
課題
番号

課　　題　　名 結果

2239
同種臍帯血移植の有効性に関する第Ⅱ相試験の仮登録例における
臍帯血移植非施行例の予後追跡調査（C-SHOT 0601 試験仮登録
例の予後追跡研究）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2244 希少先天性代謝性疾患患者からのiPS細胞の作製と病態研究 発達小児医学 教授 新宅　治夫 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 承認

2256 公開しない 眼科 講師 戒田　真由美 保留

2270 公開しない 泌尿器病態学 講師 田中　智章 修正承認

2271 食道ESDにおける沈痛・鎮静法の安全性：有用性の検討 消化器内科学 講師 町田　浩久 保留

2272
B型慢性肝炎の治療における、核酸アナログ中止時のPEG－IFNα
3a投与に関する有効性の検討

肝胆膵病態内科学 准教授　 榎本　大 修正承認

2273
慢性肝疾患患者における分岐鎖アミノ酸（BCAA)顆粒製剤を用いた
肝線維化抑制効果の検討

肝胆膵病態内科学 講師 森川　浩安 修正承認

2274

イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝子学的完全寛解
（Complete Molecular Response;CMR)に到達している慢性期慢性骨
髄性白血病患者を対象としたニロチニブ投与中止後の安全性と有効
性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 Stop nilotinib trial（NILSt
trial）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2275

イマチニブ治療により分子遺伝子学的大寛解(Major Molecular
Response;MMR)に到達している慢性期慢性骨髄性白血病患者を対
象としたニロチニブの安全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相
臨床試験 Switch to nilotinib trial(NILSw trial)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2276
Dasatinib単剤による高齢者難治性Philadelphia陽性急性リンパ性白
血病に対する前向き多施設共同研究第二相試験（研究名略称：
DASPAL-E)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2277
HER3　陽性乳癌に対するアブラキサン＋カルボプラチン＋トラスツズ
マブ併用化学療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2278
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダ
ム化比較第Ⅲ相試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認
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2279 公開しない 皮膚病態学 講師 田宮　久詩 修正承認

2280 ヒト皮膚および毛髪組織の培養 皮膚病態学 病院講師 菅原　弘二 修正承認

2281
胆道閉鎖症の肝門部リンパ節におけるリンパ球の由来とphenotype：
制御性T細胞の定量的解析とその由来

第二外科・心臓血
管外科

講師 諸冨　嘉樹 修正承認

2282 単純性骨嚢腫の発症機序の解明 整形外科 講師 星　学 修正承認

2283 頭部血管肉腫の放射線治療成績 放射線医学教室 准教授 細野　雅子 承認

2284
IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究
会

腎臓病態内科学 准教授 石村　栄治 修正承認

2285
病型分類別　痛風・高尿酸血症患者におけるフェブキソスタットの血
清尿酸降下作用の検討

代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 修正承認

2286 炎症性腸疾患における免疫学的検討 消化器内科学 講師 山上　博一 修正承認

2287
帯状疱疹痛および帯状疱疹後神経痛に対して投与した三環系抗鬱
薬によるQTc延長作用の検討

麻酔科学 講師 舟尾　友晴 修正承認

2288 頚部超音波エコー検査による気管挿管の困難度の予測の研究 麻酔科 准教授 土屋　正彦 修正承認

2289
食道癌手術患者における術中低体温が術後合併症におよぼす影響
の検討

麻酔科 講師 田中　克明 修正承認

2290
卵巣癌におけるcopper transporter関連因子の発現と抗癌剤耐性に
関する検討

産婦人科 講師 吉田　裕之 修正承認

2291
厚生労働科学研究成育疾患克服等次世代育成基盤研究「HTLV-1
母子感染予防に関する研究：HTLV-1抗体陽性妊婦からの出生児の
コホート研究」

産婦人科 准教授 古山　将康 修正承認

2292 伝統的方法による骨盤臓器脱手術の治療成績の検討 産婦人科 准教授 角　俊幸 修正承認

2293
当科における再発卵巣癌に対するリポソーマルドキソルビシンの有用
性

産婦人科 准教授 角　俊幸 修正承認

2294
Hib　ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの有効性に関する多施設共
同症例対照研究

公衆衛生学 教授 廣田　良夫 承認
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2295 キャダパーを用いた脳神経のvascuiar supplyに関する研究 脳神経外科 講師 三橋　豊 承認

2296 希少先天性代謝性疾患患者からのiPS細胞の作製と病態研究 発達小児医学 教授　 新宅　治夫 修正承認

2297 公開しない 血液内科 教授 日野　雅之 承認

1113
Ⅲ期/Ⅳ期卵巣癌、卵管癌、腹膜癌に対する手術先行治療VS．化学
療法先行治療のランダム化比較試験　JCOG0603

女性診療科（婦人
科）

講師 松本　佳也 承認

1292
術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存してい
る乳がん患者を対象にした術後補助療法におけるCapecitabine単独
療法の検討

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

1336
同種造血幹細胞移植後難治性急性GVHD（消化管）に対するステロ
イド動脈注入療法の有用性の検討

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1620
プラチナ耐性タキサン既治療卵巣癌に対する経口エトポンドと静注イ
リノテカン併用化学療法に関する第Ⅱ相試験

女性病態医学 教授 石河　修 承認

1846

上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon 19 deletionまたはExon 21
point mutation)がない、または不明である非扁平上皮非小細胞肺が
んに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法
施行後、維持療法として、ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法を
ベバシズマブ単剤と比較する第Ⅲ相臨床試験(WJOG5611L)

呼吸器病態制御内
科学

准教授 工藤　新三 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 承認

2212
C型慢性肝炎患者におけるTelaprevir/PEG-IFNα3b/Ribavirin療法
の有効性と安全性に関する検討

肝胆膵病態内科学 准教授 田守　昭博 承認

2227
成人難治性血液悪性腫瘍に対する非血縁者間臍帯血移植の有効
性に関する研究（臨床第II相試験）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 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 承認

一部変更申請


