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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 7 回） 

 
日  時   平成 27 年 11 月 27日 （金） 17:00～19:15 

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 

副委員長 小崎健次郎 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 岡村智教 男 内 自然科学の有識者 

委員 森崎浩 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 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 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 

委員 馬上 祐子 女 外 一般の立場を代表する者 

  

欠席委員   長谷川奉延、竹内裕也、奈良雅俊、大生定義、大喜多肇、増井徹 

 

陪  席   倫理委員会事務局（学術研究支援課）：鎌倉、田中、今井、水野、和田、土濱、 

 
 
議題： 
1. 前回議事録の承認 
2. 倫理審査 

2-1 審議課題の審査 
2-2 迅速倫理審査報告 

 
 
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。 
 
議事 
１．前回議事録の承認 
大前委員長から前回の倫理委員会議事録（平成 27年度 第 6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 13 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、 
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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９番、受

付番号 2015-190（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。 
利益相反に関わる事項として問題とされた課題はなかった。 

 
1 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（事務局確認） 

     

2 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: 承認 

   

3 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: 承認 

   

4 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) 

  

   

 判 定: 承認 

 

5 受付番号: 2015-298 （新規） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管が

ん、原発性腹膜がんにおける化学療法単剤に対する化学療法＋ベバシズマ

ブ併用のランダム化第Ⅱ相比較試験(JGOG3023) 

  

   

 判 定: 保留（委員長確認） 
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6 受付番号: 2015-216 （新規） 

 申請者(研究責任者): 伊藤 裕（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 新規消化管ペプチド「グレリン」による慢性腎臓病患者に対する安全性の

確認のための試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2015-304 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: トリフォーカル(3 焦点)眼内レンズを用いた白内障手術 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

8 受付番号: 2015-211-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 非認知症高齢者に対する運動機能評価による認知症予測因子の確立に関す

る検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

9 受付番号: 2015-317 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: 高齢者臨床病期 IB-Ⅲ 食道癌に対する Paclitaxel と放射線同時併用療法

(PTX-RT)の第Ⅰ/Ⅱ相試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

10 受付番号: 2015-327 （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: リンパ浮腫患者に対する複合的理学療法の効果に関する研究(大規模試験) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

11 受付番号: 2015-239-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 山岡 邦宏（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とメソトレキサートの減量・休薬

の妥当性に関する研究 

  

   

 判 定: 保留(再審査)  

   

12 受付番号: 2015-311 （新規） 

 申請者(研究責任者): 淺村 尚生（外科学（呼吸器）） 

 課題名: JCOG1205/1206：高悪性度神経内分泌肺癌完全切除に対するイリノテカン＋
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シスプラチン療法とエトポシド＋シスプラチン療法のランダム化比較試験 

  

   

 判 定: 保留(事務局確認)  

 

13 受付番号: 2015-308 （新規） 

 申請者(研究責任者): 内田 裕之（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病に対する慶應式 Shared Decision Making(K-SDM)プログラムの有用性

に関する介入研究 

  

   

 判 定: 承認 

 

２－２ 迅速倫理審査報告 
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 

神山副委員長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。利益相反に関わる事項として問題とされた課題はなかった。 
 

14 受付番号: 2014-391-5 再 （再審査） 

 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 

   

15 受付番号: 2015-208-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 白内障手術前後の視機能と自覚症状 

  

   

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2015-254-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 星野 健（外科学（小児）） 

 課題名: 腸管不全患者における黄疸と肝機能障害に対するω3 系脂肪乳剤

(Omegaven(R))の介入臨床研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2009-187-10 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 異型腺細胞（AGC）という細胞診断患者の子宮頸部病変診断における CA-ⅠX，

p16，増殖性マーカーとヒトパピローマウイルス（HPV）による比較解析 

  

   

 判 定: 承認 
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18 受付番号: 2009-231-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 新たに開発された胎児心電図計を用いた胎児モニタリングに関する臨床研

究 

  

   

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2010-093-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 前川 裕一郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または

通常脂質低下療法のランダム化比較試験 Randomized Evaluation of 

Aggressive or Moderate Lipid Lowｅｒing Therapy with Pitavastatin in 

Coronary Artery Disease [REAL-CAD] 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

20 受付番号: 2010-142-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 新井 康道（百寿総合研究センター） 

 課題名: 主題：家族性高コレステロール血症に対する脂質低下療法の有効性および

安全性に関する調査 副題：FAME Forum 

  

   

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2010-331-10 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: 初発ステージⅢまたはⅣ期の未治療進行上皮性卵巣がん、腹膜がん、卵管

がんに対する「カルボプラチン/パクリタキセルに続くプラセボ投与」と「カ

ルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くプラセボ投

与」と「カルボプラチン/パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くベ

バシズマブ単独投与」のランダム化第Ⅲ相試験（GOG-0218） 

  

   

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2011-133-13 （修正Ａ） 

 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 

   

23 受付番号: 2011-214-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 慶應義塾大学病院眼科外来における加齢黄斑変性（AMD）患者の背景因子の

