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1 再申請 1702
電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用
した糖尿病に関する臨床情報収集に関する研究

糖尿病内分泌
代謝科<医長>

梶尾　裕 承認

2 新規 2187
子どもの心的外傷関連障害治療プログラム多機関にお
ける効果検証と応用に関する研究

国府台病院<児
童精神科医師>

岩垂　喜貴 不承認

今後改めて新規申請とする場合には、主研究者の明確にし、軽微な侵襲を伴
う非介入研究として立案し、以下の事項につき留意のこと。
【研究計画書について】
研究計画を再考し、研究デザインが明確となるよう修正し作成すること。
研究スケジュールが明確となるよう図表等で工夫し記載すること。
他の先行研究の報告を十分吟味し、解析方法や、対象に対するMRIの心理的
負担などについても再検討すること。
【同意説明文書について】
英文の部分はわかりやすく修正すること。
子供のPTSDやTF-CBTの詳細な内容、MRIを2回行う必要性、RCTとしての割
り付けを行う際の方法の詳細な説明、研究で行う検査の意義と判明した結果
に対する治療適用の有無等の説明、MRI検査の費用は研究費より支払うため
被験者負担がないこと、臨床研究保険の加入の有無等を追記の上修正するこ
と。

申請書の調査用紙等詳細を修正
すること。
実施体制中の各機関の分担内
容を明示すること。
登録症例数を修正すること。

3 新規 2061
全身MRI測定による体の形態学的構造からみた糖尿病・
代謝性疾患等生活習慣病の検討に関する横断研究

臨床研究ｾﾝﾀｰ
<教育研修室長
>

松下　由実 条件付き承認

１．MRIとCTの両方の検査をおこない比較解析することが主な目的であること
が明確にわかるよう、研究計画書および同意説明文書を修正すること。その
際、CT検査の侵襲性、施行の意義を十分追記すること。
２．本研究で実現される具体的内容を反映した課題名に修正すること。
３．同意説明文書中の「期待できる効果（成果）」については、将来像ではなく、
本研究の具体的内容を反映したものに修正すること。
４．診療科を限定しない患者ボランティアが対象であり、研究の説明や、臨床
情報取得の流れを研究計画書に記載すること。

4 新規 2198
HIV関連顔面脂肪萎縮に対する架橋型ヒアルロン酸充填
製剤を用いた繰り返し治療の安全性と有効性に関する研
究

ｴｲｽﾞ治療・研究
開発ｾﾝﾀｰ<室長
>

塚田　訓久
[岡  慎一]

条件付き承認

主観的満足度等のQOL評価の項目を追加すること。

5 新規 2181 血液透析を受ける成人患者の体験に関する記述的研究
看護大学校研
究課程部学生

村上　希　　　　[石
井 智香子]

条件付き承認
(2017/3/10)

調査実施施設の承諾を得ること。

6 新規 2182
新生児先天性横隔膜ヘルニア手術における手術部位感
染防止に関する研究

看護大学校研
究課程部学生

山林　美有紀  [西
岡　みどり]

条件付き承認
(2017/3/10)

調査実施施設の倫理審査委員会の承認を得ること。

7 新規 2184
造血幹細胞移植時の口腔状態と移植後早期の細菌感染
症との関連

看護大学校研
究課程部学生

櫻田　直也
[西岡　みどり]

条件付き承認
(2017/3/10)

調査実施施設の倫理審査委員会の承認を得ること。

8 再申請 1122
肝疾患病態指標血清マーカーの開発と迅速、簡便かつ
安価な測定法の実用化に関する研究

肝炎・免疫研究ｾ
ﾝﾀｰ<肝疾患研修
室長>

是永　匡紹
[溝上　雅史]

承認
(2017/3/3)

9 再申請 1676 HBV DNA測定法の単位変更に関する研究
ｹﾞﾉﾑ医科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ<副ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ長>

杉山　真也
[溝上　雅史]

承認(2017/3/3)

10 再申請 1707
ウイルス性肝炎・肝がん患者におけるプロバイオティクス
を用いた免疫賦活法の開発

肝炎・免疫研究
センター<ｾﾝﾀｰ
長>

考藤　達哉 承認(2017/3/3)

