
研究倫理委員会議事録（平成２５年度 第１回） 

 

日 時：平成２５年 ４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 

1304-01 通常審査 新規 渡辺憲明 
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 
修正の上で承認 

1304-02 通常審査 新規 千葉一裕 
成長期及び成人関節軟骨の物性値と非侵襲的計測

手法の確立 
修正の上で承認 

1304-03 通常審査 新規 飯ヶ谷美峰 電子版頭痛ダイアリー「頭痛 web日記」の臨床評価 承認 

1304-04 通常審査 継続 篠崎公一 
フルオロキノロン系抗菌薬の PK-PD・TDM に関する

研究 
修正の上で承認 

1304-05 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（その 2） 承認 

1304-06 通常審査 新規 川鍋伊晃 

外来新規患者における舌撮影解析システム（TIAS：

Tongue Image Analyzing System）を用いた

舌所見の客観的検討 

承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第２回） 

 

日 時：平成２５年 ５月 １３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 

1305-01 通常審査 新規 関 大仁 
手術可能乳癌患者に対する術前アブラキサン/FEC

逐次療法の第Ⅱ相臨床試験 
修正の上で承認 

1305-02 通常審査 新規 関 大仁 

HER2陽性の転移・再発乳癌患者に対する 3週 1 コ

ースの S-1 と 3週 1 コースのトラスツズマブ併用療

法の安全性試験 

承認 

1305-03 通常審査 新規 若林健一郎 
CPAP 療法コンプライアンス不良の重症睡眠時無呼

吸症候群患者に対する睡眠導入剤併用効果の検討 
承認 

1305-04 通常審査 新規 中谷比呂志 
関節リウマチにおける各種薬物療法に伴う骨代謝に

関する臨床研究 
修正の上で承認 

1305-05 通常審査 新規 中谷比呂志 
PTR3 の膠原病の活動性評価における重要性に関

する研究 
修正の上で承認 

1305-06 通常審査 新規 渡辺雄一 
テルモと共同開発を行った活動量計での一般主婦の

活動量測定 
修正の上で承認 

1305-07 通常審査 新規 松本卓也 
大腿骨近位部骨折患者における運動機能および身

体活動量が歩行自立度に与える影響 
修正の上で承認 

1305-08 通常審査 新規 阿部 宙 
全人工股関節置換術患者における術後の身体活動

量が術後の運動機能に与える影響 
修正の上で承認 

1305-09 通常審査 新規 清水清香 
脂肪肝患者における PNPLA3・TLR4 遺伝子多型解

析研究 
修正の上で承認 

1305-10 通常審査 新規 小田口浩 
患者血清中の蛋白及びペプチド発現に及ぼす「半夏

厚朴湯」の効果を検討する予備試験 
承認 

1305-11 通常審査 新規 伊藤千裕 

腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の静脈内自己調節鎮痛

法または硬膜外自己調節鎮痛法が術後悪心・嘔吐

および術後疼痛に及ぼす影響 

承認 

1305-12 通常審査 新規 安冨蔵人 
ペースメーカー植え込み患者における心筋 SPECT

解析ソフトを用いた左室同期不全の評価 
承認 

1305-13 通常審査 新規 福元里紗 当院の乳がん検診の実態調査と受診者の意識調査 承認 

1305-14 通常審査 新規 筋野智久 
炎症性腸疾患患者のデータベース構築による治療

効果予測 
修正の上で承認 

1305-15 通常審査 新規 穂積 桜 仰臥位での腹診を代替する診察方法の検討 承認 

1305-16 通常審査 新規 金子貴子 
乳癌患者の気分障害に対する漢方随証治療の効果

の検討 
承認 

1305-17 通常審査 新規 有田悦子 臨床研究・治験に携わる医療者の心理に関する研究 承認 

1305-18 通常審査 継続 清水清香 
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 

1305-19 通常審査 継続 清水清香 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 

1305-20 通常審査 継続 清水清香 
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 

1305-21 通常審査 継続 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 
承認 

1305-22 通常審査 継続 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 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第３回） 

 

日 時：平成２５年 ７月 １日（月）午後 ５時～午後 ６時１０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 

