
慶應義塾大学医学部倫理委員会 議事録（概要） 

（2021年度 第 10回） 

日  時   2022年 1月 31日（月） 17:00～20:10 

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 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 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 出 

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 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 磯部 知愛 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 欠 

陪  席 

オブザーバー：中谷 英章[予備審査委員長] 、平田 賢朗[予備審査委員] 、秋山 光浩[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 12月 27日開催 議事録について

倫理委員会議事録（2021年度第 9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、96 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、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 2021-0167 精神・神経科学 三村 将
AYA世代の精神疾患高リスク群における予防的睡眠マネジメント
に関する研究

承認

2 新規申請 2021-0169 整形外科学
中山 タラント ロ
バート

小児悪性骨腫瘍切除後の延長型人工関節置換術の長期成績：
合併症発生率と患肢機能/QOL score

承認

3 新規申請 2021-0170
内科学（呼吸
器）

正木 克宜
日本の実臨床下における好酸球性炎症を伴う重症喘息および
併存疾患に対するメポリズマブの有効性に関する多施設共同、
後ろ向き観察研究（J-Real-Mepo）

保留（副委員長確
認）

4 新規申請 2021-1105
腎臓内分泌代
謝内科

内山 清貴
肥満が腹膜透析関連腹膜炎及び出口部トンネル感染、PD継続
期間に与える影響の検討

保留（事務局確認）

5 新規申請 2021-1107 内科学（神経） 中原　仁
ナタリズマブ投与下の進行性多巣性白質脳症リスクマネジメント
法に関する処方医意識調査

承認

6 新規申請 2021-1108
放射線科学教
室（診断）

中原　健裕 COVID-19ワクチン接種によるPET集積の影響 承認

7 新規申請 2021-1109
電子顕微鏡研
究室

橋口 明典 デジタル画像解析技術を用いた病理診断支援システムの開発 保留（委員長確認）

8 新規申請 2021-1110
内科学（腎臓・
内分泌・代謝）

目黒　周
糖尿病治療薬と血糖コントロールの指標（HbA1c、グリコアルブミ
ン）の関係

保留（委員長確認）

9 新規申請 2021-1111 眼科学 根岸　一乃
近視および強度近視に関連する疾患のゲノムワイド関連解析研
究

保留（事務局確認）

10 新規申請 2021-1112
精神・神経科学
教室

竹内　啓善 初回エピソード統合失調症における長期経過：前向き観察研究 保留（委員長確認）

11 新規申請 2021-1113
腎臓内分泌代
謝内科

内山 清貴
各QOL指標が腹膜透析（PD）患者のPD継続率に与える影響の
検討

承認

12 新規申請 2021-1114
腎臓内分泌代
謝内科

内山 清貴
保存期慢性腎臓病ステージ5の患者におけるトルバプタンの効
果および併用薬や各種パラメータが与える影響についての検討

承認

13 新規申請 2021-1115 内科学（血液） 片岡 圭亮
COVID-19流行が血液疾患患者の受診行動に与える影響の解
析

承認

14 新規申請 2021-1117 臨床検査医学 涌井　昌俊
マトリックスメタロプロテイナーゼ-3（MMP-3）測定用改良試薬の
評価試験

保留（事務局確認）

15 新規申請 2021-1118 眼科学教室 根岸 一乃
超低視力視覚者の視覚評価手法および臨床エンドポイントの探
索

保留（委員長確認）

16 新規申請 2021-1119 臨床検査医学 鶴田ひかる 大動脈弁狭窄症の免疫学的な病態解明 承認

17 新規申請 2021-1120 神経内科 伊澤良兼
慶應義塾大学病院・アライアンス病院におけるがん関連脳梗塞
に関する診療実態調査

承認

18 新規申請 2021-1121
外科学（一般・
消化器）

北郷　実
原発性/転移性肝癌・胆管癌・膵癌の集学的治療成績に関する
多施設共同後ろ向き観察研究

保留（委員長確認）

19 新規申請 2021-1122 精神・神経科学 平野仁一 電気けいれん療法の認知機能への長期的影響について 保留（委員長確認）

