
課題
番号

課　　題　　名 結果

2382 広汎性発達障害児における感覚過敏性 神経精神医学教室 講師 宮脇　大 修正承認

2383 初代ヒト皮膚細胞培養 皮膚科 講師 鶴田　大輔 修正承認

2390
ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学
療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験　研究名略称
JGOG3020

女性診療科 准教授 角　俊幸 承認

2391 ACHIEVE Trial 腫瘍外科 教授 平川　弘聖 承認

2392

ホルモン陽性HER2陰性転移・再発乳がんを対象としたパクリタキセ
ル＋ベバシズマブ導入化学療法後のホルモン維持療法とホルモン療
法＋カペシタビン併用維持療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験
[KBCSG-TR 1214]

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2393 ABO血液型不適合腎移植レシピエントに対するエベロリムスの応用 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 修正承認

2394 肥満小児患者に対するグロビン蛋白分解物の有効性の検証 発達小児医学 教授 新宅　治夫 修正承認

2395
関節リウマチ患者治療におけるゴリムマブを用いた目標達成に向け
た治療の妥当性検証研究-Go-Go研究会による多施設参加臨床研
究- 研究名略称：Go-Go　trial

リウマチ外科学 准教授　 小池　達也 修正承認

2396 MAIAを用いた周術期前後の網膜感度の検討 視覚病態学 教授 白木　邦彦 修正承認

2397
低用量アスピリン起因性出血性小腸潰瘍に対するミソプロストールの
有効性に関する多施設二重盲検試験-Over the Rainbow Study-（多
施設共同ランダム化比較試験）

消化器内科 教授 荒川　哲男 修正承認

2398 潰瘍性大腸炎の寛解維持に対するCAP療法の有効性の検討 消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2400
血液透析中のC型慢性肝炎患者に対するIFN-β単独療法の有効性
の検討

肝胆膵病態内科学 講師 小林　佐和子 修正承認

申　　請　　者
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2401 難治性消化管疾患患者からのiPS細胞の作製と病態解明・創薬研究 発達小児医学 教授 新宅　治夫 修正承認

2402 感染症心内膜炎における至適手術時期に関する多施設共同研究 循環器外科学 准教授　 佐々木　康之 修正承認

2403 インターネット依存障害の病態および治療に関する研究 神経精神医学 講師 片上　素久 修正承認

2404 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 救急生体管理医学 講師 西内　辰也 修正承認

2405 クーリング素材の人体に及ぼす影響評価 運動環境生理学 教授 宮側　敏明 修正承認

2406 骨原発軟骨肉腫の病理組織所見の検討 整形外科 講師 星　学 修正承認

2407
骨粗鬆症性椎体骨折におけるMRIの経時的変化～多施設前向き研
究

整形外科 病院講師 豊田　宏光 修正承認

2408
慢性閉塞性肺疾患(COPD)における合併症評価とそのバイオマー
カーの探索

呼吸器病態制御内
科学

病院講師 浅井　一久 修正承認

2409
閉塞性睡眠時無呼吸症候群における合併症評価とそのバイオマー
カーの探索

呼吸器病態制御内
科学

病院講師 栩野　吉弘 修正承認

2410
パテンシーカプセルの適正使用、安全性、有効性に関する多施設共
同前向き試験

消化器内科 教授 荒川　哲男 修正承認

2411
免疫抑制療法によるB型肝炎ウイルスの再活性化-長期経過を基にし
た医療経済的に適切な対策法の確立-

消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2412
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口5-ASA製剤治療に関
する実態調査（観察研究）

消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2413
消化管疾患および全身性疾患における消化管フローラの構成解析と
病態への関与

消化器内科学 講師 谷川　徹也 修正承認

2414 難治性消化管疾患患者からのiPS細胞の作製と病態解明・創薬研究 発達小児医学 教授 新宅　治夫 修正承認

2415
血液透析中のC型慢性肝炎患者のIFNβによる治療におけるIL28B
遺伝子の関与について

肝胆膵病態内科学 講師 小林 佐和子 修正承認
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2416 公開しない 眼科 病院講師 米田　丞 修正承認

960
アルツハイマー型認知症発症の危険性に関与するApoE遺伝子多型
解析

老年内科・神経内
科

准教授 嶋田　裕之 修正承認

1513
ヘリコバクターピロリ除菌療法；一次および二次除菌不成功例に対す
る標準的三次除菌療法の確立

消化器内科 講師 谷川　徹也 承認

1626
低用量アスピリン及びNSAIDs長期服薬による消化管粘膜傷害の発
生状況の調査と関連するリスクファクターの探索のための予備研究

消化器内科 教授 荒川　哲男 承認

1995 Legacy study 循環器病態内科学 教授 葭山　稔 承認

2039
転移・再発乳癌に対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエスワンの
ランダム化比較試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2041 電子聴診器による呼吸音のデジタル解析 医学医療情報学 准教授 中村　肇 修正承認

2075
HER2陽性転移性乳癌におけるトラスツズマブbeyondPDとラパチニブ
切り替えの比較試験(WJOG6110B/ELTOP試験)

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2119 ADPKD観察研究 腎臓内科 准教授 石村　栄治 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

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 修正承認

2232 非観血式連続自動血圧計の有用性の予備検討試験 医学医療情報学 准教授 中村　肇 修正承認

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 修正承認

2250
実臨床におけるNoboriバイオリムスA9エリューティングステントの至適
二剤併用抗血小板療法（DAPT）期間の検討　NIPPON:NoborI dual
antiplatelet therapy as aPPropriate duratiON.

循環器病態内科学 教授 葭山　稔 修正承認

一部変更申請
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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 修正承認

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

2352
急性心筋梗塞に対するインターロイキン１１製剤オプレルベキンを用
いた心筋保護治療

循環器病態内科学 教授 葭山　稔 承認

2368 印刷労働者にみられる胆管癌発症の疫学的解明と原因追究 産業医学 教授 圓藤　吟史 修正承認