11 再申請 1944
Ｃ型慢性肝炎・肝硬変におけるダクラタスビル＋アスナプ
レビル治療不成功例におけるC型肝炎ウイルス薬剤耐性
変異の解析（多施設共同）

ｹﾞﾉﾑ医科学ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ<副ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ長>

杉山　真也
[考藤　達哉]

承認(2017/3/3)

12 再申請 1948
肝疾患診療における適切な保健医療情報の提供方法の
検討のための事前調査

肝炎・免疫研究ｾ
ﾝﾀｰ<客員研究員
>

山極　洋子
<考藤　達哉>

承認(2017/3/3)

13 再申請 2004
再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎患者に対する維持
療法時におけるボノプラザン長期投与時の安全性に関
する検討 （VISION　study）

国府台病院<消化
器内科医師> 矢田　智之 承認(2017/3/3)

14 新規 2185
大腸憩室出血におけるリスク因子に関する後ろ向きカル
テ調査

国府台病院<消化
器内科医師>

赤澤　直樹
[酒匂　赤人]

承認(2017/3/3)

15 新規 2186
電気痙攣療法期間中の肺動脈血栓塞栓発症の危険因
子に関する後方視的検討

国府台病院<麻酔
科医師>

西岡　慧
[東　俊晴]

承認(2017/3/3)

16 新規 2188
Ｂ型肝炎における遺伝子型分布の変遷および分子生物
学的検討

肝炎・免疫研究ｾ
ﾝﾀｰ<肝疾患研修
室長>

是永　匡紹
[溝上　雅史]

承認(2017/3/3)

17 再申請 632
病的新生児・小児の腸内細菌叢の定着を目指したビフィ
ズス菌投与に伴う副作用情報の収集

小児科<医長> 五石　圭司
条件付き承認
(2017/3/10)

延長にあたり、研究の進捗及び安全性に関するデータを再申請資料として追
加提出すること。

18 再申請 839 99mTc標識アプロチニンによるアミロイドーシスの診断
放射線核医学
科<医長>

南本　亮吾
承認

(2017/3/10)

19 再申請 1037
ＨＩＶ陽性妊婦から出生した児の長期予後の検討および
フォローアップ体制構築についての研究

小児科<医長> 田中　瑞恵
承認

(2017/3/10)

20 再申請 1356
わが国における国内未承認薬を用いた熱帯病・寄生虫
症の最適な治療法の研究

国際感染症ｾﾝ
ﾀｰ<医長>

加藤　康幸 承認(2017/3/3)

21 再申請 1435
腹膜偽粘液種に対する減量切除術と周術期腹腔内化学
療法に関する前向き研究(PMP試験）

外科<医長> 矢野　秀朗 承認(2017/3/3)

22 再申請 1588
HIV感染患者の生命予後を規定する、循環器疾患の実
態調査と早期発見の研究 (HIV-CVD)

循環器内科<医
師>

久保田　修司  [廣
井　透雄]

承認
(2017/3/10)

23 再申請 1608

CLEAR study 未治療進行・再発の非扁平上皮非小細胞
肺癌を対象としたカルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバ
シズマブ併用療法とシスプラチン＋ペメトレキセド＋ベバ
シズマブ併用療法のランダム化第２相臨床試験

呼吸器内科<医
師>

仲　剛
[竹田 雄一郎]

条件付き承認
(2017/3/10)

主たる研究機関の倫理審査委員会での承認通知書を提出して下さい。

24 再申請 1647
サリドマイド胎芽症患者の健康、生活実態の諸問題に関
する研究

腎臓内科<医長
>

日ノ下　文彦
承認

(2017/3/10)
　

25 再申請 1658

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法
におけるシタラビン投与法についてランダム化比較検
討、および寛解導入後早期の微少残存病変の意義を検
討する多施設共同シームレス第Ⅱ-Ⅲ相臨床試験
(JPLSG AML-12)

小児科<医師>
山中　純子
[七野　浩之]

承認(2017/3/3)

26 再申請 1685
周術期口腔機能管理が入院患者の誤嚥性肺炎の発症、
および予後に与える効果についての多施設共同研究

歯科・口腔外科
<医長>

丸岡　豊
条件付き承認
(2017/3/10)

