
番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

177-0 新規
生物学的および症候学的手法を用いた統合失調症の病因・病態

の解明
精神医学系

精神医学分野
高橋　栄 平成26年3月24日

25-14-
0

新規
ヒト造血幹細胞の増殖、　分化機構におけるストローマ細胞の機

能について
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 平成26年3月18日

25-15-
0

新規
ウイルスを中心とした呼吸器感染症の診断、分子疫学、病態に関

する研究
病態病理学系
微生物学分野

早川　智 平成26年4月10日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

22-7-8 変更 ヒト免疫不全症候群（ＡＩＤＳ）の治療法の開発を目的とする研究
産婦人科学系

産婦人科学分野
山本　樹生 平成26年1月22日

176-0 新規 先天性網膜分離症のＲＳ１遺伝子変異の検出
視覚科学系
眼科学分野

田中　公二 平成26年2月20日

25-4-1 変更 肝細胞腺腫の臨床病理学的研究
病態病理学系

形態機能病理学分野
杉谷　雅彦 平成26年2月20日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

175-0 新規
肝細胞癌症例におけるＢ型肝炎ウイルス遺伝子のヒトゲノム組み

込みの検出と解析
内科学系

消化器肝臓内科学分野
松岡　俊一 平成25年12月20日

25-13-
0

新規 ウイルス性下痢症の診断、分子疫学、病態に関する研究
病態病理学系
微生物学分野

早川　智 平成25年12月17日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

25-12-
0

新規 日本大学「健康と生活に関する調査」第６回郵送調査 大学院総合科学研究科 齋藤　安彦 平成25年11月19日

14-11 変更 個人個人にあった予防・治療を可能とする医療の研究
臨床試験研究センター／生体機

能医学系
浅井　聰 平成25年10月25日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

171-0 新規
「成人フィラデルフィア染色体陰性ｐｒｅｃｕｒｓｏｒ Ｂ 細胞性急性リン
パ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅲ相臨床試験

（ＪＡＬＳＧ　Ｐｈ（－）Ｂ－ＡＬＬ２１３）」における付随研究

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山　規良 平成25年10月21日

172-0 新規
「成人precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用
化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG T-ALL213-0)」における

付随研究

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山　規良 平成25年10月21日

173-0 新規
「成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨

床試験（JALSG Burkitt-ALL213)」における付随研究
内科学系

血液膠原病内科学分野
入山　規良 平成25年10月21日

174-0 新規 天疱瘡における遺伝的背景の検索
皮膚科学系

皮膚科学分野
照井　正 平成25年10月21日

14-10 変更 個人個人にあった予防・治療を可能とする医療の研究
臨床試験研究センター／生体機

能医学系
浅井　聰 平成25年10月21日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

２５年度　第１０回（平成２６年３月１８日開催）

２５年度　第９回（平成２６年２月１８日開催）

２５年度　第８回（平成２５年１２月１７日開催）

２５年度　第７回（持ち回り審議）

２５年度　第６回（平成２５年１０月１５日開催）

２５年度　第５回（平成２５年９月１７日開催）



170-0 新規

吸入ステロイド薬及びその他の長期管理薬を使用しているにもか
かわらずコントロール不十分な喘息患者を対象としたＬｅｂｒｉｋｉｚｕ

ｍａｂの有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相ランダム割付二重盲
検プラセボ対照比較試験

内科学系
呼吸器内科学分野

権　寧博 平成25年9月19日

150-1 変更
プロテオミクス・ゲノミクス・臨床データベースを組み合わせた疾患

マーカーの探索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年9月17日

169-0 新規
遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群（ＨＰＰＳ）の遺伝

子解析の方法と評価に関する研究
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年9月17日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

