
 

 1 

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 8 回） 

 
日  時   平成 27 年 12 月 28日 （月） 17:00～20:10 

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 小崎健次郎 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 森崎浩 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 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   竹内裕也、有馬斉、大生定義 

 

陪  席   オブザーバー：末岡浩、林田哲（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（学術研究支援課（研究倫理担当））： 

鎌倉、田中、今井、千羽、水野、和田、土濱 

臨床研究推進センター：田丸 

 

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 
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１．議事録の承認 
 前回の倫理委員会議事録（平成 27年度 第 7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 26 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。 
 
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: 2015-130-1 再 （再審査） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 小型近赤外線光トポグラフィの性能評価 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

     

2 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（再審査） 

   

3 受付番号: 2015-334 （新規） 

 申請者(研究責任者): 淺村 尚生（外科学（呼吸器）） 

 課題名: JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの研究用組織と血液の保

管 

  

   

 判 定: 保留；その他 

   

4 受付番号: 2015-335 （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: RAS 野生型進行大腸癌患者における FOLFOXIRI＋セツキシマブと FOLFOXIRI

＋ベバシズマブの最大腫瘍縮小率(DpR)を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試

験(JACCRO CC-13 試験) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

5 受付番号: 2015-346 （新規） 

 申請者(研究責任者): 林田 健太郎（内科学（循環器）） 

 課題名: 人工弁周囲逆流に対する経皮的デバイスを用いた人工弁周囲逆流閉鎖術の
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安全性および有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

6 受付番号: 2015-351 （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の消化管移植片対宿主病に対する経口ベクロメタゾ

ンジプロピオン酸エステル療法併用の有効性と安全性の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

7 受付番号: 2015-355 （新規） 

 申請者(研究責任者): 中村 雅也（整形外科学） 

 課題名: 慢性期脊髄損傷に対する生体電位駆動型ロボット(HAL)を用いたリハビリ

の検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

8 受付番号: 2015-356 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの多施設共同前

向き無作為化比較試験 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

9 受付番号: 2015-366 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: ミラノ基準逸脱肝細胞癌に対するダウンステージの実施可能性と有効性の

研究 

  

   

 判 定: 保留（委員長確認） 

   

10 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: 承認 

   

11 受付番号: 2015-330 （新規） 

 申請者(研究責任者): 宮本 健史（整形外科学） 

 課題名: 喫煙による骨代謝異常に関する観察研究 
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 判 定: 承認 

   

12 受付番号: 2015-331 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの探索 －Adalimumab 治療における

LRG の有用性の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

13 受付番号: 2015-340 （新規） 

 申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 慢性腎不全患者における新規診断マーカーの探索 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

14 受付番号: 2015-341 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 潰瘍性大腸炎の予防のための調査研究（日本潰瘍性大腸炎研究） 

  

   

 判 定: 承認 

   

15 受付番号: 2015-349 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: アスナプレビル/ダクラタスビルによる移植後 C型肝炎再発に対する治療効

果と安全性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

16 受付番号: 2015-350 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患患者におけるチオプリン関連副作用とNUDT15 遺伝子多型との

相関性に関する研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

17 受付番号: 2015-352 （新規） 

 申請者(研究責任者): 脇野 修（内科学（腎臓・内分泌・代謝）） 

 課題名: 糖尿病性腎症患者へのカナグリフロジン投与による腸内環境変化および糖

代謝改善・腎症進行抑制効果の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

18 受付番号: 2015-354 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 藤澤 大介（精神・神経科学） 

 課題名: メンタルヘルス・ファーストエイドを応用した精神疾患患者早期介入のた

めの医療従事者向け研修プログラム開発 -多施設共同パイロット試験- 

  

   

 判 定: 承認 

   

19 受付番号: 2015-358 （新規） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: がん細胞培養を用いた最適な治療薬選択法の開発 

  

   

 判 定: 承認 

   

20 受付番号: 2015-360 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 成人人工内耳装用者の単語認知におけるアクセントの影響 

  

   

 判 定: 承認 

   

21 受付番号: 2015-361 （新規） 

 申請者(研究責任者): 神崎 晶（耳鼻咽喉科学） 

 課題名: 難聴者に対する補聴器と人工内耳による認知機能改善効果の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

22 受付番号: 2015-364 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 高齢者の自動車運転の特性に関する検討のための基礎的なデータの構築

（実車による評価） 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

23 受付番号: 2015-367 （新規） 

 申請者(研究責任者): 根岸 一乃（眼科学） 

 課題名: 単焦点および多焦点眼内レンズ挿入眼における実用視力 

  