20 新規申請 2021-1127 整形外科 中村　雅也 骨髄液からの間葉系幹細胞の抽出及び培養条件の検討 承認

2



2022年1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 最終判定

21 新規申請 2021-1128
腎・代謝ナビ
ゲーション医学
寄附講座

吉野　純
超音波を用いた組織硬度および組織内脂肪量の計測とその臨
床的意義の検討

保留（事務局確認）

22 新規申請 2021-1130
腎臓内分泌代
謝内科

林香
尿中細胞成分の深層学習・画像解析による腎糸球体疾患の早
期診断方法の開発と臨床応用

承認

23 新規申請 2021-1131

ヒルズ未来予防
医療・
ウェルネス共同
研究講座

岸本 泰士郎
高齢者の財産管理に関わる認知機能を推測・把握するための面
談チェックリストの信頼性・妥当性の検証研究

保留（事務局確認）

24 新規申請 2021-1133 精神神経科 三村將 冷えと遺伝的多様性との関連探索的研究 承認

25 新規申請 2021-1134 耳鼻咽喉科学 若林　健一郎 喫煙・受動喫煙と扁桃炎疾患に関する観察研究 承認

26 新規申請 2021-1135
医療政策・管理
学

宮田　裕章
大規模ヘルスケアデータを用いた医学的エビデンス創出のため
の研究

保留（委員長確認）

27 修正申請A 2003-0092-17 生理学 岡野 栄之
ヒト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

28 修正申請A 2004-0034-9 病理学 坂元 亨宇 肝癌、膵癌、胆道癌の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討 承認

29 修正申請A 2005-0002-30 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

30 修正申請A 2011-0142-14 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

31 修正申請A 2011-0237-9
産婦人科学（婦
人科）

山上 亘
若年性子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症に対する高
用量MPA療法の後方視的検討

承認

32 修正申請A 2012-0340-7
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
食道扁平上皮癌における膜タンパクとその関連分子の発現と細
胞動態に与える影響についての研究

承認

33 修正申請A 2013-0061-7
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
食道癌手術における胸管切除とその腫瘍学的効果に関する研
究

承認

34 修正申請A 2013-0147-7 整形外科学 岩本 卓士
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

承認

35 修正申請A 2013-0246-19
内科学（リウマ
チ・膠原病）

金子 祐子 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 承認

36 修正申請A 2015-0294-7
内科学（リウマ
チ・膠原病）

金子 祐子 脊椎関節炎に関する疫学的および病態解明研究 承認

37 修正申請A 2016-0089-6 皮膚科学 天谷 雅行 ヒト皮膚微生物叢の網羅的解析（採取前事前介入あり） 承認

38 修正申請A 2016-0205-6 精神・神経科学 内田 裕之
うつ病に対する電気けいれん療法後寛解維持の生物学的基盤
に関する縦断研究

承認

39 修正申請A 2016-0206-6 精神・神経科学 内田 裕之
電気けいれん療法の急性期作用機序解明に関するマルチモー
ダルでの縦断的観察研究

承認

40 修正申請A 2016-0214-14 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
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41 修正申請A 2017-0036-3 整形外科学 二木 康夫 人工膝関節置換術の臨床成績調査に関する研究 承認

42 修正申請A 2017-0087-4 整形外科学 二木 康夫 整形外科手術後の疼痛対策の研究 承認

43 修正申請A 2017-0213-17
医学部スポーツ
医学総合セン
ター

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

44 修正申請A 2018-0060-3
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文 食道癌発生過程におけるLgr5発現幹細胞の役割に関する研究 承認

