
 

 

慶應義塾大学医学部倫理委員会 議事録（概要） 

（2021年度 第 8回） 

 

日  時   2021年 11月 29日（月） 17:10～19:30 

場  所   2号館 11階中会議室および WebExによる web 開催 

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 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 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 佐々木 淳一 男 内 自然科学の有識者 出 

委員 金子 祐子 女 内 自然科学の有識者 欠 

委員 山田 洋平 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 磯部 知愛 女 外 一般の立場を代表する者 欠 

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]、小杉 志都子 [予備審査委員] 、飛彈 麻里子 [予備 

審査委員] 

倫理委員会事務局（学術研究支援課（研究倫理担当））：鶴尾、水野、千羽、木村、石倉、鈴木、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 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。 

【1．承認事項】 

1-1 2021年 10月 29日開催 議事録について 

倫理委員会議事録（2021年度第 7回）（案）の確認がなされ承認された。 

【2．審議事項】 

2-1 迅速審査について 

岡村委員長より、資料に基づき、103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、その結果に

ついて報告された。 

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。 

なお、審査結果は以下のとおりである。 
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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 最終判定

1 新規申請 2021-0157 内科学（血液） 菊池 拓
JCOG1411A1 未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫における
予後を予測するバイオマーカーの探索的研究

承認

2 新規申請 2021-0158 脳神経外科学 佐々木 光

JCOG1114C「初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射
前大量メトトレキサート療法＋放射線治療と照射前大量メトトレ
キサート療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持
療法とのランダム化比較試験」の附随研究　臨床検体の解析に
よる PCNSL 予後予測バイオマーカーおよび治療反応性規定因
子の探索的研究に関する研究

承認

3 新規申請 2021-0159
医学部腫瘍セン
ター

浜本 康夫
膠原病併存膵癌に対する全身化学療法についての後ろ向き観
察研究

承認

4 再審査（新） 2021-1047₋1再 眼科学 根岸　一乃 単焦点眼内レンズの中間距離視機能 承認

5 新規申請 2021-1051
内科学（呼吸
器）

正木克宜 デジタルピークフローメータ連携喘息アプリフィージビリティ研究 保留（事務局確認）

6 新規申請 2021-1055 感染症学 長谷川　直樹
プロバイオティクス製剤によるClostridioides（Clostridium）difficile
感染症の予防に関する研究

承認

7 新規申請 2021-1061
医学部　リウマ
チ・膠原病内科

金子　祐子
関節リウマチの遠隔診療に向けたIoTデジタルデバイスによる
日々の生体データ活用法の確立

保留（委員長確認）

8 新規申請 2021-1063
循環器内科学
講座

川上崇史
慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術と
リオシグアトによる薬物療法の費用対効果分析

承認

9 新規申請 2021-1064 形成外科学 貴志 和生 献体遺体を用いた全身の脂肪筋膜構造の解明 承認

10 新規申請 2021-1066 臨床検査医学 鶴田　ひかる 心血管疾患患者の大腿血流速度に与える心機能の影響
保留（副委員長確
認）

11 新規申請 2021-1067
放射線科学教
室（診断）

岩渕　雄
PET　Parametric　Imagingを用いた腫瘍、臓器の糖代謝に関する
研究

承認

12 新規申請 2021-1068
放射線科学教
室（診断）

岩渕　雄
レビー小体病におけるDAT SPECTと脳血流シンチとの相関に関
する研究

保留（事務局確認）

13 新規申請 2021-1069 耳鼻咽喉科 小澤宏之
頭頸部傍神経節腫の発症、腫瘍進展に関わる遺伝子・蛋白発
現についての多施設共同研究

保留（委員長確認）

14 新規申請 2021-1070 脳神経外科学 田村 亮太

Postoperative radiotherapy in newly diagnosed WHO grade II
meningiomas : a multi-institutional study
初発WHO grade II 髄膜腫に対する術後放射線療法の多施設研
究

保留（副委員長確
認）

15 新規申請 2021-1071 内科学（神経） 鈴木 重明
COVID-19ならびにCOVID-19ワクチンと重症筋無力症に関する
観察研究

承認

16 新規申請 2021-1073 腫瘍センター 平田賢郎
「切除不能進行再発胆道癌に対する化学療法の安全性・有効
性」に関する研究

承認

17 新規申請 2021-1075
歯科・口腔外科
学教室

森川暁
マイクロバイオータ解析を用いて産婦人科疾患と口腔環境の関
連性を探索する研究

承認

18 新規申請 2021-1076 医学部 藤澤　大介 集団精神療法の実態と課題に関する全国調査 承認

19 新規申請 2021-1078 薬学部　薬学科 青森 達 ヒドロモルフォンの注射剤から経口剤への換算比の検討 保留（委員長確認）
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20 新規申請 2021-1079
リハビリテーショ
ン医学

