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慶應義塾大学医学部倫理委員会 議事録概要 

（平成 27 年度 第 6 回） 

 
日  時   平成 27 年 10 月 26日 （月） 17:00～19:25 

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 

委員長 大前和幸 男 内 自然科学の有識者 

副委員長 神山圭介 男 内 自然科学の有識者 

委員 高橋孝雄 男 内 自然科学の有識者 

委員 長谷川奉延 男 内 自然科学の有識者 

委員 岡村智教 男 内 自然科学の有識者 

委員 大喜多肇 男 内 自然科学の有識者 

委員 村田満 男 内 自然科学の有識者 

委員 増井徹 男 内 自然科学の有識者 

委員 奈良雅俊 男 外 人文・社会科学の有識者 

委員 有馬斉 男 外 人文・社会科学の有識者 

委員 矢田部菜穂子 女 外 人文・社会科学の有識者 

委員 唐澤貴夫 男 外 人文・社会科学の有識者 

委員 大生定義 男 外 自然科学の有識者 

委員 木村チヅ子 女 外 一般の立場を代表する者 

委員 天野慎介 男 外 一般の立場を代表する者 

  

欠席委員   小崎健次郎（副委員長）、森崎浩、竹内裕也、馬上祐子 

 

陪  席   オブザーバー：平沢晃、浜本康夫（予備審査委員）、 

中川敦夫（デザインレビュー担当） 

倫理委員会事務局（総務課）：鎌倉、今井、水野、和田、土濱 

学術研究支援課：田中 

 

傍  聴   厚生労働省 2名： 福光剣（医政局開発振興課 再生医療研究推進室長補佐 治験推進

室長補佐）、黒部麻代（医政局開発振興課 治験推進室 主査） 

日本医療研究開発機構（AMED） 2 名： 吉岡恭子（臨床研究・治験基盤事業部 規制

科学・臨床研究支援室 室長代理）、西山彩子（臨床研究・治験基盤事業部 規制科

学・ 臨床研究支援室 主査）  

認定事務局 株式会社三菱化学テクノリサーチ調査コンサルティング部門 2部 1名：

良峰景子（バイオアグリグループ 主幹研究員） 

 
 
議題： 
1. 前回議事録の承認 

2. 倫理審査 
大前委員長から本日の会議は、倫理委員会内規第 7条第 1項の要件の全てを満たしており会議が

成立したことの報告が行われた。 
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 また、本日は厚生労働省により認定を受けた、平成 26 年度認定倫理審査委員会に対する、フォ
ローアップ調査が、日本医療研究開発機構（AMED）の依頼を受け、三菱化学テクノリサーチによ
り 16：00 から第三会議室にて実施されたことが報告された。また、フォローアップ調査に引き続
き本委員会を傍聴されていることが報告された。 

 
議事 
１．前回議事録の承認 
 前回の倫理委員会議事録（平成 27年度 第 5回）（案）の確認がなされ承認された。 
 
２．倫理審査 
大前委員長から本日審議される 9課題について報告がありそれぞれ研究責任者または実務責任者

より研究の概要について説明があり、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。 
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、本日出席の委員は審議課題の当事者ではないことが報告された。本日、審議番号１番、受

付番号 2015-266（新規）は竹内委員が当事者であるが竹内委員は欠席のため参加していない。 
 
２－１ 審議課題の審査 
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。 
 
1 受付番号: 2015-266 （新規） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 昌（救急医学） 

 課題名: 院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性の検討（第Ⅱ相試

験：多施設介入研究） Hydrogen Inhalation Therapy for Patients with Post 

Cardiac Arrest Syndrome(Phase Ⅱ ， multicenter ， prospective ，

randomized，doubleblind，placebo-controlled trial）：HYBRID2 Trial 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

     

2 受付番号: 2015-237 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: 生体計測用皮膚装着型デバイスの安全性、有用性の評価 

  

   

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

3 受付番号: 2015-282 （新規） 

 申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学） 

 課題名: 進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ、ペルツズマブ、ドセ

タキセル 3剤併用療法の探索的試験 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

4 受付番号: 2015-292 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: 同種造血幹細胞移植後アザシチジン維持療法の容量探索試験 多施設共同
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臨床試験 KSGCT1501(MDS-AZA-P1) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

5 受付番号: 2015-166-1 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: ニコチン依存症治療用アプリケーションに関する臨床試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

6 受付番号: 2015-185 （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Ⅱa型(OI-03) 

  

   

 判 定: 却下 

   

7 受付番号: 2015-186 （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(DM1-16) 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認) 

   

8 受付番号: 2015-187 （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(DM1-28) 

  

   

 判 定: 保留(委員長確認) 

   

9 受付番号: 2015-188 （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(DM1-29) 

  

   

 判 定: 承認 

   

10 受付番号: 2015-189 （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： Pelizaeus-Merzbacher 病(PMD-2) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

 

２－２ 迅速倫理審査報告 
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以下の申請課題については、迅速審査に相当する課題であることから、大前委員長および 

