
研究倫理委員会議事要旨（平成２７年度 第１回） 

 

日 時：平成２７年 ４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 

1504-01 通常審査 新規 小林 拓 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：国内多施設共同試験

Castle study 

修正の上で承認 

1504-02 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)を用いたトホグリフロジン(デベルザ®)とカナ

グリフロジン（カナグル®）との効果比較研究 

修正の上で承認 

1504-03 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 

修正の上で承認 

1504-04 通常審査 新規 有田悦子 2 型糖尿病患者の QOL に患者自身の医学的・心理社会的要

因が与える影響に関する研究 

承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２７年度 第２回） 

 

日 時：平成２７年 ５月１２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 

1505-01 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を用いた臨床

的有用性の検討 

修正の上で承認 

1505-03 通常審査 新規 李眞ミン 低周波筋肉刺激装置は膝関節鏡視下手術後の大腿四頭筋筋

力を増強する 

修正の上で承認 

1505-04 通常審査 新規 馬場彰泰 慢性心不全症例に対するアロマ効果の検討 修正の上で承認 

1505-05 通常審査 新規 有田悦子 膵がん患者とその家族における医療相談に関する意識調査 承認 

1505-06 通常審査 新規 有田悦子 薬学部生の認知症のイメージに関するアンケート調査 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２７年度 第 3回） 

 

日 時：平成２７年 6月 2日（火）午後５時～午後６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 

1506-01 通常審査 新規 月村泰規 
FUJI Study (Functional evaluation Using JOURNEY 

Implant) －JOURNEY II BCSの機能評価 
修正の上で承認 

1506-02 通常審査 新規 和田奈美子 
高齢者のせん妄を予防するための認知機能を保持するケア

プロトコールの開発 
修正の上で承認 

1506-03 通常審査 新規 小林 拓 

潰瘍性大腸炎患者における疾患影響と疾患関連負荷の検討 

Understanding the Impact of Ulcerative COlitis aNd Its 

AssoCiated disease burdeN on patients：ICONIC study 

承認 

1506-04 通常審査 新規 宮崎智子 
ワルファリン服用患者のOTCかぜ薬に対する患者意識と併

用実態に関するアンケート調査 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２７年度 第 4回） 

 

日 時：平成２７年 7 月 7 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 

1507-01 通常審査 新規 本多 皓 
アトピー性皮膚炎寛解維持に対する Bleach bath 療法の有

効性の検討 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成２７年度 第 5回） 

 

日 時：平成２７年 8 月 7 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 

1508-01 通常審査 新規 齋藤良彦 
低周波刺激装置は関節鏡視下前十字靭帯再建術後の大腿四

頭筋筋力を増強する 
修正の上で承認 

1508-02 通常審査 新規 関 大仁 

内分泌療法既治療の閉経後手術不能又は再発乳癌患者に対

するパクリタキセルとベバシズマブ療法の非進行例を対象

としたパクリタキセルとベバシズマブ継続療法と内分泌維

持療法のランダム化第Ⅱ相試験  

修正の上で承認 

1508-03 通常審査 新規 小林 拓 

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- 

修正の上で承認 

1508-04 通常審査 新規 高橋 恵 高齢者の望む医療システム構築に関するアンケート 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成 27年度 第 6回） 

 

日 時：平成 27年 9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 

1509-01 通常審査 新規 月村泰規 PMT を用いた Medial pivot 型 TKA の動作解析 修正の上で承認 

1509-02 通常審査 新規 月村泰規 PMT を用いた Medial pivot 型 TKA 設置の正確性の検証 修正の上で承認 

1509-03 通常審査 新規 豊永貴彦 炎症性腸疾患の病態における腸管粘膜免疫異常の解明 修正の上で承認 

1509-04 通常審査 新規 山田 悟 糖尿病治療に関連した重症低血糖の調査研究 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成 27年度 第 7回） 

 

日 時：平成 27年 10月 6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 

1510-01 通常審査 新規 池田勝臣 腎盂・尿管・膀胱癌についての北里大学関連病院疫学調査 承認 

1510-02 通常審査 新規 齊藤詠子 
ＩＢＤセンターチーム医療の認知度ならびに成果に関する患者

アンケート調査 
修正の上で承認 

1510-03 通常審査 新規 小林 拓 
潰瘍性大腸炎、クローン病及び腸管型ベーチェット病患者にお

ける NUDT15 の遺伝子変異とチオプリン感受性の相関研究 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成 27年度 第 8回） 

 

日 時：平成 27年 11月 10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 

1511-01 通常審査 新規 豊永貴彦 炎症性腸疾患治療における白血球中 6-TGN 測定の有用性検討 修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成 27年度 第 9回） 

 

日 時：平成 27年 12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 

1512-01 通常審査 新規 豊永貴彦 

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多施設共同研究(MENDEL 

Study) 

修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成 27年度 第 10回） 

 

日 時：平成 28年 1月 5日（火）午後 5時～午後 7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 

1601-01 通常審査 新規 小林 拓 活動期潰瘍性大腸炎に対する漢方薬青黛の有用性 修正の上で承認 

1601-02 通常審査 新規 八木澤啓司 
メサラジン徐放性錠（ペンタサ;錠）及びメサラジン徐放性

顆粒（ペンタサ;顆粒）の服薬性に関する研究 
修正の上で承認 

1601-03 通常審査 新規 山原 年 化粧品を使用することによる細菌叢変化の解析 修正の上で承認 

1601-04 通常審査 新規 鈴木慶一 
癌患者を対象とした樹状細胞ワクチン療法の治療効果と影

響因子の検討 
修正の上で承認 



研究倫理委員会議事要旨（平成 27 年度 第 11 回） 

 

日 時：平成 28 年 2 月 2 日（火）午後 5 時～午後 6 時 15 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 

1602-02 通常審査 新規 川鍋伊晃 
舌画像データ化システムを用いた    

外来新規患者の舌所見の客観的検討 
修正の上で承認 

1602-03 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2（外来患者対象） ～ 
修正の上で承認 