実態調査 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

24 受付番号: 2011-292-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 眼所見と生体酸化ストレスマーカーの調査 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

25 受付番号: 2012-271-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: アダリムマブと免疫調節剤併用中の寛解クローン病患者における免疫調節

剤休薬の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

26 受付番号: 2012-362-2 （修正Ａ） 

 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: 各種スポーツ動作による関節の不可に関するバイオメカニクス解析 －人

口関節への応用の基礎研究－ 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

27 受付番号: 2012-513-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 初期老視眼に対する実用視力検査の有用性 

  

   

 判 定: 承認 

   

28 受付番号: 2013-177-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 田渕 肇（精神・神経科学） 

 課題名: 脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3 を用いた変性性認知症およ

びその関連疾患の病態に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2013-394-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 大うつ病性障害患者における新規抗うつ薬の非盲検査無作為化変用量長期

投与試験 (ACCEPT 研究 )  Acceptability and the course of major 

depression under newer antidepressant treatment：A randomized clinical 

trial 
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 判 定: 承認 

   

30 受付番号: 2013-409-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 岡村 智教（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 羽曳野市における検診所見と国民健康保険医療費データの縦断解析 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

31 受付番号: 2014-020-5 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 伊東 大介（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: 承認 

   

32 受付番号: 2014-102-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 鈴木 秀和（内科学（消化器）） 

 課題名: 新規胃がんリスクマーカーとしての血漿グレリンの開発 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

33 受付番号: 2014-109-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 佐々木 光（外科学（脳神経)） 

 課題名: 抗てんかん薬レベチラセタムの、グリオーマにおけるてんかん発作抑制効

果および MGMT 発現抑制効果における有用性の検討（第Ⅱ相臨床研究） 

  

   

 判 定: 承認 

   

34 受付番号: 2014-304-4 （修正Ａ） 

 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: 保留（事務局確認） 

   

35 受付番号: 2015-201-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 伊東 大介（内科学（神経）） 

 課題名: 神経・筋変性疾患の遺伝子診断 

  

   

 判 定: 承認 

   

36 受付番号: 2015-212-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 光トポグラフィー検査による「治療反応予測因子」の探索 
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 判 定: 承認 

   

37 受付番号: 2012-241-12 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 進 伸幸（産婦人科学） 

 課題名: プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対する二次的

腫瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパクリタキセル（または

ゲムシタビン）の併用療法にべバシズマブを併用維持療法として使用した

場合の有効性を検討するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験（GOG-0213) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

38 受付番号: 14-20A-15 （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 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 

   

39 受付番号: 14-20B-16 （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: 承認 

   

40 受付番号: 20-16-33 （修正Ｂ） 

 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 

   

41 受付番号: 2009-18-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 大家 基嗣（泌尿器科学） 

 課題名: ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病態解明と

診断法 

  

   

 判 定: 承認 

   

42 受付番号: 2011-212-7 （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: 110 歳以上者（スーパーセンチナリアン）の全ゲノム配列解析による長寿遺

伝素因の解析 
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 判 定: 承認 

   

43 受付番号: 2011-258-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 関節リウマチを主とする自己免疫疾患の臨床試料解析に基づく創薬標的探

索に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

44 受付番号: 2011-262-12 （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: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2011-264-6 （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: 条件付承認（副委員長確認） 

   

46 受付番号: 2013-013-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: ドライアイに関連する眼表面疾患に対するレーザー生体共焦点顕微鏡の応

用 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

47 受付番号: 2013-152-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 低容量 BCG 膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に関する

ランダム化比較試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

48 受付番号: 2013-203-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 多目的コホート研究における認知症およびうつ病のリスク要因と一次予防

対策解明のための分析疫学的研究（『多目的コホート研究における眼科疾

患、認知症およびうつ病のリスク要因と一次予防対策解明のための分析疫

学的研究』のメンタルヘルスに関するサブコホート） 
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 判 定: 承認 

   

49 受付番号: 2013-521-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 近藤 咲子（大学病院） 

 課題名: がん患者とその子どもへのサポートに関する研究－日本版 CLIMB® プログ

ラム実施の効果の検証 

  

   

 判 定: 承認 

   

50 受付番号: 2014-147-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: スポーツによる筋挫傷(肉離れ)に対する G-CSF 局所投与の臨床研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

51 受付番号: 2014-319-2 （修正Ｂ） 

 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が人工膝関節置換術の術後成績にもたらす効果 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

52 受付番号: 2014-435-4 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

53 受付番号: 2014-475-3 （修正Ｂ） 

 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: 承認 

   

54 受付番号: 2014-490-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 竹内 勤（内科学（リウマチ）） 

 課題名: 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: 承認 
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55 受付番号: 2015-086-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 矢澤 真樹（形成外科学） 

 課題名: 血小板大量作製に向けた脂肪組織からの脂肪前駆細胞の分離・ヒト脱分化

脂肪細胞(Dedifferentiated FAT cells：DFAT)の作製 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

56 受付番号: 2015-228-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 長沼 誠（内科学（消化器）） 

 課題名: 活動期潰瘍性大腸炎に対する漢方薬青黛の有用性 

  