増井委員により迅速審査を実施し、その結果を、大前委員長が課題一覧（迅速審査）（当日配布

資料）に基づき報告した。但し、審議番号 14番、受付番号 14-20A-14（修正Ａ）、審議番号 24
番、受付番号 2011-262-11（修正Ｂ）は増井委員が当事者であるため増井委員は審議に参加し
ていない。  
 

11 受付番号: 2012-340-4 再 2 （再審査） 

 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（事務局確認） 

   

12 受付番号: 2015-065-1 再 （再審査） 

 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：筋強直性ジストロフィー(DM1-19) 

  

   

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2015-247-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患の臨床試験解析に基づく創薬研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

14 受付番号: 14-20A-14 （修正Ａ） 

 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 1 部 

寿命関連遺伝子（長寿遺伝子）と加齢関連遺伝子の同定 

  

   

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 20-16-32 （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 

   

16 受付番号: 2012-206-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 大喜多 肇（病理学） 

 課題名: 移植片対宿主病病変部位における浸潤リンパ球の解析 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

17 受付番号: 2012-246-3 （修正Ａ） 

 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の症状発現における十二指腸知覚受容体機能の解明

（日本・韓国共同研究） 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

18 受付番号: 2012-297-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内視鏡センター） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎の寛解維持に対する CAP療法の有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

19 受付番号: 2014-032-2 （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: 感染症治療薬の有効性および安全性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2014-256-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: びまん性特発性骨増殖症における脊椎損傷の研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

21 受付番号: 2014-406-2 （修正Ａ） 

 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

用性の研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2015-080-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 福永 興壱（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 鼻腔挿入デバイス(ナステント TM)を用いた睡眠時無呼吸症候群の治療効果 

  

   

 判 定: 承認 

   

23 受付番号: 2009-9-10 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 日本人重症喘息患者に関する調査研究 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

24 受付番号: 2011-262-11 （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: 染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構

築 

  

   

 判 定: 承認 

   

25 受付番号: 2011-264-5 （修正Ｂ） 

 申請者(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地域コホート研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2011-321-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 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 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2012-242-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補助化学療法

の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2012-347-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学） 

 課題名: 遺伝性卵巣がんに対するリスク低減手術の実施および観察研究 

  

   

 判 定: 却下 

   

29 受付番号: 2013-007-2 （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: 手術不能進行・再発肝細胞癌に対する高用量 CDDP(IA-call)/フルオロウラ

シル(5-FU)動注化学療法の外来投与における検討[臨床第Ｉ相試験] 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 
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30 受付番号: 2013-207-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 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 

  

   

 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2013-384-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: ヒト皮膚細菌叢の網羅的解析 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

32 受付番号: 2013-420-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: ワーファリン併用下におけるヘリコバクター・ピロリ二次除菌 

  

   

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2014-211-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 中本 伸宏（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器疾患における疾患特異的腸内細菌叢の病態への関与の解明と治療応

用 

  

   

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2014-212-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 吉田 一成（外科学（脳神経)） 

 課題名: JCOG1016 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU)化学

放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療

法と比較するランダム化第Ⅲ相試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2015-075-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 本田 賢也（微生物学・免疫学） 

 課題名: 免疫系に影響を与えるヒト粘膜常在細菌の探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2015-117-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 大血管疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 
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 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2015-118-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 末梢血管疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

38 受付番号: 2015-119-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 先天性心疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

39 受付番号: 2015-120-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 心臓腫瘍疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

40 受付番号: 2015-121-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 血栓塞栓症に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

41 受付番号: 2015-122-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 冠動脈疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2015-123-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 志水 秀行（外科学（心臓血管）） 

 課題名: 弁膜症疾患に対する病状評価、治療の有効性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2015-126-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 坪田 一男（眼科学） 

 課題名: マカティ市（フィリピン共和国メトロ・マニラ）での白内障手術前後にお
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ける主観的幸福度研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

44 受付番号: 19-81-15 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 平沢 晃（産婦人科学） 

 課題名: ヒト試料の収集・分譲と臨床情報を利用した研究に関するご協力のお願い 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2015-181 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 和毅（整形外科学） 

 課題名: 上肢人工関節における CTを用いた 3次元術前計画および患者個別骨切りガ

イド作成の有用性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2015-190 （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： 反復流産と診断された均衝型転座保因

者の習慣流産(CT-31) 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

47 受付番号: 2015-191 （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-47) 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

48 受付番号: 2015-192 （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-50) 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

49 受付番号: 2015-193 （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 X 染色体腕間逆位保

因者の習慣流産(CT-51) 
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 判 定: 保留（その他の確認；次月審議） 

   

50 受付番号: 2015-199 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 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 

  

   

 判 定: 承認 

   

51 受付番号: 2015-218 （新規） 

 申請者(研究責任者): 矢ヶ崎 香（看護医療学部） 

 課題名: 経口分子標的治療を受ける進行・再発大腸がん患者の皮膚障害に関するセ

ルフマネジメントの体験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2015-223 （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: 表在型食道腫瘍に対する内視鏡治療の長期成績の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

