
研究倫理委員会議事要旨 

 

日 時：平成 23年 4月 4日（月）午後 5時 00分～午後 6時 00分 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1104-01 通常審査 新規 有田悦子 
臨床研究に参加した拡張心筋症患者の心理的プロ

セスに関する質的研究 
修正の上で承認 

1104-02 通常審査 新規 中谷比呂志 
血漿ピルビン酸濃度と採血時の加圧条件に関する

検討 
承認 

1104-03 通常審査 新規 伊藤 千裕 

全身麻酔導入時の血圧変動におけるレニン・アン

ギオテンシン系作用薬剤の影響に関するレトロス

ペクティブ調査 

承認 



研究倫理委員会議事要旨 

 

日 時：平成 23年 5月 2日（月）午後 5時 00分～午後 6時 00分 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1105-01 通常審査 新規 井上 岳 
２型糖尿病外来患者におけるビルダグ

リプチン導入前後での骨密度の推移 
修正の上で承認 

1105-02 通常審査 新規 藤井琴未 
鍼刺激が肩こり患者の自律神経に及ぼ

す効果 
修正の上で承認 

1105-03 通常審査 新規 渡辺雄一 
糖尿病運動療法における有酸素運動と

ピラティスの比較試験 
修正の上で承認 

1105-04 通常審査 新規 前川恵美 
三次元経食道心エコー図を用いた、僧帽

弁形成術後の僧帽弁輪形態評価 
修正の上で承認 

1105-05 通常審査 新規 関 初穂 
頸部聴診による嚥下障害者及び健常者

の嚥下音についての検討 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨 

 

日 時：平成 23年 6月 6日（月）午後 5時 00分～午後 5時 30分 

 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1106-01 通常審査 新規 中谷比呂志 
薬剤性肝障害と血漿ピルビン酸濃度の関

連に対する検討 
承認 

1106-02 通常審査 新規 常松 令 

IFN－α 療法が困難な C 型慢性肝炎患者に

対する IFN－β＋リバビリン併用療法の有

用性の検討 

承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２３年度 第５回） 

 

日 時：平成 23年 8月 1日（月）午後 5時～午後 6時 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1108-01 通常審査 新規 柴田壮一 
ワルファリン投与量推定式の予測精度の

比較検討 
修正の上で承認 

1108-02 通常審査 新規 平岡理佳 

高齢者における PCV7 と PPV23の血清型

特異 IgG 抗体濃度及びオプソニン活性の

比較 

承認 

1108-03 通常審査 新規 神定直子 

前立腺全摘除術後の尿失禁改善に対す

る患者の意欲向上を目指した関わり～術

前から退院までの継続的な指導に取り組

んで～ 

承認 

1108-04 通常審査 新規 生野利秀 
拡張型心筋症に対する免疫吸着療法を受

ける患者の看護 
審査対象外 



研究倫理委員会議事要旨（平成２３年度 第 ６回） 

 

日 時：平成２３年 ９月 ５日（月）午後５時００分～午後５時４５分 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1109-01 通常審査 新規 小林 隆幸 

X 線 CT 検査における生体インピーダンス測

定を用いた Non X-ray Bolus Tracking 法の

開発 

修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２３年度 第 ７回） 

 

日 時：平成２３年１０月 ３日（月）午後５時００分～午後６時００分 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1110-01 通常審査 新規 朝穂美記子 成人中期で初めてがんを告知された患者の希望 承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２３年度 第８回） 

 

日 時：平成２３年１１月 ７日（月）午後５時００分～午後６時００分 

 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1111-01 通常審査 新規 中山哲夫 予防接種によるサイトカイン応答と副反応の関連 修正の上で承認 

1111-02 通常審査 新規 鈴木敏司 
Gd-EOB-DTPA 造 影 MRI に お け る test 

injection法の基礎的検討 
修正の上で承認 

1111-03 通常審査 新規 井上 岳 

経口血糖降下薬で治療中の 2 型糖尿病患者におけ

る持効型ｲﾝｽﾘﾝグラルギン併用療法と GLP-1 ｱﾅﾛｸﾞ

製剤リラグルチド併用療法の有効性と安全性の比較

検討 

修正の上で承認 

1111-04 通常審査 新規 重田 暁 

人工膝関節置換術後の変形性膝関節症患者におけ

る早期トレッドミル歩行トレーニングが歩行能力およ

び身体機能、ADL・QOL に及ぼす影響についての研

究：ランダム化比較対照試験 

修正の上で承認 

1111-05 通常審査 新規 小林隆幸 
Electrical impedance tomography (EIT) 

の臨床応用 
承認 



研究倫理委員会議事録 (平成 23年度 第 9回 )

日 時 :平成 23年 12月  5日 (月 )午後 5時 00分～午後 6時 00分

審査 NQ 審査会

種別
種Bll 申請者氏名 研究の表題 審査結果

1112司 1 通常審査 新規 山田 悟
2型糖尿病患者における筋発揮張力維持スロー法
の耐糖能への効果

修正の上で承認

1112-02 通常審査 新規 塚本洋子
2型糖尿病外来患者における体系的な血糖測定に

おける有用性の評価
修正の上で承認

1112-03 通常審査 新規 麻生雅子 電気風呂とクレアチンキナーゼについての検討 承認



研究倫理委員会議事録（平成２３年度 第１０回） 

 

日 時：平成２４年 ２月 ７日（月）午後５時００分～午後５時３０分 

 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1201-01 通常審査 新規 石毛達也 
通年性アレルギー性鼻炎に対する漢方随証治療

の効果の検討 
承認 

1202-01 通常審査 新規 森裕紀子 月経痛に対する漢方薬の効果について 承認 

1202-02 通常審査 新規 中野 雅 
潰瘍性大腸炎患者に対する大腸用カプセル内視

鏡による病勢評価、前処置法の検討 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２３年度 第１１回） 

 

日 時：平成２４年 ３月 ５日（月）午後５時００分～午後５時４０分 

 

 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1203-01 通常審査 継続 森 裕紀子 月経痛に対する漢方薬の効果について 修正の上で承認 

1203-02 通常審査 継続 中野 雅 

機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効

性・安全性の科学的エビデンスを創出するため

の二重盲検無作為化プラセボ対照比較試験 

承認 

1203-03 通常審査 新規 田中庸一 

小児血液がん患者を対象としたメルカプトプリ

ン・メソトレキセート療法の効果・副作用に影響を

及ぼす因子の検討 

承認 

1203-04 通常審査 継続 野島浩幸 
ＥＧＦＲ阻害薬における皮膚障害と治療効果の

関係についての後ろ向き研究 
承認 

1203-05 通常審査 新規 麻生雅子 黄色灯下滞在における精神身体的変化の調査 承認 


