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課　　題　　名 結果

2234
パルノセトロンとデキサメタゾン併用による結腸・直腸癌に対する中等
度催吐性化学療法誘発性悪心・嘔吐の抑制効果の検討

腫瘍外科 准教授 前田　清 修正承認

2235 OPTISOX STUDY 腫瘍外科 准教授 前田　清 修正承認

2241 炎症性腸疾患患者の妊娠経過に関するアンケート調査 消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2248
甲状腺未分化癌に対するweekｌｙ paclitaxelの前向き研究：ATCCJに
よる多施設共同研究

腫瘍外科 講師 小野田　尚佳 修正承認

2249
同種造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病（GVHD)に対するベ
クロメタゾンプロピオン酸エステル製剤(BDP)の安全性・有効性および
有効性予測因子の検討

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2250 NIPPON trial 循環器病態内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2251
アダリムマブ効果減弱例における血球成分除去療法併用効果の検
討

消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2252
メマンチン塩酸塩の服薬時期の差異による忍容性および有効性の比
較検討

老年内科神経内科 准教授 嶋田　裕之 修正承認

2253
進行性腎細胞癌患者に対する新規癌ペプチドワクチン IMA091 によ
るペプチドワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

泌尿器科 教授 仲谷　達也 保留

2254 公開しない 泌尿器科 後期研究医 町田　裕一 修正承認

2255 公開しない 小児科 講師 時政　定雄 修正承認

2257 関節鏡視下手術後の深部静脈血血栓症、肺塞栓発生に関する検討 整形外科 講師 橋本　祐介 修正承認

2258 肥満小児のAIM値に関する研究 小児科 教授 新宅　治夫 修正承認
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2259
生物学的製剤未治療のRA患者に対するアバタセプトの有効性と安
全性の検討（ABROAD試験）

リウマチ外科 准教授 小池　達也 修正承認

2260
心臓血管外科手術における中心静脈酸素飽和度ー混合静脈血酸
素飽和度較差と脳組織酸素飽和度・活性酸素値との関連

麻酔科 講師 舟尾　友晴 修正承認

2261 全自動蛍光免疫測定装置ミュータスワコーｉ３０の性能評価 血行動態力学 教授 竹内　一秀 修正承認

2262
侵潤性膵管癌の早期診断のためのプロテオーム解析を用いたバイオ
マーカー検索

都市環境病理学 教授 鰐渕　英機 修正承認

2263 肝臓癌の早期発見のための新規診断マーカーの検討 都市環境病理学 教授 鰐渕　英機 修正承認

2264 大腸腫瘍に対する内視鏡治療 消化器内科学 准教授 富永　和作 修正承認

2265 食道表在癌内視鏡治療後の難治性狭窄に対する治療 消化器内科学 准教授 富永　和作 修正承認

2266 食道ESDの鎮静・鎮痛 消化器内科学 准教授 富永　和作 修正承認

2267 食道ESDの治療成績 消化器内科学 講師 町田　浩久 修正承認

2268 線維化の分子メカニズムの解明ー多施設参加臨床研究ー 機能細胞形態学 教授 池田　一雄 承認

2269 脳神経外科臨床情報の統合的長期管理システムの構築 脳神経外科 教授 大畑　建治 承認

1574
進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第
Ⅲ相試験（WJOG 5108L）

呼吸器病態制御内
科学

准教授 工藤　新三 承認

1706
FLT3/ITD変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした同種造血
幹細胞移植療法の有効性と安全性に関する臨床第Ⅱ相試験
（JALSG AML209-FLT3-SCT Study）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

1707
成人 core binding factor 急性骨髄性白血病に対するシタラビン大量
療法のKIT 遺伝子型別反応性を評価する臨床第Ⅳ相試験（JALSG
CBF-AML209-KIT Study）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

１708
局所進行非小細胞肺癌に対する胸部放射線＋TS-1＋Cisplatin 同
時併用療法と胸部放射線＋Vinorelbine＋Cisplatin 同時併用療法の
無作為化第Ⅱ相試験（WJOG5008L）

呼吸器病態制御内
科学

准教授 工藤　新三 修正承認

一部変更申請
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1713
染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響
に関する観察研究（JALSG AML209-Genetic Study）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

1720 非アルコール性脂肪肝の病態の解明 肝胆膵病態内科学 病院講師 藤井　英樹 修正承認

1830
血液腫瘍に対するThymoglobulin(ATG)を用いた臍帯血移植の安全
性・有効性の検討(OCU10-2)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1848
血液腫瘍に対する低線量全身放射線照射を用いた臍帯血移植の安
全性・有効性の検討(OCU10-5)

血液腫瘍制御学 教授　 日野　雅之 承認

1865
同種造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病の発症予測のため
の簡便な血漿バイオマーカーの確立(OCU10-4)

血液腫瘍制御学 教授　 日野　雅之 承認

2005
白血球細菌検出法（in situ hybridization法）の感染症診断における
有用性の研究

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2087
慢性閉塞性肺疾患（COPD)における骨粗鬆症合併とその寄与因子
の検討

呼吸器病態制御内
科学

教授 平田　一人 承認

2111
認知症における脳内セロトニントランスポーターとBPSDとに関する
PET研究

老年科・神経内科 准教授 嶋田　裕之 修正承認

2119 ADPKD観察研究 腎臓内科 准教授 石村　栄治 承認

2131
低用量アスピリン起因性胃潰瘍に対するH2ブロッカーとプロトンポン
プ阻害剤の治療効果に関する多施設共同無作為化比較試験

消化器内科 准教授 渡辺　俊雄 承認

2209 糖尿病透析患者の血糖コントロールに対するリナグリプチンの有効性 第二内科 講師 森　克仁 承認


