
番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

286-0 新規 運動失調症の患者登録・自然歴研究（J-CAT)
内科学系

神経内科学分野
中嶋　秀人 令和2年2月27日

287-0 新規 洞不全症候群・心房細動の関連遺伝子単離と機能解析
内科学系

循環器内科学分野
奥村　恭男 令和2年3月19日

28-4-1 変更
薬理学実習④臨床データベースを用いた薬効・安全性シ
ミュレーションを行う実習（利尿薬の臨床検査データへの影
響の検討）

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和2年2月27日

29-7-1 変更
薬理学実習④臨床データベースを用いた薬効・安全性シ
ミュレーションを行う実習

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和2年2月27日

31-7-2 変更
気象要因を考慮したメニエール病，片頭痛等の増悪予測モ
デルの構築

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和2年2月27日

31-10-1 変更
抗精神病薬による糖尿病および脂質異常症リスクに対する
ビタミンＤ併用効果の検証

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和2年2月27日

31-25-0 新規
疾患コホートネットワークによるバイオバンクジャオパン乳
がん・大腸がん・膵がん患者の薬剤投与・副作用情報の追
跡調査

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和2年2月27日

243-1 変更
大動脈解離，胸腹部大動脈瘤等の大動脈疾患における血
管平滑筋細胞の分子病理学的特性の検討

病態病理学系
人体病理学分野

羽尾　裕之 令和2年3月3日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

29-14-2 変更 高地におけるスマートホンを用いた健康管理の有用性
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 令和2年1月27日

30-3-1 変更 山岳診療所における重症高山病等の登録研究
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 令和2年1月27日

31-24-0 新規
疾患コホート研究ネットワークによる疾患マーカー探索研究によ
る循環調節因子遺伝子内バリアントによるハプロタイプを用いた
関連解析

病態病理学系
臨床検査医学分野

中山　智祥 令和2年1月28日

30-13-1 変更 ウェルシュ菌産生毒素がヒト免疫細胞に与える影響の研究
内科学系

総合診療学分野
須﨑　愛 令和2年2月18日

276-1 変更
「ONO-4538第Ⅰ相試験　根治切除可能な悪性腫瘍患者（胃がん及び非
小細胞肺がん）に対する多施設共同非盲検非対照試験（ONO-4538術前
治療第Ⅰ相試験）」に附随するバイオマーカー探索研究

外科学系
消化器外科学分野

東風　貢 令和2年2月18日

29-4-1 変更 先天代謝異常症に対する羊膜上皮細胞治療の検討
病態病理学系
微生物学分野

高野　智圭 令和2年2月29日

282-0 新規
生活習慣および個人の時間特性と疾患関連マーカーとの関連に
ついての研究

精神医学系
精神医学分野

鈴木　正泰 令和2年3月9日

285-0 新規 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 令和2年3月16日

28-9-5 変更 LAMP法によるβ－lactamase遺伝子検出
病態病理学系
微生物学分野

高野　智圭 令和2年3月11日

283-0 新規
超早産時の赤血球の生化学的特徴の解明と遷延性重症黄疸感
受性遺伝子の同定

小児科学系
小児科学分野

森岡　一朗 令和2年3月23日

令和元年度　第１１回（令和２年３月１７日開催）

令和元年度　第１０回（令和２年２月１８日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/rinri_r2_optout3.pdf


番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

31-22-0 新規
疾患コホート研究ネットワークによるバイオジャパン糖尿病の追
跡調査

内科学系
糖尿病代謝内科学分野

石原　寿光 令和2年1月14日

260-4 変更
「Todai OncoPanel」の開発に関わる臨床性能試験（がんゲノム医
療の有効性検証のための基盤研究）

病態病理学系
臨床検査医学分野

中山　智祥 令和2年1月17日

31-23-0 新規
2型糖尿病及び脂質異常症が併存した患者におけるフィブラート
系薬物の糖尿病性網膜症発症リスクへの影響

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和2年1月28日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

31-20-0 新規 医師の喫煙とその関連要因に関する調査
社会医学系

公衆衛生学分野
兼板　佳孝 令和元年11月28日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

263-1 変更 多施設におけるDNA塩基配列決定法の精度管理体制構築
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 令和元年11月19日