45 修正申請A 2018-0074-8
内科学（消化
器）

加藤 元彦
十二指腸上皮性腫瘍のヘリコバクター・ピロリ感染率に関する探
索的前向き観察研究

承認

46 修正申請A 2018-0136-5 整形外科学 岩本 卓士
整形外科疾患における血流スコープを用いた血流評価に関する
研究

承認

47 修正申請A 2018-0302-4
放射線科学（診
断）

陣崎 雅弘 呼吸器外科疾患における立位CTの有用性に関する研究 承認

48 修正申請A 2018-0328-3
医学部臨床研
究推進センター

副島 研造 呼吸器悪性腫瘍に対する癌免疫療法開発に向けた研究 承認

49 修正申請A 2019-0004-2
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文
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

承認

50 修正申請A 2019-0026-4

ヒルズ未来予防
医療・ウェルネ
ス共同研究講
座

岸本 泰士郎
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

承認

51 修正申請A 2019-0053-5 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

52 修正申請A 2019-0115-3
久光製薬運動
器生体工学寄
付研究講座

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 保留（事務局確認）

53 修正申請A 2019-0184-5 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

54 修正申請A 2019-0260-7
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

55 修正申請A 2020-0092-3
外科学（呼吸
器）

朝倉 啓介
肺癌に対するサルベージ手術の安全性と有効性を検討する多
施設共同後ろ向き観察研究

承認

56 修正申請A 2020-0187-2 整形外科学 原藤 健吾 整形外科手術の効率化に関する研究 承認

57 修正申請A 2020-0202-3
産婦人科学（婦
人科）

山上 亘
JGOG　早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術にお
けるアドスプレー®使用による有害事象に関する後向き・前向き
観察研究

承認

58 修正申請A 2020-0233-2 整形外科学 渡邉 航太 高齢者の脊椎・脊髄損傷に関する多施設後ろ向き研究 承認

59 修正申請A 2020-0308-3 整形外科学 渡邉 航太
Meyerding分類1度腰椎変性すべり症に対する除圧術と椎体間
固定術の費用対効果に関する検討―5年追跡―

承認

60 修正申請A 2020-0334-2 整形外科学 渡邉 航太 成人脊柱変形患者に対する脊椎矯正手術の費用対効果の検討 承認

4



2022年1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 最終判定

61 修正申請A 2021-0037-4
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

62 修正申請A 2021-1018-2
耳鼻咽喉科学
教室

甲能 武幸
頭頸部腫瘍の病理学的および分子生物学的解析による腫瘍特
性と診断・治療におけるバイオマーカーの研究

承認

63 修正申請B 2007-0026-8 解剖学 今西 宣晶
医師に対する献体を用いた臨床解剖学教育および臨床解剖研
究の実施

承認

64 修正申請B 2008-0131-21 感染症学 長谷川 直樹 肺非結核性抗酸菌症の臨床データベース研究 保留（事務局確認）

65 修正申請B 2012-0226-38 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

66 修正申請B 2012-0336-16 感染症学 長谷川 直樹
日本人肺非結核性抗酸菌(NTM)症の発症・進展における関わる
遺伝因子の網羅的遺伝子解析（Genome-wide study:GWAS）
（多施設共同研究）

保留（事務局確認）

67 修正申請B 2016-0273-10 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

68 修正申請B 2016-0349-10 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

69 修正申請B 2016-0419-5

ヒルズ未来予防
医療・ウェルネ
ス共同研究講
座

岸本 泰士郎
自然言語処理を用いた精神疾患の定量的評価技術の開発：パ
イロット試験

承認

70 修正申請B 2017-0142-12
衛生学公衆衛
生学

岡村 智教
日常的な健康度を指標とした都市コホート研究（神戸研究）の
データを用いた解析研究

承認

71 修正申請B 2018-0033-5
歯科・口腔外科
学

莇生田 整治 口腔顔面痛外来患者の診断と治療に関する観察研究 承認

72 修正申請B 2018-0301-5
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

保留（事務局確認）

73 修正申請B 2019-0030-5 整形外科学 中村 雅也
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