53 受付番号: 2015-227 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中川 種昭（歯科・口腔外科学） 

 課題名: 垂直性骨欠損に対する自家骨と Bio-Oss 及び Bio-Gide の歯周組織再生の比

較研究 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

54 受付番号: 2015-232 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小杉 志都子（麻酔学） 

 課題名: 神経根ブロック(経椎間孔的硬膜外デキサメタゾン注入)の耐糖能および副

腎機能への影響に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

55 受付番号: 2015-267 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 非代償性肝硬変患者の予後に関わる因子の解析(多施設共同研究) 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

56 受付番号: 2015-268 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 循環器疾患治療方法開発に向けた剖検組織を用いた検討 

  

   

 判 定: 却下 

   

57 受付番号: 2015-269 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 希少腫瘍の発症・予後に関する遺伝子の網羅的解析研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2015-270 （新規） 

 申請者(研究責任者): 本間 康一郎（救急医学） 

 課題名: 当院 ICU 入室患者の急性腎傷害(AKI)発症および予後の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

59 受付番号: 2015-271 （新規） 

 申請者(研究責任者): 石井 賢（整形外科学） 

 課題名: 手術適応の腰部脊柱管狭窄症患者に対する運動機能評価 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月審査） 

   

   

60 受付番号: 2015-272 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

 課題名: 自己免疫性膵炎の前向き追跡調査(膵臓学会多施設研究) 

  

   

 判 定: 承認 

   

61 受付番号: 2015-273 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患の臨床試料を用いた開発候補化合物の反応性検証研究および

バイオマーカー探索研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2015-274 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 血清中ロイシンリッチα2 グリコプロテイン(LRG)測定試薬「SD1102」によ

る炎症性腸疾患の重症度判定および経過観察の有用性の検討 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

63 受付番号: 2015-275 （新規） 

 申請者(研究責任者): 阪埜 浩司（産婦人科学） 

 課題名: 婦人科悪性腫瘍手術における深部静脈塞栓症、肺塞栓症発症のリスク因子

検討のための後方視的研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

64 受付番号: 2015-276 （新規） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 米国アイバンク角膜由来細胞を用いた幹細胞動態の研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2015-277 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤澤 大介（精神・神経科学） 

 課題名: コンピューターを用いたマインドフルネス認知療法の実施可能性研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

66 受付番号: 2015-278 （新規） 

 申請者(研究責任者): 武林 亨（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: カフェインの有効性を検証する大学生を対象としたランダム化比較試験

(H27 度公衆衛生学実習) 

  

   

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2015-279 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 眼科疾患別幸福度についての検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

68 受付番号: 2015-280 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 老視の有無と老視が日常生活の質に及ぼす影響の実態調査 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

69 受付番号: 2015-281 （新規） 

 申請者(研究責任者): 舩越 建（皮膚科学） 

 課題名: 進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

70 受付番号: 2015-283 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 脊椎靭帯骨化症患者における CT を用いた全脊椎骨化巣の検討 -多施設、

前向き調査- 

  

   

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2015-284 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松本 守雄（整形外科学） 

 課題名: 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 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

72 受付番号: 2015-285 （新規） 

 申請者(研究責任者): 小坂 威雄（泌尿器科学） 

 課題名: 前立腺癌患者を対象とした血中バイオマーカーの検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2015-286 （新規） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: ヒト皮膚および皮下組織を構成する生体成分の加齢性変化に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

74 受付番号: 2015-287 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 十二指腸腫瘍患者における腸内細菌叢プロファイル 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

75 受付番号: 2015-288 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: マルチスライス CT3次元画像情報から 3Dプリンティング技術を応用して作

成する「先天性心疾患診断用精密心臓レプリカ」の有用性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2015-289 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 中塚 誠之（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 手術・処置合併症の発見、連絡体制と IVR 治療に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2015-290 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山口 雅也（薬剤部） 

 課題名: Sodium glucose contransporter2(SGLT2)阻害薬における副作用に対する検

討 

  

   

 判 定: 承認 

   

78 受付番号: 2015-291 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: カリウム摂取強化の食事指導による尿中ナトカリ比を指標とした減塩効果

の研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

79 受付番号: 2015-293 （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: アップライト CT による脊柱・四肢疾患に対する病態診断と治療法評価 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

80 受付番号: 2015-294 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 脊椎関節炎に関する疫学的および病態解明研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

81 受付番号: 2015-295 （新規） 

 申請者(研究責任者): 河上 裕（先端研（細胞）） 

 課題名: がん患者免疫状態を反映するがん遺伝子変異の探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

82 受付番号: 2015-296 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老沼 浩利（内科学（消化器）） 

 課題名: 原発性胆汁性肝硬変患者の皮膚搔痒感に対するナルフラフィン塩酸塩の有

効性の検証(多施設共同研究) 
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 判 定: 承認 

   

83 受付番号: 2015-297 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 平成 27年度警察庁委託事業 刻々と変化する交通情勢に即応するための交

通安全対策に関する調査研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 
 

以上 

 


