
研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第１回） 

 

日 時：平成２６年 ４月 １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 

1404-01 通常審査 新規 若林健一郎 
慢性副鼻腔炎と気管支喘息の共通メカニ

ズムに関する検討 
修正の上で承認 

1404-02 通常審査 新規 高橋正幸 
ビホナゾール含有クリーム剤における先

発医薬品と後発医薬品の比較評価 
修正の上で承認 

1404-03 通常審査 継続 小田口浩 
患者血清中の蛋白及びペプチド発現に及

ぼす「香蘇散」の効果を検討する予備試験 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第２回） 

 

日 時：平成２６年 ５月 １３日（火）午後５時～午後７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 

1405-01 新規 通常審査 小林拓 

潰瘍性大腸炎に対する CYP3A5 遺伝子多

型に基づいたタクロリムスのテーラーメ

ード治療 

承認 

1405-02 新規 通常審査 鈴木慶一 

浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法

およびTS-1を用いた術後補助化学療法の

第 II 相試験 

承認 

1405-03 新規 通常審査 鈴木幸男 
肺癌患者における制御性 T 細胞の臨床的

意義 
承認 

1405-04 新規 通常審査 飯島 肇 
イヌリン含有チョコレートの日本人健康

成人における血糖曲線の検討 
承認 

1405-05 新規 通常審査 馬場彰泰 
大腸 CT 検査と大腸内視鏡検査の検査精

度の比較 
承認 

1405-06 新規 通常審査 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 

承認 

1405-07 新規 通常審査 月村 泰規 
前十字靭帯損傷膝の不安定性評価に用い

る評価機器の有用性と信頼性の評価 
N/A 

1405-08 新規 通常審査 渡邉 雄一 
活動量計での20～50歳台男性社会人の活

動量測定 
承認 

1405-09 新規 通常審査 田中淳一 

関節リウマチ患者における尿中プロスタ

グランディン E の主要代謝物測定の臨床

的意義 

N/A 

1405-10 新規 通常審査 嘉治一樹 
鏡視下腱板縫合術施行患者における腱板

の筋形態の経時的変化に関する研究 
N/A 

1405-11 新規 通常審査 安冨 蔵人 

Small Heart 患者における新規心筋

SPECT解析ソフトフェアを用いた心機能

解析の有用性 

N/A 

1405-12 新規 通常審査 柳澤 貴子 
微細石灰化病変に対するステレオガイド

下マンモトーム生検の適応に関する検討 
N/A 

1405-13 新規 通常審査 川上美好 

保険薬局における FRAX 導入による骨粗

鬆症早期スクリーニングに 

関する研究 

承認 

1405-14 新規 通常審査 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 

N/A 

1405-15 継続 通常審査 飯ヶ谷美峰 頭痛 web 日記「頭痛 Click」の臨床評価 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 

1405-研 01 継続 通常審査 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 

承認 

1405-研 02 継続 通常審査 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 
N/A 

1405-研 03 継続 通常審査 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 
承認 

1405-研 04 継続 通常審査 関 大仁 
乳癌術後補助療法としての low dose 

weekly Nab-paclitaxel 
承認 

1405-研 05 継続 通常審査 関 大仁 
進行再発乳癌に対する low dose weekly 

Nab-paclitaxel 療法 
承認 

1405-研 06 継続 通常審査 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 
承認 

1405-研 07 継続 通常審査 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 

1405-研 08 継続 通常審査 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 

承認 

1405-研 10 継続 通常審査 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 
承認 

1405-研 11 継続 通常審査 阿部 宙 
Knee-Spine Syndrome 患者の身体特性と

運動機能 
承認 

1405-研 12 継続 通常審査 赤石誠 
多種非侵襲的モダリテイーを利用した心

臓評価法の確立 
承認 

1405-研 13 継続 通常審査 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 

1405-研 14 継続 通常審査 若林 靖久 フサン特異 IgE 測定キット有用性調査 承認 

1405-研 15 継続 通常審査 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 

1405-研 16 継続 通常審査 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 

1405-研 17 新規 通常審査 渡邉達也 
医薬品添付文書の安全性プロファイルと

使用成績調査の関連 
承認 

1405-研 18 新規 通常審査 宮下 博幸 
自転・公転式ミキサーが作業時間に与える

影響について 
承認 

1405-研 19 新規 通常審査 竹内 修 
GEM 耐性ヒト膵臓癌細胞株を用いた耐

性機序の解明 
承認 

1405-研 20 新規 通常審査 島田 真理子 
食事における脂質と塩分摂取量の相関に

ついて 
修正の上で承認 

1405-研 21 新規 通常審査 上西 洋二 

心エコー図検査のスペックルトラッキン

グ法を用いた、 

左室収縮機能の保たれた心不全(HFpEF)

