
研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第１回） 

 

日 時：平成２４年 ４月 ２日（月）午後５時００分～午後５時５０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 

1204-01 通常審査 新規 山田 悟 
低糖質ラーメン負荷による糖代謝への影響を

みる試験 
修正の上で承認 

1204-02 通常審査 新規 若林健一郎 
睡眠ポリソムノグラフィーおよび簡易脳波計を

用いた耳鳴患者の睡眠に関する検討 
保留（再審査） 

1204-03 通常審査 新規 薄井健介 
ドーピング防止規則違反にならないための医

薬品・サプリメントの使用実態調査 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第２回） 

 

日 時：平成２４年 ５月 ７日（月）午後５時００分～午後６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 

1205-01 通常審査 新規 砂川慶介 

多剤耐性グラム陰性桿菌感染症患者に対す

るコリスチンメタンスルホン酸ナトリウム注射剤

の有効性と安全性の検討 －多施設共同、非

盲検の臨床研究 

承認 

1205-02 通常審査 新規 井田剛人 
灸頭鍼療法による皮膚表面温と深部温に対す

る効果の検討 
修正の上で承認 

1205-03 通常審査 新規 井口 清香 
糖質制限食指導を行った非アルコール性脂肪

肝疾患患者の前後比較研究 
修正の上で承認 

1205-04 通常審査 新規 井口 清香 
非アルコール性脂肪肝疾患患者に対する糖質

制限食指導効果の検証 
修正の上で承認 

1205-05 通常審査 新規 井口 清香 
非アルコール性脂肪肝疾患患者の食生活調

査 
修正の上で承認 

1205-06 通常審査 新規 歌島大輔 
大学アメリカンフットボールチームにおける傷

害調査 
修正の上で承認 

1205-07 通常審査 新規 月村泰規 リクシアナ錠 使用成績調査 承認 

1205-08 通常審査 新規 重田 暁 
入院リハビリテーション患者を対象とした腎機

能障害の実態についての観察研究 
承認 

1205-09 通常審査 新規 松本卓也 
心臓弁膜症術後患者の運動耐容能に関与す

る因子の検討 
修正の上で承認 

1205-10 通常審査 新規 山田好則 
樹状細胞ワクチン療法における治療実績調査

について 
承認 



 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別  申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1205-11 通常審査 新規 阿部宙 
Knee-Spine Syndrome 患者の身体特性と運動

機能 
承認 

1205-12 通常審査 新規 戸田成昭 

変形性膝関節症患者における歩容評価と運

動機能との関係―加速度計を用いての検討

― 

承認 

1205-13 通常審査 新規 伊藤 千裕 
患者心理による自己調節鎮痛法（PCA）の有

用性におけるアンケート調査 
承認 

1205-14 通常審査 新規 飯ヶ谷美峰 都心部における認知症患者の転帰調査 承認 

1205-15 通常審査 新規 長塚行雄 
超音波ガイド下末梢神経ブロックを用いた人

工股関節全置換術の術後鎮痛調査 
承認 

1205-16 通常審査 新規 麻生雅子 
黄色灯下試験における不便と精神身体的影

響の調査 
承認 

1205-17 通常審査 継続 常松 令 

C 型慢性肝疾患患者に対する分岐鎖アミノ酸

（BCAA）顆粒製剤長期投与の臨床効果につい

ての検討 

承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第３回） 

 

日 時：平成２４年 ６月 ４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 

1206-01 通常審査 新規 穴田 聡 
高齢入院患者における精神症状出現に関連す

る因子の検討 
修正の上で承認 

1206-02 通常審査 新規 鈴木慶一 
胆道癌切除例に対する TS-1術後補助化学療法

の Feasibility試験 
承認 

1206-03 通常審査 新規 有田悦子 
重症心身障害児を持つ家族を対象とした意識

調査研究 
承認 

1206-04 通常審査 新規 井上 岳 

１型糖尿病患者における超速効型インスリン

アナログ製剤投与時の日内血糖変動の推移－

３薬剤（アスパルト、リスプロ、グルリジン）

の比較検討－ 

修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第４回） 

 

日 時：平成２４年 ７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 

1207-01 通常審査 新規 鈴木亜鶴 
ジクアホソルナトリウム点眼薬による涙液油

層の変化 
承認 

1207-03 通常審査 新規 竹下 啓 
胃ろう造設意思決定における患者家族の心

理的プロセスに関する質的研究 
修正の上で承認 

1207-04 通常審査 新規 伊東崇仁 
病棟薬剤師によるC型慢性肝炎 3剤併用療

法の製造販売後調査への積極的介入 
保留（再審査） 

1207-05 通常審査 新規 佐藤 忍 
短期入院で前立腺針生検を受ける患者の

退院時の生活指導 
修正の上で承認 

1207-06 通常審査 新規 鷲塚寛子 
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 
修正の上で承認 

