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慶應義塾大学医学部倫理委員会議事録（26-11） 
 
日  時   平成 27 年 3 月 23 日 （月） 17:00～18：30 

場  所   新棟 11 階 中会議室 

出席委員   大前和幸（委員長）、 

佐藤裕史（副委員長）、小崎健次郎（副委員長）、 

高橋孝雄、半田誠、大喜多肇、村田満、増井徹、竹内裕也、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、天野慎介、馬上祐子 

 

欠席委員   仲嶋一範、木村彰男 

 

オブザーバー 神山圭介（予備審査委員長）、谷川瑛子（予備審査委員）、浅沼宏（予備審査委員）、 

中川敦夫（デザインレビュー担当） 

 

事務局出席者 倫理委員会事務局 4名（鎌倉、今井、和田、土濱） 

 

 

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: 2014-396 （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（事務局確認） 

     

2 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（再審査） 

   

3 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（再審査） 

   

4 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（事務局確認） 
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5 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（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2014-475 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: アルツハイマー病患者の行動・心理症状(BPSD)に対する抑肝散加陳皮半夏

の有効性と安全性の探索的検討 

 判 定: 保留（再審査） 

   

7 受付番号: 2014-476 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 切除困難局所進行膵癌症例に対する GEM+nab-PTX+放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相

試験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2014-489 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 日本人関節リウマチ患者におけるヒドロキシクロロキンの有効性、安全性

の検証 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

 

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。 
 

 

9 受付番号: 2014-350-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: 薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2014-425-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

11 受付番号: 17-2-13 再 （再審査(自主学習)） 

 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: 承認 

   

12 受付番号: 17-75-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 山上 淳（皮膚科学） 

 課題名: ヒト頭皮組織から単離した毛嚢由来細胞を用いたヒト毛嚢再生の試み 

 判 定: 承認 
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13 受付番号: 20-16-31 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 20-172-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 栗原 勲（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 高血圧患者における選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬エプレレノ

ン（セララ(R)）の降圧効果予測因子の検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

15 受付番号: 2009-238-4 （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: 気管支鏡検査に伴う発熱及び炎症性サイトカインに対するガレノキサシン

の影響に関する研究 

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2010-013-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 宏之（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 頭頸部癌病理組織保存標本を用いた臨床病理学的検討による転移、治療効

果および予後の予測因子の解明 

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2010-151-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関する

解析研究 

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2010-152-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関連す

る遺伝子の解析研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

19 受付番号: 2011-073-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 副島 研造（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 根治放射線照射可能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するシスプラチン+TS-1+TRT 併

用療法とシスプラチン+ドセタキセル+TRT 併用療法とランダム化第Ⅱ相試

験（TORG1018） 

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2011-277-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 腎腫瘤性病変の診断における超音波造影剤（ソナゾイドⓇ）の有用性の検

討 

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2011-314-5 （修正Ａ） 
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 申請者(研究責任者): 冨永 英一郎（産婦人科学） 

 課題名: 卵巣癌患者の腹水中癌細胞を用いた抗がん剤の細胞増殖抑制効果の評価系

に関する検討 

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2011-375-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 尾原 秀明（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ステントグラフト術後の Type2 エンドリークに対する CTガイド下経皮的塞

栓療法 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2012-007-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: ヒトでの膵内分泌細胞の組織学的特徴と糖代謝異常との関連についての検

討 

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2012-046-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 

 課題名: 関節疾患における関節破壊・再生の分子機構の解析研究 

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2012-051-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 金澤 英明（内科学（循環器）） 

 課題名: 非虚血性心筋症の薬物治療による交感神経機能改善における心臓由来神経

関連因子の役割を解明する 

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2012-070-3 （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: 外骨格ロボットＫＩＮＡＲＭを用いた上肢の運動制御・学習メカニズムの

解明 

 判 定: 承認 

   

27 受付番号: 2012-082-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 肝細胞癌（ＨＣＣ）における背景因子・治療効果・予後の解析（多施設共

同研究） 

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2012-111-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: インフリキシマブによるタイトコントロール治療で導入された関節リウマ

チの寛解維持に関するランダム化比較試験追跡研究（RRR-Ex study） 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