の病態解析 

N/A 

1405-研 22 新規 通常審査 戸田京子 

高脂肪食マウスのConcanavalin A誘発性

肝障害に対するドコサヘキサエン酸の有

効性の検討 

修正の上で承認 

1405-研 23 継続 通常審査 竹下 啓 
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 



 

 

 

以上 

 
審査会 

種別  
種別 申請者氏名 研究の表題 審査結果 

1405-研 24 継続 通常審査 鈴木慶一 
Gemcitabine 耐性株に対する metformin

の抗腫瘍効果の検討 
承認 

1405-研 25 継続 通常審査 関 大仁 

Luminal 乳癌における HOXB9 遺伝子と

腫瘍増殖能・血管新生能および臨床的予後

との関連性および血管新生阻害剤有用性

の検討 

承認 

1405-研 26 継続 通常審査 関 大仁 
進行・再発乳癌における 5-FU 代謝関連酵

素の mRNA 発現量と TS-1 の有用性 
承認 

1405-研 27 継続 通常審査 氏原 淳 
臨床試験終了後の被験者への情報フィー

ドバックに関する研究 
承認 

1405-研 28 継続 通常審査 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 

1405-研 29 継続 通常審査 左右田和枝 
リビングウイル作成希望者の臨床的特徴

に関するアンケート調査 
承認 

1405-研 30 継続 通常審査 山田 悟 
免疫系レセプター CD44 の糖脂質代謝

に与える影響についての検討 
承認 

1405-研 31 継続 通常審査 島田恵 
カルペリチドの虚血再灌流障害における

心筋保護効果 
承認 

1405-研 32 継続 通常審査 瀧沢 麻子 
鼻粘膜の免疫応答ならびに寛容誘導の包

括的基礎研究 
承認 

1405-研 33 継続 通常審査 小林拓 
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 
承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第３回） 

 

日 時：平成２６年 ６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 

1406-01 新規 通常審査 小林拓 
炎症性腸疾患患者免疫細胞中の 

チオプリン代謝産物測定 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第４回） 

 

日 時：平成２６年 ７月 １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 

1407-01 新規 通常審査 

 

日比紀文 

インフリキシマブによる寛解維持治療に

おける効果不十分なクローン病患者を対

象とした栄養療法併用効果確認試験 ―多

施設共同無作為化比較臨床試験― 

承認 

1407-02 新規 通常審査 有田悦子 
東日本大震災被災地の人々が薬剤師に望

むことに関する予備的調査 
修正の上で承認 

1407-03 新規 通常審査 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２６年度 第 5回） 

 

日 時：平成２６年 ８月 ５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 

1408-01 新規 通常審査 千葉一裕 
骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存的初期治療

の指針策定 
承認 

1408-02 新規 通常審査 飯島 肇 
ヒトに対するきれい除菌水の安全性確認試験

（手指） 
承認 

1408-03 新規 通常審査 小田口 浩 
漢方所見の客観化・標準化 ～ 腹診センサー 

～ 
修正の上で承認 

1408-04 新規 通常審査 川鍋伊晃 
漢方所見の客観化・標準化 ～ 舌診センサー 

～ 
修正の上で承認 

1408-05 新規 通常審査 篠崎公一 
レボフロキサシンの PK-PD・TDMに関する

研究 
修正の上で承認 

1408-06 新規 通常審査 篠崎公一 メロペネムの PK-PD・TDMに関する研究 修正の上で承認 

1408-07 新規 通常審査 月村泰規 Novationヒップシステムの臨床(観察)調査 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第６回） 

 

日 時：平成２６年 ９月 ２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 

1409-01 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/S-1併用療法とFEC療法の逐次投与法の