   

 判 定: 承認 

   

24 受付番号: 2015-368 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岸本 泰士郎（精神・神経科学） 

 課題名: うつ病または不安障害患者における腸内細菌叢の前向き観察研究 

  

   

 判 定: 承認 
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25 受付番号: 2015-372 （新規） 

 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: 埋め込み型人工腎臓開発に関する研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 
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。 
 
26 受付番号: 2015-267-1 再 （再審査） 

 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: 承認 

   

27 受付番号: 15-57-12 （修正Ａ） 

 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 

   

28 受付番号: 2009-142-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 貴志 和生（形成外科学） 

 課題名: 日本形成外科学会疾患登録システム 

  

   

 判 定: 承認 

   

29 受付番号: 2009-297-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 菊地 栄次（泌尿器科学） 

 課題名: 5α還元酵素阻害薬による加療を受ける前立腺肥大症患者の諸症状のデー

タ解析とステロイドプロファイルの臨床的意義の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

30 受付番号: 2010-002-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 加齢黄斑変性の臨床経過の報告 
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 判 定: 承認 

   

31 受付番号: 2010-003-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 網膜硝子体疾患の臨床経過の報告 

  

   

 判 定: 承認 

   

32 受付番号: 2010-202-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 前田 貴記（精神・神経科学） 

 課題名: 認知機能検査（sense of agency task (Keio Mthod)）による精神疾患の診

断および治療効果判定の研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

33 受付番号: 2010-218-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 戸田 正博（外科学（脳神経)） 

 課題名: 進行あるいは再発神経膠芽腫に対する腫瘍新生血管関連遺伝子 VEGFR1 およ

び VEGFR2 ペプチドを用いたがんワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

34 受付番号: 2011-115-6 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 小澤 洋子（眼科学） 

 課題名: 内眼手術におけるブリリアントブルーGによる染色 

  

   

 判 定: 承認 

   

35 受付番号: 2011-262-13 （修正Ａ） 

 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 

   

36 受付番号: 2012-180-8 （修正Ａ） 

 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 

   

37 受付番号: 2012-279-2 （修正Ａ） 

 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: 膵癌症例に対する 5FU および Heparin を中心とした多剤抗癌剤（MMC、CDDP）

併用による（術前）化学放射線療法の有用性に関する解析 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

38 受付番号: 2013-069-4 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 課題名: 上部消化管出血が疑われる患者におけるスコアリングシステムを用いた内

視鏡施行前リスク評価（後ろ向きコホート研究） 

  

   

 判 定: 承認 

   

39 受付番号: 2013-075-10 （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 

   

40 受付番号: 2013-116-5 （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 

   

41 受付番号: 2013-127-2 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 結城 賢弥（眼科学） 

 課題名: 先天無虹彩症に合併した緑内障に対する線維柱帯切開術の手術成績 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

42 受付番号: 2013-330-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（内視鏡センター） 

 課題名: 内視鏡･手術検体を用いた PESI-MS 法による迅速膵がん診断法の確立 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

43 受付番号: 2013-368-3 （修正Ａ） 

 申請者(研究責任者): 結城 賢弥（眼科学） 

 課題名: 緑内障における再現性と進行検出能力に関するスペクトラルドメイン OCT

と視野検査の比較 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

44 受付番号: 2014-086-2 （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: 既存資料を用いた健診受診者の CAVI（Cardio Ankle Vascular Index）の規

定要因に関する横断・縦断解析研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

45 受付番号: 2014-413-2 （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: アルドステロン測定の標準化 

  

   

 判 定: 承認 

   

46 受付番号: 2014-433-2 （修正Ａ） 

 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: 承認 

   

47 受付番号: 2009-8-7 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 別役 智子（内科学（呼吸器）） 

 課題名: 日本人の慢性閉塞性肺疾患とその併存症に関する調査研究 

  

   

 判 定: 却下 

   

48 受付番号: 2009-52-11 （修正Ｂ） 

 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: 却下 

   

49 受付番号: 2011-054-5 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 矢作 直久（腫瘍センター） 

 課題名: 内視鏡的粘膜切除術および粘膜下層剥離術における新規止血材の使用 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

50 受付番号: 2011-064-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 樋口 肇（内科学（消化器）） 
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 課題名: 切除不能局所進行胆道癌に対する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: 承認 

   

51 受付番号: 2011-070-6 （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） 

   

52 受付番号: 2012-075-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 香坂 俊（第一三共寄附講座） 