29 受付番号: 2012-268-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: B 型慢性活動肝炎に対するインターフェロン製剤・核酸アナログ等の治療効
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果規定因子及び安全性に関する検討（多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2012-332-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 炎症性呼吸器疾患における気管支肺胞洗浄法に関する臨床データベース構

築 

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2012-347-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: BRCA1およびBRCA2遺伝子変異陽性遺伝性乳がん卵巣がん例に対するリスク

低減卵巣卵管摘出術の実施について 

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2012-372-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 角膜形状異常眼における眼内レンズ度数計算式精度の検討 

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2012-373-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 日本産婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業への参加 

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2012-377-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 

 課題名: 消化器の腫瘍性・非腫瘍性疾患におけるメタロプロテアーゼの免疫組織学

的局在解析 

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2012-388-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 亀山 香織（病理学） 

 課題名: 浸潤性乳管癌における化学療法耐性メカニズムの解析 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

36 受付番号: 2012-402-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 安田 恵美子（看護医療学部） 

 課題名: 食べる機能の発達過程に課題をもつ子どもと養育者の在宅における取り組

み 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

37 受付番号: 2012-429-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 

 課題名: 肺癌間質線維芽細胞の機能解析 

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2012-431-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 下田 将之（病理学） 
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 課題名: 乳癌間質線維芽細胞の機能解析 

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2012-443-3 （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 

   

40 受付番号: 2012-471-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田坂 定智（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 播腫性血管内凝固症候群を伴う急性呼吸窮迫症候群患者におけるトロンボ

モジュリン治療前後でのバイオマーカーの検討 

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2012-487-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 免疫抑制療法によるＢ型肝炎ウィルスの再活性化－長期経過を基にした医

療経済的に適正な対策法の確立－ 

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2012-501-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 残胃癌における臨床病理学的特徴及び治療成績についての後ろ向き観察研

究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

43 受付番号: 2012-514-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 乱視矯正眼内レンズの術後臨床成績の検討 

 判 定: 承認 

   

44 受付番号: 2013-042-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞診とHPV DNA

検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為化比較研究 

 判 定: 承認 

   

45 受付番号: 2013-116-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究 

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2013-161-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 秋山 結美子（看護部） 

 課題名: ストーマ装具のストーマ周囲皮膚に対する慢性刺激の評価 

 判 定: 承認 

   

47 受付番号: 2013-173-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 
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 課題名: 白内障手術患者に対する新しい角膜形状解析装置一体型光学式眼軸長測定

装置と既存測定装置による眼内レンズ度数計算精度および検査時間の比較 

 判 定: 承認 

   

48 受付番号: 2013-222-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: アルツハイマー病患者における経皮コリンエステラーゼ阻害薬の前頭葉機

能改善効果の検討 

 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2013-232-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: YAG レーザー後発白内障切開術前後の視機能障害の検討 

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2013-258-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌における DNA ミスマッチ修復（MMR）遺伝子の異常メチル化とエピ

ミューテーションの網羅的解析 

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2013-284-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 新規経口凝固薬内服患者における小腸病変のサーベイランス 

 判 定: 承認 

   

52 受付番号: 2013-437-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 心臓血管手術患者における術前のストレス対処力と術後せん妄や QOL との

関連分析 

 判 定: 承認 

   

53 受付番号: 2013-470-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: ＦＧ視覚センサーを用いた新生児呼吸波形のモニタリング 

 判 定: 承認 

   

54 受付番号: 2013-504-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: ブラジル学校検診における近視の状況 

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2014-040-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 食道胃接合部癌標準術式検討のための調査（多施設共同研究） 

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2014-043-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 
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 課題名: 一次性頭痛における睡眠の状態に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2014-206-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: 非弁膜症性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療周術期におけ

る経口 Xa 阻害薬リバーロキサバンの有効性・安全性評価のための登録観察

研究 JACRE-R ジェイ・エーカー・アール(Japan Anti-Coagulation Regimen 

Exploration in AF Catheter Ablation Registry-Rivaroxaban cohort) 

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2014-275-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 眼科受診患者を対象とした老視の実態調査 

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2014-276-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障周術期におけるジクアホソルナトリウム点眼治療による視機能評価 

 判 定: 承認 

   

   

60 受付番号: 2013-336-2 （修正Ａ(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科腫瘍における臨床病理学的因子とがん抑制遺伝子・がん遺伝子及び