1307-01 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 
修正の上で承認 

1307-02 通常審査 新規 竹内 修 
健常人単球より分化させた樹状細胞における肝細胞

がん抗原に対するサイトカイン産生応答について 
承認 

1307-03 通常審査 新規 村澤 茂 
アメリカンフットボールにおける前十字靭帯損傷の受

傷メカニズム 
修正の上で承認 

1307-04 通常審査 新規 山田幸枝 ―画像とアンケートを用いた観察研究― 修正の上で承認 

1307-05 通常審査 新規 三戸佳子 
手術をうける後期高齢者が手術に抱くイメージと早期

離床の関連 
修正の上で承認 

1307-06 通常審査 新規 有田悦子 
慢性心不全患者の飲水管理-プロセスレコードを用

いての関わり- 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第 4回） 

 

日 時：平成２５年 8月 5日（月）午後 ５時～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 

1308-01 通常審査 新規 関 大仁 
乳癌術後補助療法としての low dose weekly 

Nab-paclitaxel 
修正の上で承認 

1308-02 通常審査 新規 辻 崇 
脊椎靱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、前向き研究-  
修正の上で承認 

1308-03 通常審査 新規 筋野智久 
炎症性腸疾患における糞便中 S-100 タンパク質に

よる病勢・治療効果予測 
修正の上で承認 

1308-04 通常審査 新規 渡辺雄一 
低強度の運動実施に関する探索的研究における共

同研究  
修正の上で承認 

1308-05 通常審査 新規 石毛達也 メニエール病に対する漢方治療の効果の検討 修正の上で承認 

1308-06 通常審査 新規 塚原由佳 
アメリカンフットボールにおける肩関節脱臼のメカニ

ズム－画像とアンケートを用いた観察研究―  
修正の上で承認 

1308-07 通常審査 新規 塩谷修伴 VSRAD®advanceの臨床における有用性の検討 承認 

1308-08 通常審査 継続 若林靖久 フサン特異 IgE測定キット有用性調査 承認 

1308-09 通常審査 新規 有田悦子 
健康診断結果の情報提供および保健指導のあり方

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２５年度 第 5回） 

 

日 時：平成２５年 9月 2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 

1309-01 通常審査 新規 山田 悟 
2種類のペン型インスリン注入器用注射針の臨床比

較試験 
修正の上で承認 

1309-02 通常審査 新規 小林 拓 

インフリキシマブ治療によって寛解維持された潰瘍性

大腸炎患者に対するインフリキシマブ治療の中止お

よび継続群の寛解維持率比較研究 

修正の上で承認 

1309-03 通常審査 新規 小田口 浩 新麻黄エキスの安全性確認試験 保留（再審査） 

1309-04 通常審査 新規 島田 恵 
慢性心不全患者に対する和温療法の短期効果の検

討 和温療法器を用いた多施設前向き共同研究 
修正の上で承認 

1309-05 通常審査 新規 小林 拓 
消化器疾患における便中カルプロテクチン測定試薬

「EliA Calprotectin」臨床性能試験 
修正の上で承認 

1309-06 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 

1309-07 通常審査 継続 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 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第 6回） 

 

日 時：平成２５年 10月 1日（火）午後 ５時～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 

1310-01 通常審査 新規 小林 拓 
潰瘍性大腸炎におけるインフリキシマブ血中濃度測

定による効果予測 
修正の上で承認 

1310-02 通常審査 新規 関 大仁 
進行再発乳癌に対する low dose weekly 

Nab-paclitaxel療法 
修正の上で承認 

1310-03 通常審査 新規 関 大仁 
非浸潤性乳管癌（DCIS）における短期術前内分泌

療法の有用性第Ⅱ相臨床試験 
修正の上で承認 

1310-04 通常審査 新規 若林健一郎 鼻閉を伴う睡眠時無呼吸症候群の検討 修正の上で承認 

1310-05 通常審査 新規 山田好則 
光触媒空気清浄機による腎機能低下者への影響に

関する臨床研究 
修正の上で承認 

1310-06 通常審査 新規 小田島一弘 血流依存性血管拡張反応の再現性の検討 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第 7回） 

 

日 時：平成２５年 11月 ６日（水）午後５時３０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 

1311-01 通常審査 新規 伊藤さつき 
独自に作成した OAG口腔ケアプロトコールに沿った

ケアの実践～口腔内環境の改善を目指して～ 
保留（再審査） 

1311-02 通常審査 新規 外山竹弥 音響物理的手法による耳鳴軽減システムの開発 修正の上で承認 

1311-03 通常審査 新規 金子博徳 
関節疾患における関節破壊・再生の分子機構の解

析研究 
修正の上で承認 

1311-04 通常審査 継続 小田島一弘 血流依存性血管拡張反応の再現性の検討 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第 8回） 

 

日 時：平成２５年 １２月 ３日（火）午後５時～午後６時 

 

