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医 学 部 倫 理 委 員 会 記 録             （26-10） 
 
日   時 ：平成 27 年 2 月 23 日 （月） 17:00～19：40 

場   所 ：新棟 11 階 中会議室・第三会議室 

委員長 ：大前和幸 

副委員長：佐藤裕史、小崎健次郎 

委   員 ：高橋孝雄、半田誠、仲嶋一範、大喜多肇、村田満、増井徹、木村彰男、奈良雅俊、 

田村京子、矢田部菜穂子、唐澤貴夫、大生定義、木村チヅ子、馬上祐子 

予備審査委員：神山圭介、谷川瑛子、浅沼宏 

オブザーバー：中川敦夫 

 

欠席者  

委 員 ：竹内裕也、天野慎介 

 

事務局：倫理委員会事務局（鎌倉、今井、和田、土濱） 

 
（以上、敬称略） 

 
議 事： 

１． 倫理審査 

   次の倫理審査申請課題についてそれぞれ審議し、判定した。 
審議に先立ち事務局から審議課題の当事者である委員が審議および採決に参加できないこと、 
および、本日委員会出席の委員には審議課題の当事者がいないことが報告された。 

 
1 受付番号: 2014-385 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 筋緊張性ジストロフィー(DM1-18) 

 判 定: 承認 

     

2 受付番号: 2014-379 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 筋緊張性ジストロフィー(DM1-22) 

 判 定: 承認 

   

3 受付番号: 2014-380 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 筋緊張性ジストロフィー(DM1-23) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

4 受付番号: 2014-381 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 筋緊張性ジストロフィー(DM1-24) 

 判 定: 承認 

 

5 受付番号: 2014-370 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: フェムトセカンドレーザー・角膜リング（フェラーラリング）を用いた円
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錐角膜の治療 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2014-388 （新規） 

 申請者(研究責任者): 村上 康二（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 人間ドック受診者を対象とした FDG-PET、アミロイドイメージングによるア

ルツハイマー病発症リスクの検討 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

7 受付番号: 2014-443 （新規） 

 申請者(研究責任者): 村上 康二（放射線科学（診断科)） 

 課題名: FDG-PET/CT の不明熱診断への応用 － ガリウム SPECT との比較研究（略

称：JPET-FUO） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2014-412 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 機能性ディスペプシアが労働生産性に与える影響の評価 

 判 定: 保留（佐藤副委員長確認） 

   

9 受付番号: 2014-421 （新規） 

 申請者(研究責任者): 莇生田 整治（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 唾液腺癌に対する TS-1 補助化学療法の有効性に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2014-435 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 近視学童における 0.01%アトロピン点眼剤の近視進行抑制効果に関する研

究 

 判 定: 保留（佐藤副委員長確認） 

 

 

２． 迅速倫理審査報告 

   次の迅速倫理審査申請課題についてそれぞれ報告があった。 
 

 

11 受付番号: 2013-175-9 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 

 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2014-312-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 小川 郁（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 鼻粘膜を中心とした非免疫細胞による免疫応答に関する検討 

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2014-356-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 
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 課題名: 黄斑下血腫に対するモンテプラーゼの有効性の評価 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

14 受付番号: 2014-357-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 新しく開発された MRI 撮像法における至適撮像条件の検討 

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 18-3-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 強皮症の遺伝的素因に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

16 受付番号: 18-70-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 藤田 眞幸（法医学） 

 課題名: 青壮年男子に発症する原因不明の突然死（いわゆるポックリ病）に関する

遺伝子解析（共同研究としての遺伝子解析の研究、後ろ向き研究） 

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 20-60-7 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 膠原病に伴う早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する薬剤介入の効

果の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

18 受付番号: 20-112-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 全身性強皮症におけるスタチン製剤の血管修復および血流改善効果に関す

る検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

19 受付番号: 20-191-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 高齢者の進行・再発非小細胞肺癌に対するエルロチニブの有効性と安全性

についての検討 -Phase Ⅱstudy- 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2009-52-8 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: ヒト表皮におけるタイトジャンクションバリアと免疫応答機構の検討 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2009-189-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 有光 威志（小児科学） 