 課題名: 急性心不全患者を対象とした登録研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

53 受付番号: 2012-280-3 （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: 膵癌、胆管癌、肝癌患者の診断・治療効果判定のバイオマーカーとして末

梢血中遊離核酸検出の有用性について検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

54 受付番号: 2012-330-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 浅沼 宏（泌尿器科学） 

 課題名: エベロリムス導入による腎移植後ステロイド早期離脱免疫抑制療法の多施

設共同研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

55 受付番号: 2012-410-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 大前 和幸（衛生学公衆衛生学） 

 課題名: 清潔習慣と健康状態に関する調査 

  

   

 判 定: 承認 

   

56 受付番号: 2013-011-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 小川 葉子（眼科学） 

 課題名: 慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイの国際診断基準の作成 
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 判 定: 承認 

   

57 受付番号: 2013-057-2 （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: アンケートによる減量を目的とする肥満症患者心理およの行動の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

58 受付番号: 2013-336-4 （修正Ｂ） 

 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 

   

59 受付番号: 2013-383-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 難治性腸疾患患者に対する健常人糞便投与(糞便移植)の安全性および有効

性の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

   

60 受付番号: 2013-384-4 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 海老原 全（皮膚科学） 

 課題名: ヒト皮膚微生物叢の網羅的解析 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

61 受付番号: 2013-391-2 （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: 神経心理学的検査による肥満症高次脳機能評価および FTO 遺伝子多型と血

中レプチン・アディポネクチン値との相関の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 

62 受付番号: 2013-502-3 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 正岡 建洋（内科学（消化器）） 

 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: 承認 

   

63 受付番号: 2014-020-6 （修正Ｂ） 
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 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: 保留（事務局確認） 

   

64 受付番号: 2014-165-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 岩男 泰（予防医療センター） 

 課題名: 血中循環型マイクロ RNA-221/222 の新規腫瘍マーカーとしての有用性の検

討 

  

   

 判 定: 承認 

   

65 受付番号: 2014-168-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 下島 直樹（外科学（小児）） 

 課題名: 共焦点内視鏡による消化管神経叢診断システムの確立の研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

66 受付番号: 2014-180-2 （修正Ｂ） 

 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: 捺印細胞診による胃癌医原性播種の可能性に関する検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

67 受付番号: 2014-254-2 （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: 成人肝臓移植術後の消化管障害に対する TJ-100 ツムラ大建中湯(医療用)の

有効性に関する検討 -多施設共同による二重盲検無作為化比較臨床試験- 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

68 受付番号: 2014-337-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 佐藤 俊朗（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器がん幹細胞の機能解析と創薬スクリーニング 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

69 受付番号: 2014-350-2 （修正Ｂ） 

 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: 承認 
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70 受付番号: 2014-374-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 近藤 咲子（大学病院） 

 課題名: がんの親をもつ子どもへの支援に関する看護師の認識と支援の実態 

  

   

 判 定: 承認 

   

71 受付番号: 2015-058-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 細江 直樹（内視鏡センター） 

 課題名: プローブ型共焦点レーザー内視鏡、拡大シングルバルーン小腸内視鏡の小

腸疾患に対する有用性 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

72 受付番号: 2015-136-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術の治療効果に関

する多施設無作為化臨床試験 

  

   

 判 定: 承認 

   

73 受付番号: 2015-176-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 長谷川 直樹（感染制御センター） 

 課題名: 血液を用いた新規 HIV 感染症診断キットの臨床的検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

74 受付番号: 2015-200-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 左室収縮機能の維持された心不全の治療薬探索に関する多施設共同登録・

観察研究  Effects of β -blockers and renin-angiotensin system 

inhibitors on the prognosis of patients with heart failure with 

preserved ejection fraction -A multicenter registry (EASY HFpEF 

registry) 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

75 受付番号: 2015-209-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: ヒト臍帯由来間葉系幹細胞からの角膜内皮誘導 

  

   

 判 定: 承認 
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76 受付番号: 2015-240-2 （修正Ｂ） 

 申請者(研究責任者): 榛村 重人（眼科学） 

 課題名: 角膜内皮疾患における血液・眼前房水バイオマーカーの探索 

  

   

 判 定: 承認 

   

77 受付番号: 2015-221 （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: 十二指腸潰瘍に対する内視鏡治療の有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

78 受付番号: 2015-222 （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: 大腸腫瘍に対する内視鏡治療の有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

79 受付番号: 2015-249 （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: 胃腫瘍に対する内視鏡治療の有効性の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