金子　文成
手指運動アシストロボットによる日常生活動作支援の実行可能
性検証
−中枢神経障害に起因した運動麻痺者を対象とした研究−

保留（副委員長確
認）

21 新規申請 2021-1080 皮膚科学 谷川　瑛子
光超音波顕微鏡イメージング装置を用いた血管炎の皮膚症状の
観察研究

承認

22 新規申請 2021-1081
医療政策・管理
学

宮田　裕章
レセプトデータ、アンケートデータを用いたCOVID-19が社会・メン
タルヘルスへ及ぼす影響の評価

承認

23 新規申請 2021-1083 臨床検査医学 涌井　昌俊
アガロースゲル電気泳動法による尿蛋白分画で観察されるM蛋
白様バンドの解明

承認

24 新規申請 2021-1084
保健管理セン
ター

西村 知泰
慶應義塾における新型コロナウイルス感染症対策のための観察
研究

承認

25 新規申請 2021-1089 感染症学 長谷川直樹 新型コロナウイルスワクチン職域接種の効果に関する研究 承認

26 再審査（B） 2018-0175-5再
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 保留（事務局確認）

27 修正申請A 2011-0284-9
医学部臨床遺
伝学センター

小崎 健次郎 神経線維腫症・関連疾患群の遺伝子診断システムの構築 承認

28 修正申請A 2011-0285-5
医学部臨床遺
伝学センター

小崎 健次郎 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 承認

29 修正申請A 2011-0286-4
医学部臨床遺
伝学センター

小崎 健次郎 難治性脳形成障害症の遺伝子解析 承認

30 修正申請A 2011-0315-9
産婦人科学（産
科）

丸山 哲夫 女性生殖器官の機能とその幹細胞に関する研究 承認

31 修正申請A 2014-0172-6 耳鼻咽喉科学 藤岡 正人
耳鼻咽喉疾患患者からの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

32 修正申請A 2014-0293-7 小児科学 山岸 敬幸 先天性心疾患を伴う肺高血圧症例の多施設症例登録研究 承認

33 修正申請A 2015-0017-4 泌尿器科学 浅沼 宏
腎移植のため当院に入院・通院されていた患者さんの診療情報
を用いた臨床研究(移植腎生着に寄与する因子の解明と合併症
発生に寄与する因子の解明)(前向き)

承認

34 修正申請A 2015-0018-4 泌尿器科学 浅沼 宏
腎移植のため当院に入院・通院されていた患者さんの診療情報
を用いた臨床研究(移植腎生着に寄与する因子の解明と合併症
発生に寄与する因子の解明)(後向き)

承認

35 修正申請A 2015-0199-3
内科学（循環
器）

福田 恵一
わが国における拡張相肥大型心筋症を対象とした登録観察研
究

承認

36 修正申請A 2015-0235-6 耳鼻咽喉科学 藤岡 正人
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

37 修正申請A 2015-0260-4
内科学（リウマ
チ・膠原病）

鈴木 勝也
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

38 修正申請A 2016-0214-13 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

39 修正申請A 2016-0309-3
内科学（リウマ
チ・膠原病）

鈴木 勝也
大型血管炎（高安動脈炎と巨細胞性動脈炎）の診断・治療の現
状と有効性に関する前向き観察研究

承認
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40 修正申請A 2017-0034-2 内科学（血液） 清水 隆之
日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前
向き観察研究

承認

41 修正申請A 2017-0110-5
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

42 修正申請A 2017-0190-5 救急医学 佐々木 淳一
心肺停止患者における心肺蘇生中の心電図解析アルゴリズム
に関する研究

承認

43 修正申請A 2017-0311-4 内科学（神経） 中原 仁
フマル酸ジメチル治療下多発性硬化症患者におけるq-spaceミエ
リンマップ上の経時的変化に関する観察研究

承認

44 修正申請A 2018-0210-8 精神・神経科学 山縣 文
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

承認

45 修正申請A 2018-0359-4
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘 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 承認

46 修正申請A 2019-0084-5
医学部腫瘍セン
ター

浜本 康夫
胃癌三次治療におけるNivolumabとIrinotecanの臨床成績比較を
目的とした多施設後方視的研究

承認

47 修正申請A 2019-0154-5 感染症学 三木田 馨 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 承認