 課題名: 近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能の解明 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2009-204-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 
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 課題名: 網膜変性疾患の異常遺伝子の同定と解析 

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2010-031-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 自己免疫疾患における免疫担当細胞の分析および制御機序の解明 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

24 受付番号: 2010-320-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 混合性結合組織病の関連遺伝子検索に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

25 受付番号: 2011-022-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2011-049-7 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: 進行期悪性黒色腫に対するカルボプラチン・パクリタキセル併用ペプチド

パルス樹状細胞ワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2011-068-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: ペラミビル水和物の気道上皮被覆液中薬物動態の検討 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2011-111-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: ヒト型化抗 IL-6 受容体抗体（トシリズマブ）の全身性強皮症に対する影響

を探索する無作為比較多施設試験 (公開用課題名：強皮症に対するトシリ

ズマブの効果検討) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

29 受付番号: 2011-125-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 安部 貴人（内科学（神経）） 

 課題名: 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験

（略称 ATACH2 Study） 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2011-181-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 皮膚筋炎関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認（多施設共同研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

31 受付番号: 2011-221-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 
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 課題名: ヒト皮膚幹細胞 SKPs から角膜内皮細胞への分化誘導 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2011-354-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 清水 隆之（内科学（血液）） 

 課題名: JALSG 参加施設に新たに発生する全 AML、全 MDS、全 CMML 症例を対象とした

5年生存率に関する観察研究（前向き臨床観察研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

33 受付番号: 2011-386-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌における宿主抗腫瘍免疫に関与する新たな予後因子についての研

究 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2012-181-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病におけるインターネット支援型認知行動療法の有効性に関する単盲

検ランダム化 waiting-list 比較対照試験 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-225-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 筋炎・強皮症関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認（多施設共同研

究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

36 受付番号: 2012-231-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 堀 進悟（救急医学） 

 課題名: 入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 

 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2012-324-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 運転者、特に高齢運転者の安全に関わる視覚機能の解明のための基礎デー

タ取得 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-443-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝胆膵疾患に対する外科的治療の妥当性・有効性の解析 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-491-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: エクササイズプログラム実施による精神的健康およびドライアイの改善効

果の検討－企業従業員を対象とした介入－ 

 判 定: 承認 
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40 受付番号: 2012-507-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 広瀬 信義（百寿総合研究センター） 

 課題名: 人類史上最長寿男性の事例報告 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-537-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 臨床医療画像を用いたコンピュータ診断補助システムの開発 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-539-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: コンタクトレンズ装用ドライアイ患者におけるレバミピド懸濁点眼液と人

工涙液の比較検討 

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2012-545-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 切除不能進行再発大腸癌を対象とする、パニツムマブ好適症例に関する検

討・多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2013-015-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後での消費行動の変化 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2013-040-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: ヘリコバクター・ピロリ陽性ディスペプシア患者の菌株由来原因因子の探

索 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2013-075-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 

 課題名: 院外心停止蘇生後患者に対する水素添加酸素吸入療法の安全性と有効性の

検討 The Effect and Safety of Hydrogen Inhalation on Outcome Following 

Brain Ischemia During Post Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2013-082-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: 進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量IL-2併用の短

期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の第Ⅰ相臨床試験 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2013-105-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 大動脈瘤及び大動脈解離における炎症メディエーターに関する研究 
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 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2013-445-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高山 美智代（予防医療センター） 

 課題名: 人間ドック受診者のメタボリックシンドロームと骨密度の関係 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2013-451-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 中耳常在細菌叢のメタゲノム解析に関する研究 

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2013-453-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 目黒 周（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 臨床研究のための糖尿病臨床データベース解析 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2013-481-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 里宇 明元（リハビリテーション医学） 

 課題名: 急性期脳卒中片麻痺患者における基本動作時の酸素摂取量と Metabolic 

equivalents 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2014-062-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 佐野 元昭（内科学(循環器)） 

