倫理審査委員会承認課題一覧（平成27年度）

承認番号

主任研究者

所属

研究課題
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26-103-270604

松田 浩一 教授

シークエンス技術開発分野

新規癌の血清、尿中バイオマーカーの探索

H27.6.4-H28.8.31

26-105-270410

武村 雪絵 看護部長→
小林 康司 看護部長

看護部

終末期ケアにおける血液がん患者への情報提供の実態解明と情報
ニーズの検討：遺族へのインタビュー調査

H27.4.10-H28.3.31

26-107-270415

立川 愛 客員准教授

エイズワクチン開発担当

HIV感染症における宿主免疫応答の研究

H27.4.15-H32.3.31

26-112-270402

東條 有伸 教授

血液腫瘍内科

血液疾患のゲノム解析研究

H27.4.2-H32.3.31

26-113-270409

宮野 悟 教授

DNA情報解析分野

人工知能を用いた情報解析による個別化医療開発研究

H27.4.9-H32.3.31

26-114-270415

渡邉 すみ子 特任教授

再生基礎医科学国際研究拠点
寄付研究部門

末梢血由来免疫、血液細胞の培養条件の検討

H27.4.15-H28.3.31

26-115-270417

藤堂 具紀 教授

脳腫瘍外科

26-116-270413

河岡 義裕 教授

ウイルス感染分野

海外の検体からのインフルエンザウイルス分離

H27.4.13-H32.3.31

27-1-0602

村上 善則 教授

人癌病因遺伝子分野

乳腺腫瘍、および甲状腺腫瘍のゲノム・遺伝子解析および
血液バイオマーカーの検討

H27.6.2-H32.3.31

27-2-0512

松原 康朗 講師

先端診療部

消化管部域特異的に発現する因子に関する研究
（新規zinc finger proteinの消化管における検討）

H27.5.12-H30.2.27

27-3-0417

安達 英輔 助教

感染免疫内科

当院のHIV感染症合併HBc抗体単独陽性患者の診療状況に関する
横断研究

H27.4.17-

27-4-0417

高橋 聡 准教授

血液腫瘍内科

関東造血幹細胞移植共同研究グループ（KSGCT）移植患者
データベース作成調査研究

H27.4.17-

27-5-0514

加藤 直也 准教授

先端診療部

ダイレクトシークエンス法によるHCV NS5A L31/Y93変異の検出

H27.5.14-

27-6-0422

松原 康朗 講師

先端診療部

HIV感染者におけるH.pylori

H27.4.22-

27-7-0424

島田 直樹 助教

緩和医療科

緊急入院を指標とした病院-在宅連携システムの医療の質の評価

H27.4.24-

27-8-0601

山口 智之 特任准教授

幹細胞治療分野

動物性集合胚作製に適したヒト多能性幹細胞株の探索研究

H27.6.1-H32.3.31

27-9-0515

渡邊 文 薬剤主任

薬剤部

終末期癌患者のフェンタニル貼付剤要求性に関する調査

H27.5.15-

27-10-0615

内丸 薫 准教授

血液腫瘍内科

HTLV-1ウイルス感染及び成人T細胞白血病リンパ腫に対する
免疫療法の開発

H27.6.15-H30.3.31

27-11-1104

渡邊 文 薬剤主任

薬剤部

タキサン系抗がん薬による感覚性末梢神経障害に対するヒドロキソ
コバラミン酢酸塩の有効性と安全性を検討する多施設共同観察研究

H27.11.4-H29.3.31

27-12-0525

長村 登紀子 准教授

セルプロセッシング・輸血部

東大医科研における臍帯血移植時の解凍検査について

H27.5.25-

27-13-0609

福田 直到 専門研修医

感染免疫内科

HIV感染者における血清クレアチンキナーゼ上昇の検討

H27.6.9-H27.12.31

27-14-0604

菊地 正 助教

感染症分野

医科学研究所附属病院通院患者におけるHIV臨床的病原性の歴史的変化

H27.6.4-

27-15-0604

内丸 薫 准教授

血液腫瘍内科

HTLV-1陽性難治性疾患の診療の質を高めるためのエビデンス構築

H27.6.4-

27-16-0604

内丸 薫 准教授

血液腫瘍内科

HTLV-1疫学研究及び検査法の標準化に関する研究

H27.6.4-

27-17-0604

内丸 薫 准教授

血液腫瘍内科

HAM及びHTLV-1関連希少難治性炎症性疾患の実態調査に基づく
診療指針作成と診療基盤の構築をめざした政策研究

H27.6.4-

27-18-1228

北村 俊雄 教授

細胞療法分野

造血器疾患の発症、病勢進行、薬剤感受性を規定する分子病態の
解析研究

H27.12.28-H29.6.25

膠芽腫

疾患レジストリ構築

H27.4.17-H29.3.31
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27-19-0713