31-7-1 変更
気象要因を考慮したメニエール病，片頭痛等の増悪予測モデル
の構築

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和元年11月19日

31-16-0 新規
医療専門免許を有しない健康管理者設置による高地における急
性高地性疾患予防効果

機能形態学系
生体構造医学分野

相澤　信 令和元年11月19日

31-17-0 新規
献体を用いた臨床解剖研究の実施－筋膜の構造および走行の
肉眼解剖学的および組織学的検討－

機能形態学系
生体構造医学分野

相澤　信 令和元年11月19日

31-18-0 新規
唾液中のHHV-6，HHV-7，HCMV，EBV，HSV-1，HSV-2　ウイル
ス遺伝子の検出

病態病理学系
微生物学分野

早川　智 令和元年11月19日

31-19-0 新規 疾患コホート研究ネットワークによる疾患マーカー探索研究
生体機能医学系

薬理学分野
浅井　聰 令和元年11月28日

281-0 新規
家族性地中海熱インフラマソーム伝達異常をゲノム創薬で解决
する開発研究

内科学系
呼吸器内科学分野

神津　悠 令和元年12月9日

令和元年度　第９回（令和２年１月２８日開催）

令和元年度　第８回（令和元年１２月１７日開催）

令和元年度　第７回（令和元年１１月１９日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/rinri_r2_optout2.pdf


番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

279-0 新規 運動失調症の患者登録・自然歴研究（J-CAT)
内科学系

神経内科学分野
中嶋　秀人 令和元年10月15日

280-0 新規 妊娠授乳期乳癌の生物学的特性に関する研究
病態病理学系

腫瘍病理学分野
増田　しのぶ 令和元年10月15日

31-14-0 新規
関節リウマチのリンパ腫発症におけるメソトレキサート関与の検
討

内科学系
血液膠原病内科学分野

北村　登 令和元年10月15日

31-15-0 新規
インターネット・スマートフォン依存に関する新しい保健教育効果
に関する検討

社会医学系
公衆衛生学分野

兼板　佳孝 令和元年10月15日

248-2 変更
網羅的遺伝子解析を用いた骨髄増殖性腫瘍の病態解明と診断
治療法の開発

内科学系
血液膠原病内科学分野

八田　善弘 令和元年10月18日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

246-1 変更
平成29年度2年を対象とした薬物代謝酵素CYP1A2一塩基多型
解析

医学研究企画・推進室 石井　敬基 令和元年9月24日

260-3 変更
「Todai OncoPanel」の開発に関わる臨床性能試験（がんゲノム医
療の有効性検証のための基盤研究）

病態病理学系
臨床検査医学分野

中山　智祥 令和元年9月24日

277-0 新規 牛白血病ウイルスのヒトへの感染性の確認２
内科学系

血液膠原病内科学分野
武井　正美 令和元年9月24日

29-5-2 変更
学生実習における安定同位体13Cカフェイン呼気試験による肝臓
の代謝酵素チトクローム(CYP)1A2代謝測定

医学研究企画・推進室 石井　敬基 令和元年9月24日

29-9-1 変更
胃腸炎関連微生物の診断，分子疫学，病態，予防等に関する研
究

病態病理学系
微生物学分野

早川　智 令和元年9月24日

30-8-1 変更 ウシ乳汁由来エクソソームがヒト免疫細胞に与える影響の研究
病態病理学系
微生物学分野

相澤　志保子 令和元年9月24日

31-6-1 変更
大学生における保健指導の機会を利用した減酒支援プログラム
の介入効果検証に関する研究

社会医学系
公衆衛生学分野

井谷　修 令和元年9月24日

31-11-0 新規 ヒト輸入ドナー角膜を用いた角膜・結膜細胞機能の網羅的解析
視覚科学系
眼科学分野

山上　聡 令和元年9月24日

31-12-0 新規 古細菌がヒト免疫細胞に与える影響の研究
病態病理学系
微生物学分野

相澤　志保子 令和元年9月26日

278-0 新規 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク
整形外科学系

整形外科学分野
吉田　行弘 令和元年9月30日

276-0 新規
「ONO-4538第Ⅰ相試験　根治切除可能な悪性腫瘍患者（胃がん及び非
小細胞肺がん）に対する多施設共同非盲検非対照試験（ONO-4538術前
治療第Ⅰ相試験）」に附随するバイオマーカー探索研究

外科学系
消化器外科学分野

東風　貢 令和元年10月1日

31-13-0 新規 女性アスリートと月経の関連について
産婦人科学系

産婦人科学分野
池田　悠至 令和元年10月18日

令和元年度　第６回（令和元年１０月１５日開催）

令和元年度　第５回（令和元年９月２４日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/rinri_r2_optout1.pdf