25-10-1 変更 乳たんぱく質強化乳飲料の有用性に関する評価研究
生物資源学部
食品生命学科

小田　宗宏 平成25年8月9日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

25-8-0 新規
二酸化炭素吸入と微小重力環境がヒトの脳循環・頭蓋内圧に及

ぼす影響の医学的検討
社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 平成25年7月16日

25-10-
0

新規 乳たんぱく質強化乳飲料の有用性に関する評価研究
生物資源学部
食品生命学科

小田　宗宏 平成25年7月22日

25-11-
0

新規
ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）の政策合意－その醸成要

因と地域差の研究
法学部

政治経済学科
稲葉　陽二 平成25年7月23日

25-9-0 新規
静脈内鎮静法の一過性血圧低下に対する心循環調節機能回復

に関する実験的研究
社会医学系
衛生学分野

小川　洋二郎 平成25年7月17日

２５年度　第４回（平成２５年７月１６日開催）

２５年度　臨時倫理委員会（持ち回り審議）



番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

24-15-
1

変更 蓄尿・排尿・睡眠現象の原点を探る研究
泌尿器科学系

泌尿器科学分野
高橋　悟 平成25年5月30日

120-3 変更
薬剤溶出性ステント留置後の血管内視鏡によるステント内血栓の

検出頻度についての検討
内科学系

循環器内科学分野
髙山　忠輝 平成25年6月11日

90-3 変更 脊柱管狭窄症の疾患感受性遺伝子検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年6月11日

105-2 変更 変形性膝関節症の疾患感受性遺伝子検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年6月11日

25-5-0 新規 常圧低酸素環境における運動が脳循環調節機能に及ぼす影響
社会医学系
衛生学分野

柳田　亮 平成25年6月18日

138-1 変更 小児固形腫瘍関連遺伝子の解析
外科学系

小児・乳腺内分泌外科学分野
越永　従道 平成25年6月18日

25-7-0 新規 ストレス状態の評価と化粧療法のストレス緩和作用に関する研究 工学部電子電気工学科 酒谷　薫 平成25年6月20日

167-0 新規 泌尿器腫瘍感受性遺伝子、関連因子の解析
内科学系

総合内科学分野
藤原　恭子 平成25年6月18日

25-6-0 新規 導波モードによる血液型判定ならびに抗ＨＢｓ抗体定量法の開発
生体機能医学系

生化学分野
槇島　誠 平成25年6月19日

168-0 新規 妊娠高血圧症候群の遺伝的要因の検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年6月18日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

22-7-7 変更 ヒト免疫不全症候群（ＡＩＤＳ）の治療法の開発を目的とする研究
産婦人科学系

産婦人科学分野
山本　樹生 平成25年4月17日

24-3-1 変更 体液及び血液中の抗インフルエンザウイルス活性に関する研究
耳鼻咽喉・頭頸部外科学系

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
古阪　徹 平成25年5月22日

166-0 新規

ペグインターフェロンでの治療不適格患者を含む未治療のジェノタ
イプ1ｂ型ＨＣＶ持続感染患者を対象にＢＩ207127ＮＡとｆａｌｄａｐｒｅｖｉｒ
およびｒｉｂａｖｉｒｉｎを投与する，ランダム化，二重盲検，プラセボ対

照，第Ⅲ相試験に付随する遺伝子解析

内科学系
消化器肝臓内科学分野

松村　寛 平成25年5月22日

25-3-0 新規 人類史上最長寿男性の事例報告 大学院総合科学研究科 齋藤　安彦 平成25年5月22日

25-4-0 新規 肝細胞腺腫の臨床病理学的研究
病態病理学系

形態機能病理学分野
杉谷　雅彦 平成25年5月22日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

25-1-0 新規 低酸素下運動後の圧受容器反射機能の変化
社会医学系
衛生学分野

柳田　亮 平成25年4月16日

25-2-0 新規
Non-invasive assessment of intracranial pressure for space flight

and related visual impairment
社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 平成25年4月16日

164-0 新規 糖尿病性腎症の発症・進展にかかわる因子の遺伝子解析
内科学系

腎臓高血圧内分泌内科学分野
阿部　雅紀 平成25年4月16日

85-3 変更 遺伝性内分泌症候群の遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年4月16日

２５年度　第３回（平成２５年６月１８日開催）

２５年度　第２回（平成２５年５月２１日開催）

２５年度　第１回（平成２５年４月１６日開催）



163-0 新規
白血病および血液関連疾患における血球形態異常および染色体

異常と分子遺伝学的所見との関連性検討
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年4月16日