80 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: 却下 

   

81 受付番号: 2015-332 （新規） 

 申請者(研究責任者): 堀口 崇（外科学（脳神経)） 

 課題名: 脳神経外科手術のための検体を用いた微小解剖研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

82 受付番号: 2015-333 （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: JCOG1506A1：多施設共同ランダム化比較試験に参加した StageⅡ/Ⅲ進行大

腸癌患者を対象とした予後予測および術後補助療法の適正化を目的とした

大規模バイオマーカー研究 
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 判 定: 保留（事務局確認） 

   

83 受付番号: 2015-336 （新規） 

 申請者(研究責任者): 岩崎 栄典（内科学（消化器）） 

 課題名: 膵炎に関する臨床情報を用いた後ろ向き観察研究 

  

   

 判 定: 却下 

   

84 受付番号: 2015-337 （新規） 

 申請者(研究責任者): 福田 恵一（内科学（循環器）） 

 課題名: 慢性血栓塞栓肺高血圧症に対するバルーン肺動脈形成術の治療効果に関す

る多施設無作為化臨床研究（サブスタディ） 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

85 受付番号: 2015-338 （新規） 

 申請者(研究責任者): 吉田 理（血液浄化・透析センター） 

 課題名: 透析導入前後におけるエリスロポエチン製剤使用が腎性貧血進行に与える

影響の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

86 受付番号: 2015-339 （新規） 

 申請者(研究責任者): 柏木 和弘（予防医療センター） 

 課題名: 人間ドックとして、FDG PET/CT 検査で発見された、あるいは発見できなか

った大腸腫瘍性病変（大腸癌、高異型度腺腫）の特徴とその改善策の検討 

  

   

 判 定: 承認 

   

87 受付番号: 2015-342 （新規） 

 申請者(研究責任者): 金井 隆典（内科学（消化器）） 

 課題名: 炎症性腸疾患合併妊娠の転帰と治療内容・疾患活動性についての多施設共

同、前向き研究 -服薬アドヒアランスアンケートを用いて- 

  

   

 判 定: 承認 

   

88 受付番号: 2015-343 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（内科学（消化器）） 

 課題名: 消化器がんに対する画像診断および治療格差の検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

89 受付番号: 2015-344 （新規） 
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 申請者(研究責任者): 長田 高志（内科学（神経）） 

 課題名: パーキンソン病およびその類縁疾患の診断、治療および予後因子に関する

調査 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

90 受付番号: 2015-345 （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: ノルディックポールを用いたウォーキング・ストレッチ・レジスタンスト

レーニングの運動効果の検討 

  

   

 判 定: 保留（再審査） 

   

91 受付番号: 2015-347 （新規） 

 申請者(研究責任者): 板野 理（外科学（一般・消化器）） 

 課題名: 本邦における生体肝移植ドナー肝グラフト採取術の低侵襲化の実態調査と

評価 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

92 受付番号: 2015-353 （新規） 

 申請者(研究責任者): 三村 將（精神・神経科学） 

 課題名: 乳がんの補助療法による漢方医学的所見の検討 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

93 受付番号: 2015-357 （新規） 

 申請者(研究責任者): 細江 直樹（内視鏡センター） 

 課題名: 上部消化管出血に関する臨床情報を用いた前向き観察研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

94 受付番号: 2015-359 （新規） 

 申請者(研究責任者): 浜本 康夫（腫瘍センター） 

 課題名: 類上皮血管内皮腫の実態調査 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

   

95 受付番号: 2015-363 （新規） 

 申請者(研究責任者): 藤澤 大介（精神・神経科学） 

 課題名: 救急外来を受診した自傷・自殺企図関連症例の実態把握と予後調査 
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 判 定: 承認 

   

96 受付番号: 2015-369 （新規） 

 申請者(研究責任者): 森岡 秀夫（整形外科学） 

 課題名: 転移性骨腫瘍の新しい治療法の開発を目指した基盤的研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

97 受付番号: 2015-370 （新規） 

 申請者(研究責任者): 山岸 敬幸（小児科学） 

 課題名: ファロー四微症修復手術後の成人における大動脈基部拡大に関する前向き

コホート研究 

  

   

 判 定: 承認 

   

98 受付番号: 2015-371 （新規） 

 申請者(研究責任者): 高橋 知彦（看護部） 

 課題名: 集中治療領域におけるせん妄発症率と予測因子ならびにケアの実態に関す

る研究 

  

   

 判 定: 保留（事務局確認） 

 
以 上 

 


