

199 受付番号：2017-0255-6 (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 

200 受付番号：2018-0141-4 (修正申請 B) 

研究責任者：浜本 康夫 (内科学（消化器）) 

課題名：標準治療に不応不耐進行胃癌患者に対する Nivolumab 療法の Biomarker 研究 

判定：承認 

201 受付番号：2018-0207-2 (修正申請 B) 

研究責任者：武林 亨 (衛生学公衆衛生学) 

課題名：鶴岡市民を対象とした高齢者のヘルシーエイジングに関する地域コホート 

判定： 承認 

202 受付番号：2018-0243-4 (修正申請 B) 

研究責任者：天谷 雅行 (皮膚科学) 

課題名：炎症性皮膚疾患の遺伝情報解析 

判定：保留（事務局確認） 
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203 受付番号：2019-0171-2 (修正申請 B) 

研究責任者：藤澤 大介 (医学部) 

課題名：診断告知後一年以内のがん患者に対するメンタルへルス不調予防と心理的危機介入のため

の複合的ケース・マネジメント介入：フィージビリティ研究 

判定：承認 

204 受付番号：2019-0216-2 (修正申請 B) 

研究責任者：佐渡 充洋 (精神・神経科学) 

課題名：マインドフルネス認知療法の follow-up engagement program の feasibility study （RCT）

による維持効果および費用対効果の検証 

判定：承認 

205 受付番号：2019-0217-2 (修正申請 B) 

研究責任者：陣崎 雅弘 (放射線科学（診断）) 

課題名：自動車の様々な着座姿勢におけるシートベルトと体幹の位置関係に関する CT 画像を用い

た解析 

判定：承認 

206 受付番号：2019-0266-1 再 (再審査（新規）) 

研究責任者：佐藤 和毅 (医学部スポーツ医学総合センター) 

課題名：学生選手の社会的スキル及びコミュニケーション力と心理的支援要請度の関係性調査研究 

判定：承認 

207 受付番号：2019-0294 (新規申請) 

研究責任者：名倉 武雄 (久光製薬運動器生体工学寄附講座) 

課題名：加速度センサーによる変形性膝関節症に対する新規診断パラメーターの探索 

判定：承認 

208 受付番号：2019-0315 (新規申請) 

研究責任者：神崎 晶 (耳鼻咽喉科学) 

課題名：気象変化相当の大気圧変化時の健常者の身体感覚、自律神経活動変化の解析 

判定：承認 

209 受付番号：2019-0329 (新規申請) 

研究責任者：山縣 文 (精神・神経科学) 

課題名：タブレットによる認知トレーニングの有効性 

判定：保留（事務局確認） 

210 受付番号：2019-0330 (新規申請) 

研究責任者：陣崎 雅弘 (放射線科学（診断）) 

課題名：立位 CT を用いた標準的排尿機能の解明と下部尿路障害の病態解明の検討 

判定：承認 

211 受付番号：2019-0334 (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：うつ病に対する認知行動療法の反芻思考課題を用いた functional MRI による治療機序の

解明：ランダム化比較試験 

判定：承認 
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212 受付番号：2019-0337 (新規申請) 

研究責任者：長谷川 直樹 (感染症学) 

課題名：新型コロナウイルス(2019-novel coronavirus: 2019-nCoV)感染症の制圧を目指した臨床

研究 

判定：承認 

213 受付番号：2019-0338 (新規申請) 

研究責任者：宮田 裕章 (医療政策・管理学) 

課題名：SNS を活用した新型コロナウイルス（COVID-19）に対する個別情報提供システムの実装  

COvid-19: Operation for Personalized Empowerment to Render smart prevention And care 

seeking [COOPERA] 

判定：保留（委員長確認） 

214 受付番号：2019-0339 (新規申請) 

研究責任者：村田 満 (臨床検査医学) 

課題名：新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)抗体検査試薬キットの臨床性能評価 

判定：承認 

以上 