   

 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2011-132-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 青木 大輔（産婦人科学） 

 課題名: 上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセル毎週点滴静注

＋カルボプラチン３週毎点滴静注投与とパクリタキセル毎週点滴静注＋カ

ルボプラチン３週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ／Ⅲ相試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2013-393-4 （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: がん関連遺伝子に対する遺伝子検査の有用性、および新規がん関連遺伝子

の探索研究(家族性・若年性のがん及び遺伝性腫瘍に関する診断と研究) 

  

   

 判 定: 承認 

   

59 受付番号: 2013-509-5 （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） 

   

   

60 受付番号: 2013-510-5 （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） 
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61 受付番号: 2014-179-6 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岡本 真一郎（内科学（血液）） 

 課題名: ステロイド抵抗性もしくはステロイド不耐容消化管移植片対宿主病に対す

る経口ベクロメタゾン療法 

  

   

 判 定: 承認 

 

62 受付番号: 2015-097 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキ

サバン単剤療法に関する臨床研究(AFIRE Study) 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月） 

   

63 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（事務局確認） 

   

64 受付番号: 2015-299 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 出産後骨粗鬆症の発症状況の調査と発症機構の解明 

  

   

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2015-300 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 胆道悪性腫瘍における高感度診断システムの開発 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2015-302 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮越 敬（産婦人科学） 

 課題名: 胎内発症の低酸素性虚血性脳症による児中枢神経障害の臨床像の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

67 受付番号: 2015-303 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐谷 秀行（先端研（遺伝子）） 

 課題名: がん組織内の不均一性に基づくバイオマーカーおよび新規治療標的の開発 
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 判 定: 承認 

   

68 受付番号: 2015-305 （新規） 

 申請者(研究責任者): 武井 茂樹（中央臨床検査部） 

 課題名: 脳波検査における正常範囲の設定 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月） 

   

69 受付番号: 2015-306 （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: 食道切除術に関する国際的な合併症データベース構築のための研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

70 受付番号: 2015-307 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 認知症の介護負担の実態調査 

  

   

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2015-309 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: Psynary を用いたうつ病、不安障害患者の治療適正化に関するパイロット研

究：OptiMA1-Japan disorders, and monitor naturalistic outcomes) 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月） 

   

72 受付番号: 2015-310 （新規） 

 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: 高齢者の転倒予防のために有効な運動指導の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2015-312 （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: 下肢リンパ浮腫に対する臥位での圧迫下運動療法の即時効果について 

  

   

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2015-313 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

75 受付番号: 2015-314 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 腹腔鏡下肝切除術の治療成績に関する多施設共同研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

76 受付番号: 2015-315 （新規） 

 申請者(研究責任者): 松原 由美子（臨床研究推進センター） 

 課題名: ヒト血小板を用いた基礎的検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

77 受付番号: 2015-316 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: 大腸癌以外の消化器癌における癌関連遺伝子異常のプロファイリングの多

施設共同研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2015-318 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: 進行再発大腸癌における KRAS minor， BRAF， NRAS， PIK3CA などのがん

関連遺伝子異常のプロファイリングの多施設共同研究 SCRUM-Japan 

GI-screen 2013-01-CRC 研究計画書 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

79 受付番号: 2015-319 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 運動中の非侵襲的心臓自立神経活動評価法の検証 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

80 受付番号: 2015-320 （新規） 

 申請者(研究責任者): 名倉 武雄（久光製薬運動器生体工学寄附講座） 

 課題名: 変形性膝関節症患者の日常生活動作と軟骨変性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

81 受付番号: 2015-321 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 奥田 茂男（放射線科学（診断科)） 

 課題名: 超高速撮像法を使ったダイナミックスタディの有用性の検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

82 受付番号: 2015-322 （新規） 

 申請者(研究責任者): 川島 素子（眼科学） 

 課題名: ヨガの太陽礼拝による涙液分泌量変化の検討 

  

   

 判 定: 保留（その他の確認；次月) 

   

83 受付番号: 2015-323 （新規） 

 申請者(研究責任者): 北川 雄光（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ホルモン受容体陽性乳癌における癌関連遺伝子変異と抗がん剤感受性の関

係 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

84 受付番号: 2015-324 （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: 進行度(病理分類)Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に関する前向

きコホート研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2015-325 （新規） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: アトピー性皮膚炎の病態解明と高精度予測医療を実現するための臨床ビッ

グデータ解析研究(後向き研究) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

86 受付番号: 2015-326 （新規） 

 申請者(研究責任者): 齋藤 昌孝（皮膚科学） 

 課題名: 爪疾患の病状ならびに治療の有効性の評価に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

87 受付番号: 2015-328 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: 入院児童の QOL 向上を目的としたデジタルコンテンツ体験の実施とデザイ

ン -国際デジタルえほんおよびワークショップの体験を通じて- 
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 判 定: 却下 

   

88 受付番号: 2015-329 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高月 誠司（内科学（循環器）） 

 課題名: アピキサバン内服高齢者の抗 Xa 活性と腎機能の関係 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 
以 上 