 課題名: T リンパ球の免疫老化と加齢性疾患との相関の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

54 受付番号: 2014-072-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学） 

 課題名: 救急診療音声認識開発向け言語辞書開発・研究協力および病院診療録(電子

カルテ)所見データ利用 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2010-266-6 （修正Ａ(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: MRI を用いた膝前十字靱帯再建術後の移植腱の質的評価に関する研究 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 15-57-10 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: ヒト皮膚・粘膜腫瘍・腫瘍類以性病変の遺伝子発現解析と生物学的特性の

検討 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 17-2-13 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 効果的治療法選択のための脳腫瘍の遺伝子解析 

 判 定: 保留（再審査） 
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58 受付番号: 19-81-12 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学） 

 課題名: 検体採取と保存へご協力のお願いと遺伝情報に応じた治療法の確立 

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

59 受付番号: 20-180-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岩田 卓（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸部腫瘍におけるヒトパピローマウイルス感染の関与と他のリスク因

子との相互作用 

 判 定: 承認 

   

   

60 受付番号: 2009-205-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 加齢黄斑変性における Angptl2 の関与の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

61 受付番号: 2011-133-8 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 天谷 雅行（皮膚科学） 

 課題名: アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析 

 判 定: 承認 

 

62 受付番号: 2011-171-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 肺癌の遺伝子発現解析の生物学的特性ならびに診断・治療におけるバイオ

マーカーの研究 

 判 定: 承認 

   

63 受付番号: 2011-250-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 丸山 哲夫（産婦人科学（産科）） 

 課題名: 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 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

64 受付番号: 2012-039-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 森田 林平（微生物学・免疫学） 

 課題名: ヒト免疫細胞を他系列の免疫細胞へ直接転換する方法の開発 

 判 定: 保留（再審査） 

   

65 受付番号: 2012-122-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: ヒトリンパ管腫由来リンパ管内皮細胞の解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2012-180-6 （修正Ｂ） 

 申請者(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 
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67 受付番号: 2012-226-12 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2012-360-8 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: 遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、HMG-CoA 還元

酵素阻害剤とコレステロールの外用による治療の試み 

 判 定: 承認 

   

69 受付番号: 2012-395-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 急性・慢性肝疾患における免疫寛容機構の解明 

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2012-466-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝臓、膵臓、胆道癌患者の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討からバイ

オマーカーの探索 

 判 定: 保留（再審査） 

   

71 受付番号: 2012-476-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 静脈奇形に対する硬化療法の安全性、有効性の検討 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2013-023-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 心臓弁膜症の診療・予後調査のレジストリ研究 

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2013-025-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久松 理一（内科学（消化器）） 

 課題名: 非特異性多発性小腸潰瘍症の病態研究と治療標的の探索研究 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2013-064-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岩田 卓（産婦人科学） 

 課題名: 腫瘍径 2cm 以下の子宮頸癌 IB1 期に対する準広汎子宮全摘術の非ランダム

化検証的試験 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2013-106-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 大動脈解離における血液バイオマーカーの検討に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

76 受付番号: 2013-184-4 （修正Ｂ） 



 10

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

77 受付番号: 2013-199-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 齋藤 康一郎（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: コーンビーム CT を用いた喉頭、気管の形状の測定 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2013-221-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: Fuchs 角膜内皮変性症患者の原因遺伝子解析、iPS 細胞の樹立とそれを用い

た疾患解析に関する研究 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2013-266-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 進行肺がん患者およびその家族が抱える問題に関する調査 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-316-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 黒田 達夫（外科学(小児)） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2013-431-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 里宇 明元（リハビリテーション医学） 

 課題名: 脳卒中片麻痺患者における上肢到達運動(リーチ運動)の評価 - 臨床用動

作解析システムの構築 

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2013-456-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 粟津 緑（小児科学） 

 課題名: 小児 CKD 患者における尿中マグネシウム排泄率の検討 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2013-501-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 杉野 吉則（予防医療センター） 

 課題名: 逆流性食道炎の程度と生活習慣の関連性の検討 

 判 定: 承認 

   

84 受付番号: 2013-502-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 杉野 吉則（予防医療センター） 

 課題名: 十二指腸線腫および十二指腸がんの発生リスク因子の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2014-037-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸がん検診における HPV 検査の有効性評価研究 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2014-052-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチ患者を対象とした新規血中インフリキシマブ濃度検出用試薬