第Ⅱ相臨床試験 

保留（再審査） 

1409-02 通常審査 新規 佐藤英明 

ヒアルロン酸皮膚充填剤を用いた顔面のし

わ治療における効果と安全性についての試

験 

保留（再審査） 

1409-03 通常審査 新規 飯島 肇 
光触媒空気清浄機使用による血管の老化へ

の影響に関する臨床研究 
承認 

1409-04 通常審査 新規 島田恵 
慢性心不全患者、末梢動脈疾患患者に対す

る和温療法の効果の検討 
修正の上で承認 

1409-05 通常審査 新規 伊藤雄一 
圧痛のある経穴に対する施灸の自律神経反

応 ―心兪穴について― 
修正の上で承認 

1409-06 通常審査 新規 小林 拓 

クローン病におけるアダリムマブ投与症例

の中長期的予後と影響因子の検討 

（ADJUST study） 

承認 

1409-07 通常審査 新規 小林 拓 
潰瘍性大腸炎における便中S100A12の日内

変動の検証 
承認 

1409-08 通常審査 新規 小林 拓 

潰瘍性大腸炎における病勢モニタリング法

としての便中カルプロテクチンの有用性の

検討 

承認 

1409-09 通常審査 新規 小林 拓 
潰瘍性大腸炎における便中カルプロテクチ

ンの日内変動の検証 
承認 

1409-10 通常審査 新規 小林 拓 
潰瘍性大腸炎における病勢モニタリング法

としての便中 S100A12の有用性の検討 
承認 



研究倫理委員会議事録（平成２６年度 第７回） 

 

日 時：平成２６年１０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 

1410-01 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（その 3） 修正の上で承認 

1410-02 通常審査 新規 小林義典 
超臨界流体抽出法により作成したカフェイン低減化カ

カオ配合ココア飲料の抗ストレス効果 
修正の上で承認 

1410-03 通常審査 新規 中谷 比呂志 

日本スギ花粉アレルギーを有する日本人被験者に対す

る、CACモデルを用いたアイボン ALによる洗眼の有

効性と安全性の検討 

承認 

1410-04 通常審査 新規 上城ひとみ 
高齢者せん妄予防に向けての看護介入～せん妄スクリ

ーニングツール（DST）と標準看護計画を用いて～ 
修正の上で承認 

1410-05 通常審査 新規 佐藤英明 
ヒアルロン酸皮膚充填剤を用いた顔面のしわ治療にお

ける効果と安全性についての試験 
修正の上で承認 

1410-06 通常審査 継続 伊藤 千裕 

婦人科腹腔鏡下手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 

1410-07 通常審査 継続 小林拓 
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 



研究倫理委員会議事録（平成２６年度 第 8回） 

 

日 時：平成２６年１１月 ４日（火）午後５時～午後５時３０分 

 

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 

1411-01 通常審査 新規 田中淳一 ゼルヤンツ錠 5 ㎎特定使用成績調査（全例調査） その他 

1411-02 通常審査 新規 新貝弘明 
病棟専任薬剤師による診療情報提供書と持参薬の整合

性についての実態調査 
承認 



研究倫理委員会議事録（平成２６年度 第９回） 

 

日 時：平成２６年１２月 ２日（火）午後５時～午後６時３０分 

 

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 

1412-01 通常審査 新規 若林健一郎 
鼻粘膜上皮を中心とした非免疫細胞による免疫応答に関す

る検討 
修正の上で承認 

1412-02 通常審査 新規 川鍋伊晃 漢方所見の客観化・標準化 ～ 脈診センサー ～ 承認 

1412-03 通常審査 新規 関 大仁 
閉経後の日本人の乳癌患者におけるデノスマブの有用性を

検討する観察研究 
修正の上で承認 

1412-04 通常審査 新規 箱山 優也 
健康で看護師を続けるために 

～腰痛予防をした取り組み～ 
修正の上で承認 

1412-05 通常審査 新規 小林義和 抗菌薬適正使用と耐性菌発生の関連性の検討 承認 

1412-06 通常審査 新規 石毛達也 メニエール病に対する漢方随証治療の効果の検討 修正の上で承認 

1412-07 通常審査 新規 石毛達也 
嗅覚同定カードキット（オープンエッセンス：OE）を用い

た嗅覚障害に対する漢方治療効果の検討 
修正の上で承認 

1412-08 通常審査 新規 長野 雅史 運動療法継続に関わる因子の抽出を目的とした登録研究 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事録（平成２６年度 第１０回） 

