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　議題に先立ち，委員長の指名に基づき事務局から，資料に基づき，木浦委員が諸事情により退任したこ
と，及び前田委員の退職に伴い９月１日から西谷委員が就任した旨紹介があった。
　続いて，三橋助教から，「他施設主幹の共同研究に岡山大学が参加する際のデータ提供について」と題し
てミニレクチャーがあった。

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。なお，研究分担
者である豊岡委員は審議の間，審議に参加しなかった。

術後低換気高リスク患者における回復室でのCapnostream 20を用いた呼吸状態の評価

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 森　松　博　史

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

抗ヒトPD-1モノクローナル抗体の投与を受けた悪性黒色腫患者における末梢血リンパ球の免疫機能
解析

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 岩　月　啓　氏

新規敗血症重症度マーカーと治療薬の開発

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 森　松　博　史

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

肺癌における新規浸潤転移制御分子ダイナミンの役割

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 竹　居　孝　二

《会議・委員会等報告書》

報 告 者 ：

報 告 区 分 ：

会 議 等 名 称 ：

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。なお，研究責任
者である中村委員は審議の間，審議に参加しなかった。

保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究　－ダルベポエチン アルファ製剤低反応に関する検討
－　oBservational clinical Research In chronic kidney disease patients with renal anemia
:renal proGnosis in patients with Hyporesponsive anemia To Erythropoiesis stimulating
agents, darbepoetiN alfa(BRIGHTEN)

研究責任者： 岡山大学病院 助教 北　川　正　史

受付番号２０９「思春期・若年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
(ALL202U-EWS)」の一部変更

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 講師 近　藤　英　生

開 催 日 時 ：

開 催 場 所 ： 岡山大学医学部中会議室（医学部管理棟３階）

平成２６年９月３０日

内富委員，仲野委員，西谷委員，宮地委員，上原委員，粟屋委員出 席 者 ：

アトピー性皮膚炎における遺伝子変異の解析

議 事 内 容 ：

中　村　一　文研究責任者：

森　実　　　真

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

講師 近　藤　英　生

ファンコニ貧血と関連病態の原因遺伝子解析

研究責任者：

議事要旨（８月２６日開催分）の確認について

委員長から，議事要旨(案)（資料１）について説明があり，承認された。

大学院医歯薬学総合研究科 講師 近　藤　英　生

申請者が都合により欠席したい旨事前に連絡があったため，来月に審査することとなった。

網羅的なゲノム解析によるテーラーメイド腫瘍抗原の同定

大学院医歯薬学総合研究科研究責任者：

研究責任者： 岡山大学病院 助教

申請者が都合により欠席したい旨事前に連絡があったため，来月に審査することとなった。

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

ヒト心血管疾患患者からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する研究

大学院医歯薬学総合研究科 准教授

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。
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審議の結果，承認された。

大学院医歯薬学総合研究科 伊　藤　　　浩

審議の結果，承認された。

受付番号１２９５「術後再発・切除不能進行胆道癌に対するGemcitabine＋Cisplatin 併用療法後に
維持療法Gemcitabine を施行した多施設共同第Ⅱ相試験」の一部変更

研究責任者： 岡山大学病院 助教 加　藤　博　也

審議の結果，承認された。

受付番号１９４６「メラノーマ組織および末梢血の癌遺伝子変異解析」の一部変更

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 非常勤研究員 高　田　　　実

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科

研究責任者： 高　尾　総　司

教授 内　富　庸　介

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

本邦における冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込み症例の実態調査Actual Conditions and
Prognosis of CoronaryArtery Disease Patients with Implantable Defibrillator Therapy in
Japan -Japan Implantable Devices in Coronary Artery Disease Study (JID-CAD)

審議の結果，承認された。

精神科病院 入院患者を対象として，非経口的な栄養摂取の開始の有無による差，および開始前後の
変化を比較調査する

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 吉　山　昌　宏

審議の結果，承認された。

受付番号３４７「乳幼児期発症の重症てんかんの疫学研究」の一部変更

研究責任者： 岡山大学病院 講師

審議の結果，承認された。

冠動脈疾患におけるアポE含有高密度リポ蛋白-コレステロール測定の臨床的意義に関するパイロッ
トスタディ

研究責任者：

研究責任者：

大学院保健学研究科

教授

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

受付番号８４４「野菜摂取による血圧効果作用に関する研究」の一部変更

研究責任者：

受付番号５０６「母乳中のmicroRNAの解析」の一部変更

研究責任者：

小　林　勝　弘

審議の結果，申請書等の字句・文面を一部修正することが確認され，承認された。

大学院保健学研究科 准教授 石　川　哲　也

講師

研究責任者：

西　﨑　和　則

職場におけるソーシャル・キャピタルと健康に関する研究

審議の結果，承認された。

大学院医歯薬学総合研究科 教授 公　文　裕　巳

審議の結果，承認された。

受付番号３３４「咬耗歯の疫学的調査」の一部変更

迅速審査

腎移植におけるリツキサンの効果の研究

研究責任者： 岡山大学病院 臨床工学技士 林　　　久美子

審議の結果，承認された。

乳癌肺oligometastasisに対する前向きコホート試験

研究責任者： 岡山大学病院 教授 土井原　博　義

研究責任者： 教授

大学院医歯薬学総合研究科

大学院医歯薬学総合研究科

大学院医歯薬学総合研究科 教授 荻　野　景　規

審議の結果，承認された。

受付番号８９３「microRNAならびにexosome発現解析に基づく骨軟部腫瘍の新規バイオマーカー開発
研究」の一部変更

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 尾　﨑　敏　文

難治性聴覚障害に関する調査研究

准教授 臼　井　真　一

審議の結果，承認された。

急性血液浄化療法の導入時間についての後向き多施設共同研究
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バイオバンクについて

　委員長の指名に基づき事務局から，粟屋教授が「バイオバンクの倫理的，法的，社会的課題」と
題して論文発表をし，配布願いたいとの依頼があった旨報告があった。

J-ADNI研究について

　委員長の指名に基づき事務局から，J-ADNI研究に関する調査・検証等の状況について説明があっ
た。

付議不要申請について

　委員長の指名に基づき事務局から，資料に基づき付議不要申請１１件について予備審査委員によ
る審議により承認した旨報告があった。

准教授 中　村　一　文

審議の結果，承認された。なお，研究責任者である中村委員は審議の間，審議に参加しなかった。

受付番号１０９９　「JCOG1017：薬物療法非抵抗性Stage IV乳癌に対する原発巣切除の意義（原発
巣切除なしversusあり）に関するランダム化比較試験」の一部変更

研究責任者： 岡山大学病院

審議の結果，承認された。

教授 土井原　博　義

審議の結果，承認された。

受付番号１９０６（１５７９）「胃粘膜下腫瘍の診断・検査・治療方針に関する研究」の一部変更

研究責任者： 岡山大学病院

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科

受付番号１３１４（１１４０）「初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第Ⅱ相臨床
試験」の一部変更

研究責任者： 大学院医歯薬学総合研究科 教授 伊　達　　　勲

審議の結果，承認された。

教授

　委員長の指名に基づき事務局から，研究実施報告書に基づき，報告があった。

研究実施報告書について

岡　田　裕　之

受付番号１９３６「肺高血圧症（肺動脈性肺高血圧症, 慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症）の肺動脈平
滑筋細胞の特性及び肺高血圧症治療薬の新規効果に関する研究」の一部変更

次回の開催について

　次回は，平成２６年１０月２８日（火）から開催することとし，開催時刻は後日連絡することと
なった。

その他
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