48 修正申請A 2019-0156-3
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

49 修正申請A 2019-0252-2
産婦人科学（婦
人科）

青木 大輔
子宮頸癌疑い患者を対象としたLC-1000（剥離細胞分析装置）
の子宮頸がん診断支援システムとしての有用性に関する臨床研
究

承認

50 修正申請A 2019-0254-5
医学部予防医
療センター

清水 良子 生活習慣が身体に及ぼす影響の検討 承認

51 修正申請A 2019-0260-6
外科学（一般・
消化器）

岡林 剛史
大腸癌手術症例における炎症性マーカーと血球分画、短期およ
び長期予後に関する臨床研究

承認

52 修正申請A 2019-0285-4
医学部内視鏡
センター

細江 直樹
クローン病術後再発評価におけるカプセル内視鏡評価の意義に
関する検討　―多施設前向きコホート研究―

承認

53 修正申請A 2019-0329-3 精神・神経科学 山縣 文 タブレットによる認知トレーニングの有効性 承認

54 修正申請A 2020-0074-2 内科学（神経） 鈴木 重明
免疫学的手法を用いた重症筋無力症の病態メカニズムの解明
に関する研究

承認

55 修正申請A 2020-0093-3
リハビリテーショ
ン医学

川上 途行
Covid-19陽性患者に対するリハビリテーション介入に関する調
査

承認

56 修正申請A 2020-0104-4
外科学（一般・
消化器）

岡林 剛史 炎症性腸疾患患者の腸管粘膜評価に関する研究 承認

57 修正申請A 2020-0109-2
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
手術アプローチ（開胸、胸腔鏡、ロボット）ごとによる食道切除術
後短期合併症リスク因子の比較検討（日本、オランダ National
databaseを用いた国際共同研究）

承認

58 修正申請A 2020-0119-2
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文 StageIV胃癌の治療に関する多施設共同研究 承認

59 修正申請A 2020-0126-2
坂口光洋記念
講座（オルガノ
イド医学）

佐藤 俊朗
病理サンプル・臨床情報を用いた神経内分泌腫瘍・神経内分泌
癌の生物学的検討

承認
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60 修正申請A 2020-0156-2
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文 上部消化管疾患の診療に関する多施設共同観察研究 承認

61 修正申請A 2020-0167-2
内科学（消化
器）

金井 隆典 炎症性腸疾患に対する術中内視鏡検査の前向きコホート研究 承認

62 修正申請A 2020-0289-2 眼科学 結城 賢弥 視野異常と自動車運転の実態調査 承認

63 修正申請A 2020-0324-2 精神・神経科学 新村 秀人
広場恐怖に対する外来森田療法の有効性評価のための予備研
究

承認

64 修正申請A 2021-0037-3
外科学（一般・
消化器）

岡林 剛史 pStageII結腸癌のハイリスク因子に関する検討 承認

65 修正申請A 2021-0054-3
内科学（呼吸
器）

川田 一郎
既採取検体の病理組織学的検討による
肺がん等胸部悪性腫瘍の生物学的特性とバイオマーカーの研
究

承認

66 修正申請B 2011-0264-16
衛生学公衆衛
生学

武林 亨 鶴岡市民を対象とした地域コホート研究 承認

67 修正申請B 2012-0226-37 皮膚科学 伊東 可寛
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

承認

68 修正申請B 2013-0436-12
リハビリテーショ
ン医学

辻 哲也
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)

承認

69 修正申請B 2014-0242-4 耳鼻咽喉科学 大石 直樹 難聴・聴覚異常感の予後因子に関する臨床的検討 承認

70 修正申請B 2015-0163-6
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

71 修正申請B 2016-0228-4
外科学（一般・
消化器）

長谷川 康
原発性胆汁性肝硬変に対する肝移植後予後因子に関する多施
設前向き研究

承認

72 修正申請B 2016-0273-8 生理学 岡野 栄之
ヒト脳及び疾患特異的iPS細胞/由来神経系細胞におけるエピ
ジェネティクス/トランスクリプトーム/タンパク質解析

承認

73 修正申請B 2016-0408-7
内科学（循環
器）

福田 恵一
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

承認

74 修正申請B 2017-0081-6
内科学（消化
器）

中本 伸宏 肝疾患における遺伝子変異検索および肝臓内免疫細胞の解析 保留（事務局確認）

75 修正申請B 2017-0146-4
外科学（一般・
消化器）

林田 哲 人工知能による乳房超音波画像の学習と診断精度の検証 承認

76 修正申請B 2017-0185-5 耳鼻咽喉科学 関水 真理子 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 保留（委員長確認）