の既存 ELISA 法との相関性等に関する研究 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2014-082-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 末梢動脈疾患治療に関する多施設前向き研究 

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2014-134-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: Infliximab, Adalimumab による炎症性腸疾患の個別化療法の確立 

 判 定: 承認 

   

89 受付番号: 2014-150-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肺障害と大腸がん肺転移に関する後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2014-157-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 並木 淳（救急医学） 

 課題名: 院外心停止蘇生後患者における瞳孔の客観的評価による神経予後予測 

 判 定: 承認 

   

91 受付番号: 2014-183-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 後縦靭帯骨化症における骨化靭帯の遺伝子発現・組織解析，ならびに骨化

靭帯由来の幹細胞培養系の樹立 

 判 定: 承認 

   

92 受付番号: 2014-240-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 小崎 健次郎（臨床遺伝学センター） 

 課題名: マルファン疾患群の発症機構の解明と治療法の開発 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

93 受付番号: 2014-262-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 久保 亮治（皮膚科学） 

 課題名: Darier 病の皮膚症状に対する、COX2 阻害薬の外用による治療の試み 

 判 定: 承認 

   

94 受付番号: 2014-270-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: 表情・瞬目モニタリングによる客観的うつ病・躁うつ病症状の評価 

 判 定: 承認 

   



 12

95 受付番号: 2014-274-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 瞼ブラシを用いた眼瞼清拭の安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2014-313-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: オランザピンによる術後悪心嘔吐の予防(プレリミナリースタディ) 

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2014-341-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 慢性肝疾患に伴う低酸素血症に対する肝移植の現状と予後調査：多施設共

同後ろ向き研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

98 受付番号: 2011-011-4 （修正Ｂ(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2014-343 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 角膜内皮移植手術(DMEK)における VisionBlue(R)による角膜内皮染色 

 判 定: 保留（その他の確認；次月） 

   

100 受付番号: 2014-382 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道癌術後合併症と予後に関する観察研究 

 判 定: 承認 

   

101 受付番号: 2014-383 （新規） 

 申請者(研究責任者): 矢作 直久（腫瘍センター（低侵襲療法研究開発部門）） 

 課題名: 内視鏡治療後粘膜欠損部に対する内視鏡的粘膜縫合法に関する探索的臨床

研究 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2014-384 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 文（病理診断部） 

 課題名: ヒト癌組織におけるメタロプロテアーゼおよびその調節因子の発現の検討 

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 2014-386 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 骨粗鬆症発症を規定するリスク因子の同定 

 判 定: 承認 

   

104 受付番号: 2014-389 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 
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 課題名: 肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨床研究 

 判 定: 承認 

   

105 受付番号: 2014-390 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝細胞癌における Gd-EOB 造影 MRI肝細胞造影相と長期切除成績に関する検

討：多施設共同後ろ向き研究 

 判 定: 承認 

   

106 受付番号: 2014-391 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 外科手術患者を対象とした皮膚用接着剤「エピネクサス TM」と既存品との

単一施設非盲検並行群間比較試験 

 判 定: 承認 

   

107 受付番号: 2014-392 （新規） 

 申請者(研究責任者): 石井 賢（整形外科学） 

 課題名: 動脈硬化に伴う血管病変と体幹骨の退行性疾患の関連性の研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

108 受付番号: 2014-393 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: Erdheim-Chester 病に関する疫学調査(多施設共同後方視的調査研究) 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

109 受付番号: 2014-394 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 正巳（中外製薬 CKD 骨内分泌学寄附講座） 

 課題名: 1 型糖尿病患者の血中抗酸化マーカー濃度と細小血管障害・大血管障害との

関連 

 判 定: 承認 

   

110 受付番号: 2014-395 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 思春期特発性側彎症手術におけるデキサメタゾンによる術後悪心嘔吐の予

防 

 判 定: 承認 

   

111 受付番号: 2014-396 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 均衝型相互転座保因者の習慣流産

(CT-36) 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

112 受付番号: 2014-397 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 ロバートソン転座保因者の習慣流産