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

臨床検体を用いた血液細胞の表面マーカー解析

H27.7.13-H32.3.31

27-21-0819

松田 浩一 連携教授/
教授

医科学研究所/
新領域創成科学研究科

性分化異常症・外性器異常疾患に関わる遺伝子発現・多型・変異に
関する研究

H27.8.19-H28.3.31

27-22-0827

高橋 聡 准教授

血液腫瘍内科

慢性骨髄単球性白血病（CMML）に対する同種造血幹細胞移植の後方
視的検討

H27.8.27-H28.3.31

27-23-0723

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

複合エンドポイントである無移植片対宿主病無再発生存率を用いた
ドナー別移植成績

H27.7.23-H30.3.31

27-24-0819

長村 登紀子 教授

セルプロセッシング・輸血部

ヒト臍帯血・臍帯由来細胞の新規凍害保護液を用いた保存に関する
研究

H27.8.19-H33.3.31

27-25-0820

野島 正寛 特任講師

ＴＲ・治験センタ－

人を対象とした医学系研究における研究デザインおよび統計解析協力
体制の構築

H27.8.20-H33.3.31

27-26-0819

山下 直秀 教授

先端診療部

個別化予防医療に向けてのDNA検査と家族歴聴取の有用性に関する
調査（コケージャン）

H27.8.19-H29.12.31

27-27-0716

幸 義和 助教

炎症免疫学分野

IMSUT-MR1501治験被験者の血清マイクロRNAの解析

H27.7.16-H30.3.31

27-29-0819

武藤 香織 教授

公共政策研究分野

出生コホート研究における参加者とのパートナーシップ構築へ向けた
基礎調査

H27.8.19-H32.3.31

27-30-0909

武藤 香織 教授

公共政策研究分野

非侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）の遺伝カウンセリングに
関する調査

H27.9.9-H29.3.31

27-31-1022

篠崎 大 准教授

外科

消化器癌に対するウイルス療法のバイオマーカー探索研究

H27.10.22-H32.6.30

27-32-0910

谷 憲三朗 特任教授

ALA先端医療学社会連携研究部門

iPS細胞を活用した血液・免疫難病に対する革新的治療薬の開発

H27.9.10-H32.3.31

27-33-1002

谷口 博昭 特任准教授

抗体・ワクチンセンター

循環血中循環腫瘍細胞を用いたがんの悪性形質に関与する新規
診断マーカー開発

H27.10.2-H32.7.1

27-34-1225

北村 俊雄 教授

細胞療法分野

ヒト造血幹細胞および造血器腫瘍幹細胞の分子機能解析

H27.12.25-H32.9.30

27-35-1021

松原 康朗 講師

先端診療部

ヘリコバクター・ピロリのヒトとイヌの間における家庭内感染に
関する研究

H27.10.21-H32.3.31

27-36-1019

内丸 薫 准教授

血液腫瘍内科

ＨＴＬＶ－１キャリア登録ウェブサイト「キャリねっと」による
ＨＴＬＶ－１キャリア実態調査

H27.10.19-H29.3.31

27-37-1015

古川 洋一 教授

臨床ゲノム腫瘍学分野

個別化医療開発のための稀少腫瘍・難治性腫瘍の遺伝子解析研究

H27.10.15-H32.9.30

27-38-0928

小林 俊介 薬剤師

薬剤部

膠原病患者の骨粗鬆症に対する副甲状腺ホルモン製剤テリパラチドの
治療継続状況調査

H27.9.28-H30.8.31

27-39-0908

古賀 道子 助教

先端医療研究センター感染症分野

非ＡＩＤＳ指標悪性腫瘍及び重複癌の後方視的研究

H27.9.8-H30.8.31

27-40-0128

高橋 聡 准教授

血液腫瘍内科

同種造血幹細胞移植サバイバーにおける精神的苦痛の実態と、その
心理社会的規定因子に関する検討

H28.1.28-H28.9.30

27-41-0917

植松 智 特任教授

自然免疫制御分野

メタゲノム分析による腸内フローラデータベースの構築と微生物の
同定

H27.9.17-H30.3.31

27-42-1030

谷口 博昭 特任准教授