77 修正申請B 2017-0195-7
医学部臨床研
究推進センター

副島 研造
免疫チェックポイント阻害療法を受けた非小細胞肺癌患者の観
察研究

承認

78 修正申請B 2017-0289-7 精神・神経科学 三村 将 電気けいれん療法に関するデータベース構築
保留（副委員長確
認）

79 修正申請B 2017-0408-4 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
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80 修正申請B 2018-0110-2 泌尿器科学 小坂 威雄
高リスク前立腺癌症例に対する根治的前立腺全摘術及び放射
線治療の治療成績に関する前向き観察研究

承認

81 修正申請B 2018-0122-2
外科学（一般・
消化器）

林田 哲
HER2陽性進行・再発乳癌患者に対する3次治療以降のハーセプ
チン＋パージェタ＋エリブリンの安全性および有効性に関する検
討（KOEB2試験）

保留（事務局確認）

82 修正申請B 2018-0152-4 眼科学 根岸 一乃
角膜形状異常眼に対する白内障手術時の眼内レンズ度数計算
の精度の検討

承認

83 修正申請B 2018-0165-3 小児科学 長谷川 奉延 MIRAGE症候群の前方視的サーベイランス研究 承認

84 修正申請B 2018-0301-4
外科学（一般・
消化器）

長谷川 康
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

85 修正申請B 2019-0178-3 耳鼻咽喉科学 小澤 宏之
頭頸部癌患者血漿exosome mRNA 網羅的解析による 
ニボルマブの治療効果予測因子の同定

承認

86 修正申請B 2019-0179-3 精神・神経科学 前田 貴記 認知機能検査（運動制御機能）による精神疾患の病態研究 承認

87 修正申請B 2019-0191-4
産婦人科学（婦
人科）

青木 大輔
治癒切除不能な固形悪性腫瘍における血液循環腫瘍DNAのが
ん関連遺伝子異常及び腸内細菌叢のプロファイリング・モニタリ
ングの多施設共同研究（SCRUM-Japan MONSTAR-SCREEN）

承認

88 修正申請B 2019-0275-5 精神・神経科学 内田 裕之
アルコール依存症患者におけるクロスアディクションの実態：質
問紙調査

承認

89 修正申請B 2019-0289-4 精神・神経科学 前田 貴記
認知機能検査（自己認知の学習機構）による精神疾患の病態研
究

承認

90 修正申請B 2019-0337-7 感染症学 長谷川 直樹
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

承認

91 修正申請B 2019-0338-5
医療政策・管理
学

宮田 裕章

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]

承認

92 修正申請B 2020-0022-3 泌尿器科学 松本 一宏
免疫治療が施行された尿路上皮癌における予後調査とゲノムプ
ロファイルの解明

承認

93 修正申請B 2020-0098-3 薬学部　薬学科 中村 智徳
非小細胞肺がん患者におけるEGFR-TKI、ALK-TKIおよびROS1
阻害薬の治療最適化の検討

承認

94 修正申請B 2020-0153-2
医学部腫瘍セン
ター

平田 賢郎
WJOG13219G　BRAF V600E変異型切除不能進行・再発大腸癌
に対するFOLFOXIRI+/-Bevacizumab療法とDoublet療法の有効
性および安全性に関する後方視的検討

承認

95 修正申請B 2020-0215-3
産婦人科学（婦
人科）

岩田 卓
初発子宮頸がんを患者を対象とした治療後のセクシュアリティの
変化に関する前向きコホート研究

承認

96 修正申請B 2020-0218-3
医学部輸血・細
胞療法センター

山崎 理絵
「末梢血造血幹細胞採取における自動血球分析装置による造血
幹細胞定量法（HPC）の有用性の検討」（略称：HPC-PBSCH）

承認

97 修正申請B 2020-0236-2
内科学（循環
器）

高月 誠司 植込み型心臓電気デバイスの治療成績 承認

98 修正申請B 2020-0318-3
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘 CTAを用いた輪状膵の血管構造の遡及的解析 保留（委員長確認）

99 修正申請B 2020-0331-2
内科学（循環
器）

高月 誠司 不整脈患者における薬物治療および非薬物治療の成績の検討 承認
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100 修正申請B 2020-0335-2 産婦人科学 春日 義史
広汎子宮頸部摘出術後妊娠管理および周産期予後に関する実
態調査