(CT-37) 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 
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113 受付番号: 2014-398 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 ロバートソン転座保因者の習慣流産

(CT-38) 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

114 受付番号: 2014-399 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 骨形成不全症(OI-02) 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

115 受付番号: 2014-400 （新規） 

 申請者(研究責任者): 末岡 浩（産婦人科学） 

 課題名: 着床前診断に関する臨床的研究 拘束性皮膚症(RD-01) 

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

116 受付番号: 2014-401 （新規） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 日本人における大動脈疾患の解剖学的解析を行う観察研究 

 判 定: 承認 

   

   

117 受付番号: 2014-402 （新規） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: Zenith Flex(R)によるステントグラフト内挿術術後の早期瘤退縮効果を検

討する観察研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

   

118 受付番号: 2014-403 （新規） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: JGOG2049S 子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する調査研究 

 判 定: 承認 

   

   

119 受付番号: 2014-404 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 淳一（救急医学） 

 課題名: 救急外来における血液培養検査結果に寄与する因子の検討 

 判 定: 承認 

   

120 受付番号: 2014-405 （新規） 

 申請者(研究責任者): 和田 則仁（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腫瘍露出または破裂と診断された gastrointestinal stromal tumor の予後

調査 

 判 定: 保留（その他の確認；次月） 

   

121 受付番号: 2014-406 （新規） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科骨盤内膿瘍に対する Magnetic Resonance Spectroscopy の臨床的有
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用性の研究 

 判 定: 承認 

   

122 受付番号: 2014-407 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松原 由美子（坂口光洋記念講座（発生・分化）） 

 課題名: 細胞培養システムを用いた作製血小板の有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

123 受付番号: 2014-408 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大塚 崇（外科学（呼吸器）） 

 課題名: 本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析：多施設

共同研究 

 判 定: 承認 

   

124 受付番号: 2014-409 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉武 明弘（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 弓部大動脈瘤に対するステントグラフト治療成績の検討 

 判 定: 承認 

   

125 受付番号: 2014-410 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患活動性マーカーとしての血清および糞便中 Leucine-rich α2 

glycoprotein の有用性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

126 受付番号: 2014-413 （新規） 

 申請者(研究責任者): 栗原 勲（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: アルドステロン測定の標準化 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

127 受付番号: 2014-414 （新規） 

 申請者(研究責任者): 秋山 結美子（入退院センター） 

 課題名: 多施設研究 小児褥瘡の全国調査 小児期における褥瘡発生と予防ケアの

実態 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

128 受付番号: 2014-415 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 近赤外線スペクトロスコピィを用いた脳機能評価データならびに臨床デー

タ等を用いた精神・神経疾患診断ならびに評価マーカー探索のための横断

的解析研究 

 判 定: 承認 

   

   

129 受付番号: 2014-416 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 知恵尺度（Three-Dimensional Wisdom Scale）日本語版の妥当性検討に関

する研究 

 判 定: 承認 
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130 受付番号: 2014-417 （新規） 

 申請者(研究責任者): 杉野 吉則（予防医療センター） 

 課題名: 人間ドックの胸部 CT で発見される胸部異常陰影と受診者背景因子の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

131 受付番号: 2014-418 （新規） 

 申請者(研究責任者): 杉野 吉則（予防医療センター） 

 課題名: 血中細胞微小環境調節酵素の新規メタボリックマーカーとしての有用性の

検討 

 判 定: 承認 

   

132 受付番号: 2014-419 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 臍帯血移植レシピエントにおける HHV-6 脳炎の予防を目的としたホスカル

ネット 90mg/kg/日投与 

 判 定: 保留（再審査） 

   

133 受付番号: 2014-420 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 「造血細胞移植医療の全国調査」および関東造血幹細胞移植共同研究グル

ープデータベースへの登録とそれらを用いた疫学的検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

134 受付番号: 2014-422 （新規） 

 申請者(研究責任者): 辻 哲也（リハビリテーション医学） 

 課題名: 外来化学療法中の消化器癌患者の身体活動と体力に関する研究（先行研究

で得られた既存データを再利用して行う観察研究） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

135 受付番号: 2014-423 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 香料刺激による認知機能改善効果の解析 