以上 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別 申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1312-01 通常審査 新規 中野雅 
遠位回腸検索における受動湾曲高伝達挿入部搭載

細径大腸内視鏡 PCF-PQ260Lの有用性の検討 
修正の上で承認 

1312-02 通常審査 新規 筋野智久 
難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスと

インフリキシマブの治療効果比較試験 
承認 

1312-03 通常審査 新規 

上原美紀、 

古市真奈美、

山田祐実 

血圧高値の人間ドック受診者に対する血圧指導へ

の取り組み－家庭血圧測定の指導を通して－ 
修正の上で承認 

1312-04 通常審査 新規 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

検討を完了した患者を対象とした前向きコホート

試験 

承認 

1312-05 通常審査 新規 坂部 貢 
環境中の微量な化学物質による健康影響に関する

調査研究 
承認 

1312-06 通常審査 新規 坂部 貢 
シックハウス症候群の診断基準の検証に関する研

究 
承認 

1312-07 通常審査 新規 戸田成昭 
変形性膝関節症における歩行の時空間的因子と重

心動揺性の推移の測定 
承認 

1312-08 通常審査 継続 若林健一郎 鼻閉を伴う睡眠時無呼吸症候群の検討 承認 

1312-09 通常審査 継続 有田悦子 
健康診断結果の情報提供および保健指導のあり方

に関する研究 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第 9回） 

 

日 時：平成２６年 １月 ７日（火）午後５時～午後６時 

 

 

以上 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別 申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1401-01 通常審査 新規 齋藤義正 
Helicobacter pylori 除菌抵抗性患者に対する四

次除菌療法 
承認 

1401-02 通常審査 新規 小林 拓 
潰瘍性大腸炎患者における CYP3A の遺伝子変異と

FK506血中濃度の相関研究 
修正の上で承認 

1401-03 通常審査 新規 清水清香 

C 型慢性肝炎に対するシメプレビル・ペグインタ

ーフェロン・リバビリン 3 剤併用療法における治

療効果の検討（多施設共同研究） 

修正の上で承認 

1401-04 通常審査 新規 小田口 浩 
エフェドリンアルカロイド除去麻黄エキスの安全

性確認試験 
修正の上で承認 

1401-05 通常審査 新規 塚原由佳 
トップアスリートの海外遠征による時差症候群と

体調変化について 
修正の上で承認 

1401-06 通常審査 新規 鈴木幸男 
リウマチ膠原病の肺病変における肺胞マクロファ

ージ活性化の臨床的意義の検討 
承認 

1401-07 通常審査 新規 川名由紀子 
糖質制限食が small denseLDLに与える影響につい

ての検討 
修正の上で承認 

1401-08 通常審査 継続 柴田壮一 
抗凝固薬(ﾌｫﾝﾀﾞﾊﾟﾘﾇｸｽ､ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝ)の体内動態と臨

床効果の個体差発現要因の解明 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第１０回） 

 

日 時：平成２５年 ２月 ４日（火）午後５時～午後６時 

 

 

以上  

審査 No.  
審査会 

種別  
種別 申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1402-01 通常審査 新規 小林 拓 炎症性腸疾患におけるエピゲノム・ゲノム相互解析 修正の上で承認 

1402-02 通常審査 新規 関 大仁 
HER2 陽性進行・再発乳癌患者に対するエリブリン･トラ

スツズマブ･ペルツズマブ併用療法の第Ⅱ相臨床試験 
保留（再審査） 



研究倫理委員会議事要旨（平成２５年度 第１１回） 

 

日 時：平成２６年 ３月 ４日（火）午後５時～午後６時 

 

 

 

 

以上 

審査 No.  
審査会 

種別  
種別 申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1403-01 通常審査 新規 関 大仁 
進行・再発乳癌患者に対するエリブリンの安

全性および有効性に関する検討 
修正の上で承認 

1403-02 通常審査 新規 井上 岳 

２型糖尿病外来患者における CGM(Continuous 

Glucose Monitoring)を用いたリラグルチド

(ビクトーザ®)とリキシセナチド（リキスミア

®）との効果比較研究 

修正の上で承認 

1403-03 通常審査 新規 渡辺憲明 
空腹時および乳酸菌飲料摂取時の胃内 pHの確

認 
承認 

1403-04 通常審査 新規 伊藤 剛 冷え症のタイプ別診断に基づく病態解明 修正の上で承認 

1403-05 通常審査 新規 小林 拓 
新規内視鏡検査薬モビプレップ使用による内

視鏡検査の受容性、安全性評価 
修正の上で承認 