 

日 時：平成２７年 １月 ６日（火）午後５時～午後６時３０分 

 

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 

1501-01 通常審査 新規 田畑 光久 

肥満２型糖尿病患者に対する糖質制限食と選択的SGLT2阻

害剤カナグリフロジン(カナグル®)の併用効果と安全性につ

いての研究 

修正の上で承認 

1501-02 通常審査 新規 田畑 光久 
２型糖尿病患者における糖質制限食の腸内細菌叢に及ぼす

影響についての研究 
修正の上で承認 

1501-03 通常審査 新規 政木 円 術後ベッド上安静による患者の苦痛軽減への取り組み 修正の上で承認 

1501-04 通常審査 新規 山田 幸枝 

退院支援における早期介入を目指した取り組み  

スクリーニングシートの導入と効果的な介入方法を検証す

る 

修正の上で承認 

1501-05 通常審査 新規 小川 旬子 
カラーコンタクトレンズによる眼障害の発生状況に関する

実態調査 
修正の上で承認 

1501-06 通常審査 新規 若林健一郎 
スギ花粉症患者の QOL・睡眠・服薬状況・症状に関するア

ンケート調査 
承認 

1501-07 通常審査 新規 馬場彰泰 
拡張型心筋症患者における血中タンパク質バイオマーカー

探索に関する臨床研究 
承認 

1501-08 通常審査 継続 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 

承認 

1501-09 通常審査 新規 飯ヶ谷美峰 薬物乱用頭痛における抑肝散の効果の前向き観察研究 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第１１回） 

 

日 時：平成２７年 ２月 ３日（火）午後５時～午後６時３０分 

 

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 

1502-01 通常審査 新規 小田口 浩 
漢方所見の客観化・標準化 ～ 腹診センサー2（外来患

者対象） ～ 
承認 

1502-02 通常審査 新規 中山哲夫 
インフルエンザウイルス、Respiratory  syncytial virus 

(RSV) の細胞性免疫に関する研究 
修正の上で承認 

1502-03 通常審査 新規 中山哲夫 水痘ワクチンの免疫原性に関する研究 修正の上で承認 

1502-04 通常審査 新規 中山哲夫 水痘ワクチンの免疫原性に関する研究 修正の上で承認 

1502-05 通常審査 新規 柴田壮一 
抗凝固薬(ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝ､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 
取り下げ 



研究倫理委員会議事要旨（平成２６年度 第１２回） 

 

日 時：平成２７年 ３月 ３日（火）午後５時～午後７時００分 

 

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 

1503-01 通常審査 新規 関 大仁 
薬剤性間質性肺疾患の発症に関連するバイオマーカーの探索

研究 
修正の上で承認 

1503-02 通常審査 新規 小林 拓 
"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" 
修正の上で承認 

1503-03 通常審査 新規 中野雅 
大腸カプセル内視鏡による潰瘍性大腸炎重症度評価スコアの

作成 
修正の上で承認 

1503-04 通常審査 新規 小林義典 テアニン入りココア飲料の抗ストレス効果 承認 

1503-05 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 2」診断的有用性に関する検討" 
承認 

1503-06 通常審査 新規 川鍋伊晃 
外来新規患者における舌診評価システム（DS-01B：上海道生

医療科技製）を用いた舌所見の客観的検討 
承認 

1503-07 通常審査 継続 渡邉憲明 
光触媒空気清浄機使用による血管の老化への影響に関する臨

床研究 
承認 

1503-08 通常審査 継続 川鍋伊晃 漢方所見の客観化・標準化 ～ 舌診センサー ～ 修正の上で承認 

1503-09 通常審査 新規 高野洋之 

高血圧合併する長期遷延中心性漿液性網脈絡症(central 

serous chorioretinopathy (CSC))に対するエプレレノンの効

果の検討 

修正の上で承認 

1503-10 通常審査 継続 千葉一裕 骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存的初期治療の指針策定 承認 

1503-11 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/S-1併用療法と

FEC療法の逐次投与法の第Ⅱ相臨床試験 
修正の上で承認 

1503-12 通常審査 新規 常松 令 
非アルコール性脂肪肝疾患患者における血中タンパク質バイ

オマーカーの探索 
修正の上で承認 