74 修正申請B 2019-0247-4
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

75 修正申請B 2019-0254-6
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

76 修正申請B 2019-0272-5 小児科学 高橋 孝雄
次世代型電子母子健康手帳システムの基盤としての予防接種
記録の電子化に関する研究

承認

77 修正申請B 2019-0289-5 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

保留（事務局確認）

78 修正申請B 2019-0316-2
内科学（呼吸
器）

安田 浩之
進行肺癌に対するニボルマブ、ペムブロリズマブ、アテゾリズマ
ブ、デュルバルマブ投与症例における既採取腫瘍組織染色によ
る免疫療法の効果予測因子の探索

承認

79 修正申請B 2020-0063-8
内科学（消化
器）

金井 隆典
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の病態解明を目指した多角
的解析(A)

承認
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80 修正申請B 2020-0129-4 精神・神経科学 三村 将
経カテーテル的大動脈弁植込み術適応の高齢患者の医療同意
取得時における精神・神経科支援の効果に関する診療録調査

承認

81 修正申請B 2020-0133-5
医学部内視鏡
センター

筋野 智久
胃癌に対する抗PD-1抗体のバイオマーカーを探索する多施設
前向き観察研究

承認

82 修正申請B 2020-0172-4
内科学（リウマ
チ・膠原病）

金子 祐子
非HIV免疫再構築症候群の疾患の確立とバイオマーカーの研究
開発

承認

83 修正申請B 2020-0210-3
医学部腫瘍セン
ター

平田 賢郎 切除不能進行再発大腸癌における後方治療の前向き観察研究 承認

84 修正申請B 2020-0243-6
内科学（呼吸
器）

福永 興壱
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の長期合併症の実態把
握と病態生理解明に向けた基盤研究

承認

85 修正申請B 2020-0294-2 皮膚科学 舩越 建 乳房外パジェット病に関するアンケート調査 承認

86 修正申請B 2020-0296-3
看護部長室(教
育指導室)

内田 智栄
在宅で安全なポート管理及び抗がん剤投与管理に向けた治療
共有ツールとシステム開発に関する研究

承認

87 修正申請B 2020-0328-2
臨床研究推進
センター

長谷川 奉延
臨中ネットを利活用して効率的に集積したRWDにおけるCOVID-
19症例と併存疾患との関係に関する研究

承認

88 修正申請B 2020-0340-4
医療政策・管理
学

宮田 裕章
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報の取得方
法やその理解に関する実態把握と予防（ワクチン接種等）及び受
療行動の支援に関する研究

承認

89 修正申請B 2021-0034-3
外科学（一般・
消化器）

川久保 博文 人工知能を用いた内視鏡手術支援システムの開発 承認

90 修正申請B 2021-0069-2 精神・神経科学 三村 将 鍼灸治療効果の観察研究 承認

91 修正申請B 2021-0097-2
医学部腫瘍セン
ター

浜本 康夫
プラチナ製剤不応・不耐の消化管原発神経内分泌癌に対するラ
ムシルマブ併用療法の多施設共同後ろ向き観察研究

承認

92 修正申請B 2021-0134-2
外科学（一般・
消化器）

北郷 実
実臨床データを用いた膵癌術後補助化学療法の至適投与期間
に関する検討

承認

93 修正申請B 2021-1017-2 泌尿器科 安水 洋太 ニュベクオ®錠 特定使用成績調査（長期使用）（DAROL） 承認

94 修正申請B 2021-1047-2 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

95 修正申請B 2021-1054-2 泌尿器科学 大家 基嗣
ヒト尿・血液に含まれる或る腎・泌尿器疾患バイオマーカー候補
物質の探索的調査研究

承認

96 修正申請B 2021-1060-2
精神・神経科学
教室

菊地 俊暁
リストバンド型ウェアラブルデバイスデータを用いた抑うつエピ
ソード検出及び重症度評価技術開発のためのデータ収集と機械
学習モデルの構築

承認
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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：2021-1106 当事者：佐々木委員（研究責任者）