その関連分子群の発現に関する解析 

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2013-379-3 （修正Ａ(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 頭蓋底腫瘍の治療成績向上に向けた画像及び病理組織標本の検討 

 判 定: 承認 

 

62 受付番号: 14-20B-12 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（百寿総合研究センター） 

 課題名: 主題：包括的国際百寿者研究 －健康長寿達成に向けて－ 副題：第 2 部

抗加齢物質と老化指標の同定 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

63 受付番号: 15-61-8 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 栗原 勲（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 副腎腫瘍組織におけるステロイド分画とその調節因子の検討 

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2010-028-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 入江 潤一郎（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病・メタボリックシンドロームにおける腸内細菌叢の評価 

 判 定: 承認 
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65 受付番号: 2010-154-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 早産のゲノム疫学研究 

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2010-186-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: チロシンキナーゼ阻害剤による分子遺伝学的寛解達成後のチロシンキナー

ゼ阻害剤投与中止に関する検討 

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2011-070-5 （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: 胆道癌術前化学放射線療法としての TS-1+CDDP+放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相試

験 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

68 受付番号: 2011-100-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 長期留置型中心静脈カテーテルを有する患児に発症したカテーテル関連血

流感染症に対するカテーテル温存を目的としたエタノールロック療法の検

討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

69 受付番号: 2011-276-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康通（百寿総合研究センター） 

 課題名: 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 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

70 受付番号: 2011-384-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 360 度スーチャートラベクトロミーの成績・合併症に関する前向きコホート

研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

71 受付番号: 2012-243-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症患者の臨床病理学的因子と予後

についての後方視的研究 

 判 定: 承認 

   

72 受付番号: 2012-340-4 （修正Ｂ） 

 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 

 判 定: 保留（再審査） 

   

73 受付番号: 2012-441-2 （修正Ｂ） 
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 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 円錐角膜眼の前房深度と他の因子の関連について 

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2012-454-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 裕也（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

75 受付番号: 2012-506-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 造血幹細胞移植後の日本人患者におけるカルシニューリン阻害薬とボリコ

ナゾールの薬物間相互作用にCYP2C1遺伝子多型が及ぼす影響に関する研究

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2013-128-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 緑内障手術の予後不良因子に関する後向き研究 

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2013-361-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鷲田 直輝（バクスター包括的腎代替療法展開医学講座） 

 課題名: 腹膜透析患者における腸内細菌叢変様の意義についての臨床研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2013-410-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 橋口 さおり（麻酔学） 

 課題名: がん患者における血清ナトリウムと生命予後との関連 

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2013-457-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（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と行動発達の解明 

 判 定: 承認 

   

80 受付番号: 2013-509-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 自覚的認知機能低下患者における、臨床的アルツハイマー病発症前診断方

法の確立に関する検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

81 受付番号: 2013-510-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢うつ病患者における、臨床的アルツハイマー病発症前診断方法の確立

に関する検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2014-004-2 （修正Ｂ） 
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 申請者(研究責任者): 涌井 昌俊（臨床検査医学） 

 課題名: 多項目自動血球分析装置 XN-1000 における新規測定法の評価 

 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2014-020-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 則宏（内科学（神経）） 

 課題名: パーキンソン病患者におけるアミロイドイメージングの検討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

84 受付番号: 2014-094-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: セルトリズマブペゴルの実地臨床における有効性と安全性の検証 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2014-095-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡野 栄之（生理学） 

 課題名: iPS 細胞を用いた悪性高熱症・関連疾患の発症機構の解明と診断法・治療法

の開発 

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2014-110-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 

 課題名: 75 歳以上の高齢者悪性神経膠腫患者に対するテモゾロミド・アバスチン併

用療法の安全性・有効性の検討（第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験） 

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2014-235-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: ウロビジョンによる尿中細胞の染色体遺伝子異常の評価 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

88 受付番号: 2014-298-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: エキセナチド 1 日 2 回製剤投与中の 2 型糖尿病患者に対するエキセナチド

週1回製剤への切替えの有効性及び安全性についての検討 (Twin-エキセナ

チド試験) ～多施設共同前向き単群試験～ 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

89 受付番号: 2014-304-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎における便中カルプロテクチンを用いた臨床的有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