1207-07 通常審査 新規 中谷比呂志 

健康高齢者、非高齢者における血漿脳性ナ

トリウム利尿ペプチド濃度の臨床的意義に

ついての検討 

承認 

1207-08 通常審査 新規 中谷比呂志 
尿中 N-アセチルグルコサミニダーゼ指数の

基準値設定の試み 
承認 

1207-09 通常審査 新規 山田幸枝 

入退院を繰り返す高齢心不全患者の退院

後の内服自己管理能力の構築～オレム看

護論による 10のパワー構成要素に着目した

セルフケア能力を生かした援助～ 

修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第５回） 

 

日 時：平成２４年 ８月 ２０日（月）午後５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 

 

1208-01 

 

通常審査 

 

新規 

 

有田悦子 

 

臨床試験参加者の語りデータベース構築と

被験者保護の質向上に関する研究 

 

 

承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第６回） 

 

日 時：平成２４年 ９月 ３日（月）午後５時００分～午後５時５０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 

1209-01 通常審査 新規 山田 悟 

2 型糖尿病患者におけるエネルギー必要量、基礎

代謝量、身体活動量、基質酸化適応能に関する

研究 

修正の上で承認 

1209-02 通常審査 新規 小林 拓 
炎症性腸疾患におけるマクロファージのエピゲノ

ム解析 
修正の上で承認 

1209-03 通常審査 新規 若林 靖久 フサン特異 IgE 測定キット有用性調査 承認 

1209-04 通常審査 新規 高野 裕美 

北里研究所病院外来患者における、独立行政法

人医薬品医療機器総合機構の「医薬品医療機器

情報提供ホームページ」に関する意識調査 

修正の上で承認 

1209-05 通常審査 新規 小丸 圭一 

SMBG 穿刺における部位による痛みの違い  

～糖尿病医療スタッフとしての臨床検査技師教育

の一環～ 

承認 

1209-06 通常審査 継続 阿部 宙 
Knee-Spine Syndrome 患者の身体特性と運動機

能 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第７回） 

 

日 時：平成２４年１０月 １日（月）午後５時００分～午後５時５０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 

1210-01 通常審査 新規 斎藤義正 
Helicobacter pylori 陽性患者に対するエソメプラ

ゾールを用いた一次除菌療法に関する研究 
承認 

1210-02 通常審査 新規 鈴木敏司 
転移性脳腫瘍に対する細胞外液性造影剤の倍

量投与の有用性に関する研究 
保留（再審査） 

1210-03 通常審査 新規 田中淳一 
関節リウマチ患者を対象としたタクロリムスとエタ

ネルセプトの有用性比較試験 
修正の上で承認 

1210-04 通常審査 新規 藤岡貴光 
整形外科領域における疼痛管理への取り組み 

―薬剤師の処方入力― 
承認 

1210-05 通常審査 新規 若林健一郎 耳鳴・聴覚過敏患者に対するアンケート調査 修正の上で承認 

1210-06 通常審査 新規 山田 悟 糖質制限メニューに関する意識調査 承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第８回） 

 

日 時：平成２４年１０月３１日（水）午後５時００分～午後５時５０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 

1211-01 通常審査 新規 中野 雅 
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口

5-ASA 製剤治療に関する実態調査(観察研究) 
承認 

1211-02 通常審査 新規 清水清香 
当院人間ドック受診者における非アルコール性

脂肪肝疾患の実態調査 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第９回） 

 