 判 定: 却下 

   

136 受付番号: 2014-424 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 軽度から中等度難聴者に対する補聴器装用介入による認知機能改善効果の

解析 

 判 定: 却下 

   

137 受付番号: 2014-425 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 耳漏細菌叢のメタゲノム解析に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

138 受付番号: 2014-426 （新規） 

 申請者(研究責任者): 大石 直樹（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 難聴者の聴覚再獲得時における中枢性変化の画像解析 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

139 受付番号: 2014-427 （新規） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: アジアにおける TAVR 臨床結果調査研究（Evaluation of Clinical Outcomes 

of Transcatheter Aortic Valve Replacement in the Asian Pacific 

Population） 

 判 定: 承認 

   

140 受付番号: 2014-428 （新規） 

 申請者(研究責任者): 秋山 武紀（外科学（脳神経)） 

 課題名: 脳血管内血治療における周術期合併症に関わる危険因子の検討 

 判 定: 承認 

   

141 受付番号: 2014-429 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: 白内障術後患者におけるリッドハイジーン効果の検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

142 受付番号: 2014-430 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: アイシャンプーを用いた瞼縁清拭の安全性の検討 

 判 定: 承認 

   

143 受付番号: 2014-431 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森 毅彦（内科学（血液）） 

 課題名: 造血幹細胞移植における造血幹細胞輸注時有害事象の実態調査（造血幹細

胞移植の安全性に関する多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

144 受付番号: 2014-432 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩田 敏（感染症学） 

 課題名: 肺炎球菌による急性中耳炎：全国サーベイランス研究 

 判 定: 承認 

   

145 受付番号: 2014-433 （新規） 

 申請者(研究責任者): 添田 英津子（看護医療学部） 

 課題名: 小児肝移植患児に対する移行期自己管理体制の構築 － 野外教育活動の

評価 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

146 受付番号: 2014-434 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: IgG4 関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目指した研究 

 判 定: 承認 

   

147 受付番号: 2014-436 （新規） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: 白内障手術患者を対象とした房水グルコース濃度と血糖値の相関に関する
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臨床研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

148 受付番号: 2014-437 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: ピレノキシン製剤点眼による初期老視眼の水晶体調節力回復の検討 

 判 定: 保留（その他の確認；次月） 

   

149 受付番号: 2014-438 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝臓移植症例における長期予後の全国調査 

 判 定: 承認 

   

150 受付番号: 2014-440 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: ウェアラブル情報端末レーザアイウェアによる視機能補助効果の解析パイ

ロットスタディ 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

151 受付番号: 2014-441 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: 海外在留邦人のメンタルヘルスに関する Web 会議システムを使った前向き

調査 

 判 定: 承認 

   

152 受付番号: 2014-442 （新規） 

 申請者(研究責任者): 水野 勝広（リハビリテーション医学） 

 課題名: Brain-Machine Interface(BMI)により駆動する外骨格ロボットの開発と脳

卒中片麻痺患者への効果に関する研究 

 判 定: 保留（再審査） 

   

153 受付番号: 2014-444 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 血中 MTX-PG 測定方法に関する研究 

 判 定: 承認 

   

154 受付番号: 2014-445 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: Methotrexate による関節リウマチ個別化療法の確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

155 受付番号: 2014-446 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 大腸カプセル内視鏡検査における適切な処置法の検討 

 判 定: 承認 

   

156 受付番号: 2014-447 （新規） 

 申請者(研究責任者): 本間 康一郎（救急医学） 

 課題名: 造影剤腎症発症状況の調査 
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 判 定: 承認 

   

157 受付番号: 2014-448 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河奈 裕正（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 口腔腫瘍および前癌病変の免疫関連分子についての研究 

 判 定: 承認 

   

158 受付番号: 2014-449 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究(多施設共同研究) 

 判 定: 承認 

   

159 受付番号: 2014-411 （新規(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 13C 標識薬と呼気 13CO2 濃度測定装置に関する研究 

 判 定: 承認 

   

 

 