今後の研究の完遂見込について、記載を修正して下さい。

27 再申請 1692
IFN-free経口抗HCV剤治療に係る公費助成を受けたC型
肝疾患患者に関する全国規模のデータベース構築

中央検査部門<
医長>

正木　尚彦 承認(2017/3/3)

28 再申請 1791
悪性血液疾患に対して化学療法を施行した患者の口腔
内有害事象に関する研究

歯科・口腔外科
<医師>

島田　泰如
[丸岡　豊]

条件付き承認
(2017/3/10)

すでに論文として受理された（結論が出て研究として完遂したとみなされる）研
究についてその期間を延長する理由、新たに統計学的検討を必要とする理由
について、研究倫理相談ユニットからのコメントへ具体的かつ詳細に回答してく
ださい。また、その内容に沿うように申請書及び計画書の文章も修正してくださ
い（「（具体的な項目名）リスク因子を新たに統計学的に検討する」など）。

29 再申請 1847
発症頻度の解明を目的としたシスチノーシス診断基盤の
確立に関する研究　（Cys study）

小児科<医師> 大熊　喜彰 承認(2017/3/3)
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30 再申請 1887
当院におけるバンコマイシン注の至適初期投与設計に関
する研究

薬剤部<薬剤師
>

赤沢　翼
承認

(2017/3/10)

31 再申請 1917
難治性副腎疾患の診療の質向上と病態解明に関する研
究

糖尿病内分泌代
謝科<医長>

田辺　晶代
承認

(2017/3/10)

32 再申請 1922
小児感染症におけるバンコマイシン投与量と血中濃度に
関する研究　　（課題名変更）

薬剤部<薬剤師
>

赤沢　翼 承認(2017/3/3)

33 再申請 1923
ベトナム人における生体電気インピーダンス法を用いた
腹部内臓脂肪面積測定法の確立と肥満の糖尿病や血管
疾患への関与に関する研究

糖尿病内分泌
代謝科<医長>

梶尾　裕 承認(2017/3/3)

34 再申請 2030 妊娠中のテノフォビル投与の安全性に関する観察研究
ｴｲｽﾞ治療・研究
開発ｾﾝﾀｰ<医師
>

木内　英
承認（附記）
(2017/3/10)

（附記）申請書6と研究計画書のベトナムの参加施設研究責任者名が相違して
います。修正し統一して下さい。

35 再申請 2150
パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにS-1内
服併用療法

外科<医師>
相馬　大介
[山田 和彦]

承認
(2017/2/28)

36 新規 2155 500床以上の病院における電話復唱向上に関する研究
看護部<副看護
師長>

土井　和子
承認

(2017/3/10)

37 新規 2189
20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学
研究

小児科<医師>
吉本　優里
[七野　浩之]

承認
(2017/3/10)

38 新規 2190
多発性骨髄腫患者の下顎骨に認めた骨透亮像に関する
後方視的観察研究

歯科・口腔外科
<医師>

島田　泰如
[丸岡　豊]

承認
(2017/3/10)

39 新規 2191 直腸癌の病期診断におけるFDG-PET/CTの有用性研究
放射線核医学
科<医師>

堀田　昌利
承認

(2017/3/10)

40 新規 2192
前立腺癌に対して回転型強度変調放射線治療施行時の
回転角度と治療台の影響の検討

放射線治療科<
医長>

中山　秀次
承認

(2017/3/10)

41 新規 2193
高血圧性脳出血の入院後悪化と予後に関する予測因子
の検討

脳神経外科<医
師>

宮原　牧子
承認

(2017/3/10)

42 新規 2194
小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相
臨床試験　 AML-P13

小児科<医師>
山中　純子
[七野　浩之]

承認
(2017/3/10)

43 新規 2195
小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追
加　LMB化学療法の安全性と有効性の評価を目的とした
多施設共同臨床実施計画書　B-NHL-14

小児科<医師>
山中　純子
[七野　浩之]

承認
(2017/3/10)

44 新規 2196
標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リン
パ腫の予後因子探索を目的とした多施設共同試験
JPLSG-ALB-NHL-14