・受付番号：2020-0345-3 当事者：中川副委員長（分担者）

・受付番号：2021-1065-2 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。 

97 受付番号：2021-0168（新規申請） 

課題名：JCOG1411：未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に

関するランダム化比較第 III相試験 

研究責任者：菊池 拓（内科学（血液）） 

判定：承認 

98 受付番号：2021-1106（新規申請） 

課題名：心停止後患者に対する初期制限酸素療法：多施設共同 steppedwedge クラスターランダム

化比較試験 

研究責任者：佐々木 淳一（救急医学） 

判定：保留（委員長確認） 

99 受付番号：2021-1124（新規申請） 

課題名：胎児心拍数モニタリングの自動解析システム (Daws-Redmansystem) を用いた胎児健常性

の評価に関する臨床研究 

研究責任者：池ノ上 学（産婦人科学） 

判定：保留（再審査） 

100 受付番号：2021-1125（新規申請） 

課題名：妊娠糖尿病におけるオンライン診療システムの有効性、安全性についての 2群無作為化・

非盲検化並行群間比較試験 

研究責任者：目黒 周（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

判定：保留(委員長確認) 

101 受付番号：2021-1126（新規申請） 

課題名：心不全患者の「こころと眠り」を支援する遠隔看護プログラムに関するパイロットスタデ

ィ 

研究責任者：野末聖香（看護医療学部（信濃町）） 

判定：保留(委員長確認) 

102 受付番号：2021-1129（新規申請） 

課題名：電気けいれん療法の治療効果発現におけるγ帯域神経活動が与える影響の解明 

研究責任者：平野仁一（精神・神経科学） 

判定： 保留（委員長確認） 

103 受付番号：2021-1132（新規申請） 

課題名：自身の作成した遺言への理解と認知機能や金融リテラシーとの関連調査 

研究責任者：岸本 泰士郎（ヒルズ未来予防医療・ウェルネス共同研究講座） 

判定： 保留（再審査） 
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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。 

104 受付番号： 2018-0116-6 (修正申請 B) 

研究責任者: 林田 哲 (外科学（一般・消化器）) 

課題名： 高度催吐性抗癌剤による悪心嘔吐に対するオランザピンとアプレピタントの無作

為化比較第 III相試験 

判定： 承認 

105 受付番号： 2019-0284-4 (修正申請 B) 

研究責任者: 種瀬 啓士 (皮膚科学) 

課題名： アトピー性皮膚炎患者を対象とした、ライフログ情報と医療情報を融合させ診療

に応用するシステム開発研究

判定： 承認

106 受付番号： 2020-0345-3 (修正申請 B) 

研究責任者: 小杉 志都子 (麻酔学) 

課題名： 非がん性疼痛に対する生態学的瞬間評価を用いたインターネット支援型認知行動

療法の効果検証 

判定： 承認 

107 受付番号： 2020-0361-3 (修正申請 B) 

研究責任者: 陣崎 雅弘 (放射線科学（診断）) 

課題名： 自然立位・座位が運動器の形態・機能に及ぼす影響―画像的検討 

判定： 承認 

108 受付番号： 2021-1065-2 (修正申請 B) 

研究責任者: 内山 清貴 (腎臓内分泌代謝内科) 

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

判定： 承認

109 受付番号： 2021-1103-1 再 (再審査（新）) 

研究責任者: 柏木 和弘 (ヒルズ未来予防医療・ウェルネス共同研究講座) 

課題名： 持続血糖測定モニタリング（CGM）およびウェアラブルデバイスを用いた血糖変動

と精神状態や活動の関連性についての探索的検証と食行動介入によるこれらへの

影響の調査：フィージビリティスタディ 

判定： 承認 

110 受付番号： 2021-1123 (新規申請) 

研究責任者: 陣崎 雅弘 (放射線科学教室（診断）) 

課題名： 座位 CT を用いた標準的嚥下機能の解明と嚥下機能障害の病態解明 

判定： 承認 

以上 
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