90 受付番号: 2014-373-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鷲田 直輝（バクスター包括的腎代替療法展開医学講座） 

 課題名: 慶應義塾大学腹膜透析在宅医療支援システムの構築 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

91 受付番号: 2012-226-13 （修正Ｂ(自主学習)） 
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 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 

   

92 受付番号: 2012-251-5 （修正Ｂ(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 酢酸呼気試験を用いた胃運動能評価 

 判 定: 承認 

   

93 受付番号: 2013-231-3 （修正Ｂ(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 屈折矯正手術前後の眼軸長変化 

 判 定: 承認 

   

94 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） 

   

95 受付番号: 2014-387 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河邊 博史（保健管理センター） 

 課題名: 慶應義塾大学信濃町キャンパスにおける抗酸菌感染対策 

 判 定: 承認 

   

96 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: 承認 

   

97 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（事務局確認） 

   

98 受付番号: 2014-439 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下手術に対する送水機能付きバイポーラ鉗子の使用 

 判 定: 承認 

   

99 受付番号: 2014-450 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 我が国における前置癒着胎盤の周産期管理に関する調査 

 判 定: 承認 

   

100 受付番号: 2014-451 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神野 浩光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 温存乳房内再発におけるセンチネルリンパ節生検に関する探索的研究 

 判 定: 承認 



 13

   

101 受付番号: 2014-452 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金治 有彦（整形外科学） 

 課題名: 寛骨臼形成不全や大腿骨寛骨臼インピンジメントにより発生した股関節唇

損傷に対するナビゲーション併用した股関節鏡視下手術有用性の検討 

 判 定: 承認 

   

102 受付番号: 2014-453 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金治 有彦（整形外科学） 

 課題名: 人工股関節手術における手技の違いによるインプラント周囲の区域別骨密

度の経時的変化 

 判 定: 承認 

   

103 受付番号: 2014-454 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 一真（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 右小切開開胸による僧帽弁手術の成績 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

104 受付番号: 2014-455 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 一真（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 右小切開開胸による心房中隔欠損孔閉鎖術の成績 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

105 受付番号: 2014-456 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下 Double Stapling Technique 再建術後の縫合不全予測因子とし

て、術後早期の Neutrophil/lymphocyte ratio の変化の有用性に関する後

ろ向き研究 

 判 定: 承認 

   

106 受付番号: 2014-457 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下大腸手術における細径鉗子の有用性について 

 判 定: 承認 

   

107 受付番号: 2014-458 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 大腸癌における Atm 発現解析に関する後ろ向き調査研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

108 受付番号: 2014-459 （新規） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 博俊（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 肝機能障害と CPT-11 の効果・有害事象に関する後ろ向き調査 

 判 定: 承認 

   

109 受付番号: 2014-460 （新規） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 腸管不全に対する小腸移植技術の確立に関する研究/腸管不全の予後因子

に関する調査 
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 判 定: 承認 

   

110 受付番号: 2014-461 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森崎 浩（麻酔学） 

 課題名: 脊柱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効果 

 判 定: 承認 

   

111 受付番号: 2014-462 （新規） 

 申請者(研究責任者): 池田 一成（小児科学） 

 課題名: 新生児慢性肺疾患感受性遺伝子解析に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

112 受付番号: 2014-463 （新規） 

 申請者(研究責任者): 井上 詠（予防医療センター） 

 課題名: 生活習慣・メタボリック症候群と大腸ポリープ発生に関する検討 

 判 定: 承認 

   

113 受付番号: 2014-465 （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: DPP4 阻害薬の効果不十分患者における治療方針の検討 

 判 定: 承認 

   

114 受付番号: 2014-466 （新規） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 低侵襲心臓血管外科手術(僧帽弁形成術)における手術手技別難易度の検討 

 判 定: 承認 

   

115 受付番号: 2014-467 （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: 中枢及び末梢神経障害患者における立体視機能の評価と歩行障害との関連

の調査 

 判 定: 承認 

   

116 受付番号: 2014-468 （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: がん患者の低ナトリウム血症と身体機能の関連に関する臨床研究 

 判 定: 承認 

   

   

117 受付番号: 2014-469 （新規） 

 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: 呼吸器疾患患者における運動耐容能と四肢筋力との関連 

 判 定: 承認 

   