抗体・ワクチンセンター

幹細胞性を制御する転写因子等を対象とした新規大腸癌および肺癌
治療法開発

H27.10.30-H32.11.30

27-43-1030

谷口 博昭 特任准教授

抗体・ワクチンセンター

小細胞肺癌患者の血中循環腫瘍細胞を用いた抗がん剤耐性に関わる
遺伝子群の解析

H27.10.30-H30.9.30

27-44-1028

中内 啓光 教授

幹細胞治療分野

ＥＢウィルス関連リンパ腫患者のｉＰＳＣ由来ＥＢウイルス特異的
Ｔ細胞の樹立、抗腫瘍効果の検討

H27.10.28-H32.3.31

27-45-1104

三室 仁美 准教授

細菌学分野

新規血中バイオマーカーを用いた胃がん診断法の評価

H27.11.4-H32.9.30

27-46-1103

石木 寛人 特任助教

緩和医療科

がん患者における緩和ケア介入時の錐体外路症状の頻度を調査する
多施設観察研究

H27.11.3-H29.3.31
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27-47-1028

佐藤 毅史 特任准教授

システム免疫学社会連携研究部門

ヒト腸管に存在する微生物群の解析

H27.10.28-H29.3.31

27-48-0128

井元 清哉 教授

健康医療データサイエンス分野

ＩＭＳＵＴ－ＭＲ１５０１治験被験者のメタゲノムの解析

H28.1.28-H30.3.31

27-49-1007

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

同種造血細胞移植における真菌感染症

H27.10.7-H30.3.31

27-51-0930

竹谷 英之 講師

間接外科

凝固異常疾患者に対する関節外科治療の臨床研究

H27.9.30-H30.8.31

27-52-1006

金川 潤也 理学療法士

関節外科

がん緩和ケア患者の入院患者の入院時のBMIが生存期間に与える影響

H27.10.6-H32.8.31

27-53-1005

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

臍帯血移植における混合型キメリズムの臨床的意義

H27.10.5-H30.3.31

27-54-1021

安 武夫 薬剤師

薬剤部

ビンクリスチンによる麻痺性イレウスの発症頻度および要因の調査

H27.10.21-H28.3.31

27-55-1205

醍醐 弥太郎 特任教授

抗体・ワクチンセンター

腫瘍の遺伝子発現解析に関する研究

H27.12.5-H32.11.30

27-56-0329

井上 悠輔 助教

公共政策研究分野

再生医療研究者及び一般市民を対象としたリスクコミュニケーション
に関する意識調査

H28.3.29-H28.3.31

27-57-0210

河岡 義裕 教授

ウイルス感染分野

インフルエンザ罹患に関わる宿主因子の同定

H28.2.10-H32.10.31

27-58-1105

久保田 聡 薬剤師

薬剤部

血液腫瘍内科におけるメトトレキサート大量療法の排泄遅延の要因
および有害事象の調査

H27.11.5-H28.3.31

27-59-1120

安達 英輔 助教

感染免疫内科

HIV感染者における梅毒血清反応の試薬間の相関を検討する横断研究

H27.11.20-H28.12.31

27-61-1223

長村 登紀子 准教授

セルプロセッシング・輸血部

脳神経障害に対する臍帯血・臍帯由来間葉系細胞を用いた新規治療法
開発に向けた基盤研究

H27.12.23-H33.3.31

27-62-1214

竹谷 英之 講師

関節外科

血液凝固異常症のQOL（生活の質）に関する研究

H27.12.14-H30.3.31

27-63-1207

山崎 聡 助教

幹細胞治療分野

生体外における造血幹細胞の増殖と維持機構の解明

H27.12.7-H29.3.31

27-64-0302

柴田 龍弘 教授

ゲノム医科学分野

進行大腸癌を対象とした予後予測・治療適正化を目指したバイオ
マーカー探索

H28.3.2-H30.3.31

27-65-0127

東條 有伸 教授

先端的再生医療社会連携研究部門

ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた、継代培養による機能変化
及び疾患モデル動物に対する効果の検討