番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

31-10-0 新規
抗精神病薬による糖尿病および脂質異常症リスクに対するビタミ
ンＤ併用効果の検証

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和元年7月16日

31-9-0 新規
２型糖尿病患者における経口血糖降下薬の使用とうつ病発症の
リスクとの関係

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和元年7月22日

275-0 新規
術中迅速診断における遺伝子変異・マーカー分子簡易検出技術
の実用化に向けた研究

病態病理学系
人体病理学分野

羽尾　裕之 令和元年7月24日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

273-0 新規
遺伝子発現解析に基づく胸部大動脈病変の発症機序に関する検
討

外科学系
心臓血管外科学分野

田中　正史 令和元年6月1日

271-0 新規
初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサ
チニブの分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的
ランダム化比較試（CML212）

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山　規良 令和元年6月18日

272-0 新規 子宮腫瘍が増大する機序に関する臨床的・分子生物学的研究
産婦人科学系

産婦人科学分野
佐藤　美紀子 令和元年6月18日

31-7-0 新規
気象要因を考慮したメニエール病，片頭痛等の増悪予測モデル
の構築

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 令和元年6月18日

274-0 新規
ストレスの生物学的・心理的要因と生活習慣との関連性について
の研究

精神医学系精神医学分野 内山　真 令和元年11月28日

31-8-0 新規
ストレスの生物学的・心理的要因と生活習慣との関連性について
の研究

精神医学系精神医学分野 内山　真 令和元年11月28日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

257-1 変更
日本人新生児を対象とした脊髄性筋委縮症マス・スクリーニング
のパイロット研究：SMN1遺伝子欠失の検出を目的とした新しいマ
ス・スクリーニングシステムの確立

小児科学系
小児科学分野

森岡　一朗 令和元年5月21日

270-0 新規
抗好中球（ANCA）関連血管炎における末梢血白血球及び末梢血
好中球トランスクリプトーム解析における病因・病態の解明

内科学系
血液膠原病内科学分野

北村　登 令和元年5月21日

31-4-0 新規 日本大学医学部　臨床データ閲覧解析システム 臨床試験研究センター 浅井　聰 令和元年5月21日

31-6-0 新規
大学生における保健指導の機会を利用した減酒支援プログラム
の介入効果検証に関する研究

社会医学系
公衆衛生学分野

井谷　修 令和元年5月21日

223-1 変更

左室駆出率が低下した心不全(HFrEF)患者を対象に，経口sGC刺激薬vericiguatの
有効性及び安全性を検討する無作為化，並行群間，プラセボ対照，二重盲検，イ
ベント主導型，多施設共同，ピボタル，第Ⅲ相，臨床アウトカム試験に参加した患
者を対象とした将来の生物医学研究

内科学系
循環器内科学分野

奥山　恭男 令和元年5月21日

29-6-2 変更 ヒト型血液を有する免疫不全ブタの開発と応用
機能形態学系

細胞再生・移植医学分野
松本　太郎 令和元年5月21日

31-5-0 新規 ストレスの指標としてのヒト味覚受胎遺伝子発現の検討
生体機能医学系

生理学分野
高尾　恭一 令和元年6月14日

令和元年度　第４回（令和元年７月１６日開催）

令和元年度　第３回（令和元年６月１８日開催）

令和元年度　第２回（令和元年５月２１日開催）



番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

244-1 変更 ヒト疾患特異的iPS細胞を用いた遺伝子解析研究
内科学系

循環器内科学分野
奥村　恭男 平成31年4月16日

215-1 変更 新生児慢性肺疾患感受性遺伝子解析に関する研究
小児科学系

小児科学分野
長野　伸彦 平成31年4月16日

267-0 新規
遺伝性糖尿病の網羅的遺伝子異常同定システム構築とその応
用

内科学系
糖尿病代謝内科学分野

渡邉　健太郎 平成31年4月16日

268-0 新規
JALSG　AML209GS試験付随研究「成人急性骨髄性白血病の発
症・進展および治療反応性，副作用に関する遺伝子異常の羅的
解析（JALSG　AML209　genome-widestudy:AML209GWS)」

内科学系
血液膠原病内科学分野

八田　善弘 平成31年4月16日

31-1-0 新規 日本語版思春期用ストレス質問票の信頼性・妥当性の検討
社会医学系

公衆衛生学分野
大塚　雄一郎 平成31年4月16日

31-2-0 新規 日本の中高生における睡眠問題の経年的変化に関する検討
社会医学系

公衆衛生学分野
大塚　雄一郎 平成31年4月16日

31-3-0 新規
医師の喫煙・飲酒・睡眠などの生活習慣に関する経年的変化の
検討

社会医学系
公衆衛生学分野

大塚　雄一郎 平成31年4月16日

269-0 新規
結核・非結核性抗酸菌感染症における防御免疫に関わるT細胞
の機能解析

病態病理学系
微生物学分野

相澤　志保子 平成31年4月16日

平成３１年度　第１回（平成３１年４月１６日開催）
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