   

118 受付番号: 2014-470 （新規） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 解剖学的アライメント人工膝関節置換術における後十字靭帯切離の影響に

ついて 
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 判 定: 承認 

   

   

119 受付番号: 2014-471 （新規） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 超音波検査における実質臓器病変の定量的評価の試み 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

120 受付番号: 2014-472 （新規） 

 申請者(研究責任者): 陣崎 雅弘（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 超音波検査のエラストグラフィの機種、測定原理の違いによる差異の評価 

 判 定: 承認 

   

121 受付番号: 2014-473 （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: 慶應義塾大学外科・関連多施設における大動脈瘤治療を解析する観察研究 

 判 定: 承認 

   

122 受付番号: 2014-474 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤澤 大介（精神・神経科学） 

 課題名: 緩和ケア領域における薬物・治療介入に関する多施設前向きレジストリ研

究 

 判 定: 承認 

   

123 受付番号: 2014-477 （新規） 

 申請者(研究責任者): 二木 康夫（整形外科学） 

 課題名: 解剖学的アライメント人工膝関節置換術における術後膝大腿関節のアライ

メント評価 

 判 定: 承認 

   

124 受付番号: 2014-478 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: トファシチニブとメトトレキサート併用療法による関節リウマチの疾患制

御後休薬に関する研究 

 判 定: 承認 

   

125 受付番号: 2014-479 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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 

 判 定: 承認 

   

126 受付番号: 2014-480 （新規） 

 申請者(研究責任者): 田中 京子（産婦人科学） 

 課題名: 子宮頸癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

127 受付番号: 2014-482 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 
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 課題名: 中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究 

 判 定: 承認 

   

128 受付番号: 2014-483 （新規） 

 申請者(研究責任者): 戈木クレイグヒル 滋子（看護医療学部） 

 課題名: 小児集中治療室に入室中の年長幼児への処置やケア場面における看護師の

関わり方に関する研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

   

129 受付番号: 2014-484 （新規） 

 申請者(研究責任者): 嶋田 博之（小児科学） 

 課題名: 小児 B-other 急性リンパ性白血病再発および寛解導入不能例の臨床像に関

する疫学調査 

 判 定: 承認 

   

130 受付番号: 2014-485 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎に対するステロイド外用薬ローション製剤の有用性の検

討 

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

131 受付番号: 2014-486 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: レーシックの安全性に関する多施設共同研究 

 判 定: 承認 

   

132 受付番号: 2014-487 （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: 胃癌切除検体を用いた残胃癌の発生に関する病理学的検討 

 判 定: 承認 

   

133 受付番号: 2014-488 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチ患者における生物学的製剤の投与間隔調節に関する研究 

 判 定: 承認 

   

134 受付番号: 2014-490 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: Tocilizumab および Methotrexate の使用で寛解達成後の関節リウマチ患者

における，両薬剤の漸減中止についての無作為比較研究 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

135 受付番号: 2014-491 （新規） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: メトトレキサート併用アダリムマブ投与関節リウマチ患者における治療維

持期の 適投与法の確立 

 判 定: 保留（事務局確認） 

   



 17

136 受付番号: 2014-493 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤野 明浩（外科学（小児）） 

 課題名: 先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群(総排泄腔遺残、総排泄腔外反、MRKH 症

候群)におけるスムーズな成人期医療移行のための分類・診断・治療ガイド

ライン作成 

 判 定: 承認 

   

137 受付番号: 2014-494 （新規） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 経尿道的膀胱腫瘍切除術、膀胱全摘除術時の病理組織における予後マーカ

ーならびに薬剤耐性因子に関する検討 

 判 定: 承認 

   

138 受付番号: 2014-464 （新規(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 松本 秀男（スポーツ医学総合センター） 

 課題名: スポーツパフォーマンスと心肺持久力の関連の検討 

 判 定: 承認 

   

139 受付番号: 2014-481 （新規(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 流動食負荷試験による胃機能検査 

 判 定: 承認 

   

140 受付番号: 2014-492 （新規(自主学習)） 

 申請者(研究責任者): 平橋 淳一（総合診療科） 

 課題名: 細胞外 DNA制御不全に関連する Immunothrombosis 発生機構の解析とその治

療法の開発 

 