日 時：平成２４年１２月 ３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 

1212-01 通常審査 新規 金子博徳 
長期ビスフォスフォネート投与患者に対する新規

ビタミンＤ製剤の有用性の検討 
承認 

1212-02 通常審査 新規 金子博徳 
E1™を用いた全人工股関節置換術 前向き無作

為化多施設共同研究 
修正の上で承認 

1212-03 通常審査 新規 井上 岳 

糖尿病性腎症患者の重症化予防を目的とした、

かかりつけ医と薬局薬剤師等の連携による患者

自己管理支援プログラムのフィージビリティに関

する研究 

承認 

1212-04 通常審査 新規 若林健一郎 
スギ花粉症患者の睡眠調査（簡易脳波計を用い

た睡眠深度の測定） 
修正の上で承認 

1212-05 通常審査 新規 山田 悟 
J-BRAND Registry （ Japan-Based clinical 

ReseArch Network for Diabetes Registry） 
承認 

1212-06 通常審査 新規 馬場彰泰 血中カルニチン濃度の院内測定 修正の上で承認 

1212-07 通常審査 新規 中田 恵子 手術を受ける患者の体温低下予防のケア 保留（再審査） 

1212-08 通常審査 新規 長塚行雄 

人工股関節全置換術に対する超音波ガイド下腰

神経叢ブロック・仙骨神経叢ブロック＋iv-PCA群

と持続硬膜外麻酔群の後ろ向き比較観察研究 

修正の上で承認 

1212-09 通常審査 新規 増田清夏 

前十字靭帯再建術に対する超音波ガイド下末梢

神経ブロック群と硬膜外麻酔群の後ろ向き比較

観察研究 

修正の上で承認 

1212-10 通常審査 新規 平畑枝里子 

婦人科腹腔鏡下子宮筋腫核出術に対する超音

波ガイド下末梢神経ブロック群と硬膜外麻酔群

の後ろ向き観察研究 

修正の上で承認 

1212-11 通常審査 継続 斎藤義正 
Helicobacter pylori 陽性患者に対するエソメプラ

ゾールを用いた一次除菌療法に関する研究 
承認 

1212-12 通常審査 継続 赤石 誠 

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 

承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第１０回） 

 

日 時：平成２５年 １月 ７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 

1301-01 通常審査 新規 島田恵 
夜間自動血圧計を用いたアジルサルタンの降圧効果

の検討 
保留（再審査） 

1301-02 通常審査 新規 辻 崇 後縦靱帯骨化症に対するメタボローム研究 修正の上で承認 

1301-03 通常審査 新規 辻 崇 後縦靱帯骨化症の遺伝子解析に関する研究 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第１１回） 

 

日 時：平成２５年 ２月 ４日（月）午後５時～午後６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 

1302-01 通常審査 新規 岡 英佳 

腹腔鏡下子宮筋腫核出術における体温管理 

～温風式加温装置とアンダーボディタイプの 

電気式ウォーマーの比較検討～ 

修正の上で承認 

1302-02 通常審査 新規 小平 まさみ 
2D スペックルトラッキング法による心機能評価の有用

性    心筋シンチグラムとの比較 
承認 

1302-03 通常審査 新規 山田洋子 TMAD法による右心機能評価の有用性について 承認 

1302-04 通常審査 継続 中野雅 
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口 5-ASA

製剤治療に関する実態調査(観察研究) 
承認 

1302-05 通常審査 継続 齋藤義正 
Helicobacter pylori 陽性患者に対するエソメプラゾール

を用いた一次除菌療法に関する研究 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２４年度 第１２回） 
 

日 時：平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ５時～午後 ６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 

1303-01 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 

1303-02 通常審査 新規 井上 岳 

basal-bolus 治 療 中 の 糖 尿 病 外 来 患 者 に お け る

CGM(Continuous Glucose Monitoring)を用いたインスリ

ングラルギン(ランタス®)とインスリンデグルデク（トレシ

ーバ®）との効果比較研究 

承認 

1303-03 通常審査 新規 井上 岳 

軽症２型糖尿病外来患者における DPP-4 阻害剤シタ

グリプチン（ジャヌビア錠®）とビルダグリプチン（エクア

錠®）との CGM(Continuous Glucose Monitoring)を用い

た比較検討 

承認 

1303-04 通常審査 新規 岩月正人 抗マラリア剤の探索 修正の上で承認 

1303-05 通常審査 新規 辻 崇 
脊椎脊髄疾患の治療成績評価の研究ーレジストリーシ

ステムを用いた多施設前向き研究ー 
承認 

1303-06 通常審査 新規 辻 崇 腰椎変性側弯症の遺伝子解析に関する研究 修正の上で承認 

1303-07 通常審査 新規 赤石 誠 
心房細動治療の診療および予後調査のためのレジスト

リ研究 
修正の上で承認 

1303-08 通常審査 新規 

木村桂子、高

橋史子、西澤

貴子 

「家族が患者に触れることによる患者家族の得られる

効果」について 
承認 

1303-09 通常審査 継続 山田 悟 

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象と

したスタチンによる LDL-C 低下療法(通常治療/強化治

療)の比較研究 

承認 

1303-10 通常審査 継続 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 