H28.1.27-H29.9.30

27-66-1210

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

trisomy8を有する急性骨髄性白血病の同種造血細胞移植の予後
因子解析

H27.12.10-H30.12.31

27-67-1214

安 武夫 薬剤師

薬剤部

造血細胞移植症例におけるボリコナゾールトラフ血中濃度に影響を
及ぼす因子の探索

H27.12.14-H30.12.31

27-68-1217

川俣 豊隆 助教

血液腫瘍内科

当院における血液型オモテ・ウラ試験不一致症例の後方視的解析

H27.12.17-H29.3.31

27-69-1225

島田 直樹 助教

緩和医療科

緊急入院を指標とした病院－在宅連携システムの医療の質の評価

H27.12.25-H28.3.31

27-70-1225

渡辺 千恵 学術支援専門
職員

緩和医療科

終末期がん患者の意思決定を支える面談の有効性のパイロット
スタディ

H27.12.25-H30.11.30

27-71-0317

竹谷 英之 講師

関節外科

自己骨髄由来間葉系細胞を用いた血友病性関節症の治療法開発の
ための基盤研究

H28.3.17-H33.3.30

27-72-1228

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

trisomy8を有する骨髄異形成症候群の同種造血細胞移植における
予後因子解析

H27.12.28-H30.12.31

27-73-0316

谷 憲三朗 特任教授

ALA先端医療学社会連携研究部門

5-アミノレブリン酸を用いた末梢血循環がん細胞の検出法確立に
むけたパイロット研究

H28.3.16-H32.3.31

27-74-0218

小林 康司 看護部長

看護部

膵がんで治験を経験した患者の配偶者の意思決定に関する研究

H28.2.18-H29.3.31
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27-75-0201

松原 康朗 講師

先端診療部

潰瘍性大腸炎（ＵＣ）およびクローン病（ＣＤ）の有病者数推計に
関する全国疫学調査

H28.2.1-H31.1.20

27-76-0307

安 武夫 薬剤師

薬剤部

東京都におけるポリファーマシーの現状調査
（多施設共同後方視的観察研究）

H28.3.7-H30.2.28

27-77-0309

川俣 豊隆 助教

血液腫瘍内科

成人急性リンパ芽球性白血病におけるトランスクリプトーム解析
（ＪＡＬＳＧ ＡＬＬ2020-ＥＷＳ）

H28.3.9-H32.7.7

27-78-0307

藤堂 具紀 教授

先端がん治療分野

脳腫瘍組織および培養脳腫瘍細胞を用いた脳腫瘍の病態解明と治療法
開発に関する研究

H28.3.7-H33.3.31

27-80-0303

平田 真 特任助教

シークエンス技術開発分野

17番染色体短腕13.1領域の欠失を伴う急性骨髄性白血病に対する
同種幹細胞移植成績の検討

H28.3.3-H31.3.31

27-81-0301

小林 俊介 薬剤師

薬剤部

造血器悪性腫瘍症例における腫瘍崩壊症候群予防に対するフェブ
キソスタットの効果

H28.3.1-H31.2.28

27-82-0317

東條 有伸 教授

血液腫瘍内科

多発性骨髄腫を中心とした造血器腫瘍における免疫能および腫瘍
抗原の評価

H28.3.17-H31.3.31

27-84-0310

高橋 聡 准教授

血液腫瘍内科

自家末梢血幹細胞移植を施行した多発性骨髄腫での予後因子解析：
染色体異常を含めた2次調査研究

H28.3.10-H29.6.30

27-86-0316

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

高齢者骨髄性腫瘍に対する毒性を減弱した骨髄破壊的前処置を用いた
臍帯血移植

H28.3.16-H31.3.31

27-87-0326

小沼 貴晶 助教

血液腫瘍内科

臍帯血移植における臍帯血細胞数の臨床的意義

H28-3.26-H31.3.31

27-88-0325

安達 英輔 助教

感染免疫内科

ＨＩＶ感染者の脳脊髄液の臨床所見に関する研究

H28.3.25-H30.4.30

27-89-0330

加藤 せい子 助教

血液腫瘍内科

同種造血幹細胞移植後のウイルス抗体についての検討

H28.3.30-H31.2.28

＊主任研究者の肩書きや所属は、倫理審査委員会で承認された時点のものです。
＊研究課題名につきましては、知的財産等の理由により一部変更している場合がございます。