小児科<医師>
山中　純子
[七野　浩之]

承認
(2017/3/10)

45 新規 2197
HIV/AIDS患者の受診継続を支援する外来看護実践の
検討

ｴｲｽﾞ治療・研究
開発ｾﾝﾀｰ<看護
支援調整職>

池田　和子
承認

(2017/3/10)

46 新規 2199 MRI診断能に関する研究 外科<医長> 矢野　秀朗
承認

(2017/3/10)

47 新規 2200 GAD抗体ELISA測定キットの検討
糖尿病内分泌代
謝科<医長>

梶尾　裕
承認

(2017/3/10)

48 新規 2201

JCOG1404/WJOG8214LA1 EGFRチロシンキナーゼ阻害剤へ
の耐性獲得機構解析とLiquid biopsyの有用性を検討するバイ
オマーカー研究　(JCOG1404/WJOG8214LA1「EGFR遺伝子
変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するゲフィチニ
ブ単剤療法とゲフィチニブにシスプラチン＋ペメトレキセドを途
中挿入する治療とのランダム化比較試験」における付随研
究）

呼吸器内科<医
師>

仲　剛
[竹田 雄一郎]

承認
(2017/3/10)

49 新規 2202
免疫性神経疾患における自己抗体の系統的測定と機能
解析

小児科<医師>
森　朋子
[瓜生　英子]

承認（附記）
(2017/3/10)

（附記）森朋子先生は、4月以降NCGM小児科を退職されるのであれば、申請
者も瓜生英子先生に変更してください。

50 新規 2203
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の臨床疫学的検討の
ための後方視的研究

国際感染症ｾﾝ
ﾀｰ<医師>

早川　佳代子
承認

(2017/3/10)

51 新規 2205
早期胃癌に対するESD非治癒切除症例の長期予後に関
する後ろ向き検討

消化器内科<医
師>

木平　英里
[横井　千寿]

承認
(2017/3/10)

52 新規 2206
高リスク神経芽腫に対するICE療法を含む寛解導入療法
とBU＋LPAMによる大量化学療法を用いた遅延局所療
法第Ⅱ相臨床試験 -JNBSG JN-H-15-

小児科<医師>
吉本　優里
[七野　浩之]

承認
(2017/3/10)

53 新規 2208
認知症及び生活習慣病の予防に関するコホート研究　：
日立健康研究Ⅱ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾙｽ政策
研究ｾﾝﾀｰ<疫学・
予防研究科長>

溝上　哲也
条件付き承認
(2017/3/10)

①改訂の際の変更点について、新旧対照表を提出して下さい。
②同意説明文書において、研究参加者へ本研究ついての結果通知の有無に
ついて記載を修正して下さい。

54 新規 2209
外国人HIV感染者に対するコミュニケーション支援に関す
る研究

看護部<看護師
>

木下　真里
承認

(2017/3/10)

55 新規 2210
Digital PCRを用いた感染症診断法の開発 (Digital PCR
研究)

ｴｲｽﾞ治療・研究
開発ｾﾝﾀｰ<医師
>

青木　孝弘
承認

(2017/3/10)

56 新規 2211
血中eBV-DNA量によるエイズ関連非ホジキンリンパ腫
の予後予測に関する研究

ｴｲｽﾞ治療・研究
開発ｾﾝﾀｰ<医長
>

田沼　順子
承認

(2017/3/10)

57 新規 2212
外科手術目的で入院した患者に対する多職種連携の実
態調査

看護部<副看護
部長>

中村　直子
承認

(2017/3/10)

58 新規 2213
全ゲノムシークエンス解析を利用した難治性結核例の臨
床微生物学的検討

呼吸器内科<医
師>

森野 英里子
条件付き承認
(2017/3/10)

「人体から取得された試料とは、血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれらか
ら抽出したDNA等の人の体の一部であるもの、とされている。菌株は人体から
取得されてはいるが、指針上は人体から取得された試料には該当しない。そ
のため必ずしもインフォームド・コンセントを受けることは要しない」の部分を削
除し、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準じて情報公開文書
にてオプトアウトを行う旨記載し、申請書10③と計画書6を適切に修正して下さ
い。