承認

101 修正申請B 2021-0056-3
不整脈先進治
療学寄付研究
講座

白石 泰之 COVID19 関連心臓障害に関する調査研究 承認

102 修正申請B 2021-1024-2
歯科・口腔外科
学教室

宮下 英高 顎矯正手術を実施した患者の術後評価 承認

103 修正申請B 2021-1042-2
医学部腫瘍セン
ター

平田賢郎
切除不能進行再発胆道癌に対するスタチンの有効性を検討する
多施設後ろ向き観察研究

承認



 

 

 

2-2 研究当事者である委員の委員会出席の確認について 

岡村委員長より、審議に先立ち、以下の審議課題の当事者である委員が審議および採決に参加するこ

とができないため、判定の際には退出していただくことが説明された。 

・受付番号：2021-1065 当事者：中谷予備審査委員長（個人情報管理者）  

 

2-3 課題の審議について 

岡村委員長より、本日審議される 14 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。 

 

104 受付番号：2021-1045（新規申請） 

  課題名：二重課題を用いたパーキンソン病の歩行に関する臨床研究  

  研究責任者：關 守信（内科学（神経）） 

  判定：保留（委員長確認） 

105 受付番号：2021-0155-1再（再審査（新規申請）） 

  課題名：着床前診断に関する臨床的研究：脊髄性筋萎縮症Ⅰ型(SMA-04)  

  研究責任者：水口 雄貴（産婦人科学） 

  判定：承認  

106 受付番号：2021-0160（新規申請） 

 課題名：着床前診断に関する臨床的研究：福山型筋ジストロフィー(FCMD-08) 

  研究責任者：水口 雄貴（産婦人科学） 

  判定：承認 

107 受付番号： 2021-0161（新規申請） 

 課題名：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 (DM1-53) 

  研究責任者：水口 雄貴（産婦人科学） 

  判定：承認 

108 受付番号：2021-0162（新規申請） 

 課題名：着床前診断に関する臨床的研究：副腎白質ジストロフィー(ALD-10) 

  研究責任者：水口 雄貴（産婦人科学） 

  判定：承認 

109 受付番号：2021-0163（新規申請） 

 課題名：着床前診断に関する臨床的研究：Fraser症候群(FR-01) 

  研究責任者：水口 雄貴（産婦人科学） 

  判定： 承認 

110 受付番号：2021-1065（新規申請） 

 課題名：トルバプタン使用中の常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者における、ダパグリフロ

ジンの上乗せ効果検討のための、無作為化非盲検クロスオーバー試験 

  研究責任者：内山 清貴（内科学(腎・内・代)） 

  判定： 保留（事務局確認）  

111 受付番号：2021-1072（新規申請） 

 課題名：4mm 以下の無症候性総胆管結石に対する経過観察の有効性を検討するための多施設無作為

化比較試験 

  研究責任者：岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

  判定： 保留（委員長確認）  

112 受付番号：2020-0194-4（修正申請） 

 課題名：非侵襲的なバイタルデータを用いたストレス・ウェルビーイング評価に関する研究開発 

  研究責任者：勝俣 良紀（医学部スポーツ医学総合センター） 



 

 

  判定： 保留（委員長確認）  

 

 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。 

113 受付番号： 2019-0246-2 (修正申請 B) 

  研究責任者: 川上 途行 

 (リハビリテーション医学) 

  課題名： 熟練した医師・療法士の歩行リハビリテーションにおける「暗黙知」の解明 

  判定： 保留（事務局確認） 

114 受付番号： 2020-0177-5 (修正申請 B) 

  研究責任者: 山市 大輔 (精神・神経科学) 

  課題名： 外来森田療法の治療効果研究 

  判定： 保留（副委員長確認） 

115 受付番号： 2021-1027-2 (修正申請 B) 

  研究責任者: 林田 哲 (外科学（一般・消化器）) 

  課題名： LIBRA試験：LINE-ePROを用いた進行再発乳癌に対するアベマシクリブ投与患者に

おける副作用マネジメントのランダム化比較試験 

  判定： 承認 

116 受付番号： 2021-1030-2 (修正申請 B) 

  研究責任者: 山市 大輔 (精神・神経科学) 

  課題名： 「食生活と体重管理の改善のためのオンライン・プログラム：無作為化比較試験」

～MERCI 研究（Mindfulness Eating for RaisingFitness and Control）～ 

  判定： 承認 

117 受付番号： 2021-1077 (新規申請) 

  研究責任者: 福田 恵一 (内科学（循環器）) 

  課題名： PAH 療法新規開始 PAH 患者のリアルワールドコホートを対象として、ガイドライ

ン準拠疾患重症度評価を行う国際共同、非薬物的介入試験 

  判定： 保留（委員長・副委員長確認） 

 

 

 

以上 


	（2021年度　第8回）

