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2518
受容体高親和性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与による血管
内皮機能改善効果の検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 保留

2519
カルニチン欠乏症におけるカルニチンによる心血管機能改善、骨格
筋機能改善効果の検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 保留

2651
高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル単剤療
法とカルボプラチン・ペメトレキセド維持療法のランダム化比較第Ⅲ相
試験(JCOG1210)

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

2652
2回の除菌治療抵抗例に対するH.pylori除菌「THIRD study：3次除菌
Study」

消化器内科学 教授 荒川　哲男 承認

2653
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨
床試験 The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study in Japanese
Patients with Chronic Heart Failure (CIBIS-J)

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2654
脳転移を有するEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌における初回治療とし
てのエルロチニブの有用性の検討第Ⅱ相試験

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 修正承認

2655
インフリキシマブ治療によって寛解維持された潰瘍性大腸炎患者に
対するインフリキシマブ治療の中止および継続群の寛解維持率比較
研究(HAYABUSA Study)

消化器内科学 講師 渡辺　憲治 修正承認

2656
腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの前向き無作
為化比較試験研究

消化器内科学 講師 渡辺　憲治 修正承認

2657 肝アシアロシンチグラフィにおける肝収集率の検討 中央放射線部 係員 川畑　英樹 修正承認

2658
関節リウマチ患者に対するトラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配
合剤の適応と鎮痛有用性に関する研究

整形外科 病院講師 多田　昌弘 保留
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2659
周期性動作・制御・形成理論に基づく未病の脳神経学的評価指標の
開発

システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2660 外傷性良性発作性頭位めまい症の臨床的特徴 耳鼻咽喉病態学 講師 山本　秀文 修正承認

2661
あいりん地域で登録されたホームレス肺結核患者の重症度に関する
検討

公衆衛生学 准教授 福島　若葉 修正承認

2662 SPECT/CTを併用した消化管出血シンチグラフィの診断能の検討 核医学 後期研究医 小谷　晃平 修正承認

2663
生物学的製剤使用中関節リウマチにおける感染症マーカーの有用
性の検討

呼吸器内科学 准教授 金澤　博 修正承認

2664 耳朶趨壁スコアの評価者間ばらつき
代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認

2665
透析患者における活性型ビタミンD製剤使用の有無と心血管疾患発
症および発症後死亡の関係

老年血管病態学 准教授 庄司　哲雄 承認

2666
糖尿病患者における腎機能、コレステロール吸収とレムナントリポ蛋
白蓄積の関連

老年血管病態学 准教授 庄司　哲雄 修正承認

2667
非弁膜症心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリ
バーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究(EXPAND
study)

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2668 洗浄式自己血回収装置を経た羊水混合血液の成分研究 女性生涯医学 教授 古山　将康 修正承認

2669
内視鏡的胆管ステント留置術におけるplastic stentの開存期間およ
び逸脱に関与する因子の検討

消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 修正承認
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2670 J-ADNI2（Japanese Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative 2） 老年科・神経内科 准教授 嶋田　裕之
条件付

修正承認

2671 J-ADNI2 老年科・神経内科 准教授 嶋田　裕之 修正承認

2672
異なるプロトンポンプ阻害薬によるヘリコバクター・ピロリ除菌療法とＣ
ＹＰ2C19遺伝子多型の関連に関する検討

消化器内科 教授 荒川　哲男 修正承認

2673 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 修正承認

2674 公開しない 発達小児医学 講師 浜崎　考史 修正承認

2675 公開しない 女性診療科 教授 角　俊幸 修正承認

2676 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 修正承認

1357
慢性心不全におけるNO産生関連因子多型のβ遮断薬反応性への
関与と機序

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

1409 職業性ストレスがうつ症状とうつ病の発症に及ぼす影響について 神経精神医学 講師 岩﨑　進一 承認

1782 職業性精神障害と神経質との関連について 神経精神医学 講師 岩﨑　進一 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

一部変更申請
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2120 勤労者における気分障害の早期発見および効果的な介入の開発 神経精神医学 講師 岩﨑　進一 承認

2135
EyeSeeCam Video-Oculographyを用いたHead Impulse Testにおける
前庭障害の検出の検討

耳鼻咽喉病態学 講師 角南　貴司子 承認

2183
アトピー性皮膚炎の痒みに対する漢方薬治療の検討―温清飲と四
物湯の比較試験―

皮膚科 准教授 小林　裕美 承認

2197
日本におけるCLL、HCLおよび類縁疾患の実態調査（研究名略称：
CLLRSG-01）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2211
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+シスプラ
チン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療法のランダム化比
較第Ⅲ相試験

呼吸器病態制御内
科学

准教授 工藤　新三 承認

2231
空腹時高血糖を有する高血圧患者を対象としたテルミサルタンとイル
ベサルタンのインスリン抵抗性改善作用の比較

循環器内科学 教授 葭山　稔 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 承認

2366 復職支援回復効果研究 システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 修正承認

2375
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療ｰ
臨床第Ⅱ相試験ｰ（JALSG　APL212)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2376
６５歳以上の急性前骨髄球性白血病に対するATOによる地固め療
法ｰ臨床第Ⅱ相試験ｰ（JALSG APL212G)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2386 脳磁図を用いた緑の香りの抗疲労効果に関する検討 システム神経科学 講師 田中　雅彰 承認
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2454 非特異性多発性小腸潰瘍症に関する遺伝子変異の検索 消化器内科 講師 渡辺　憲治 承認

2550
潰瘍性大腸炎サーベイランス内視鏡におけるＮＢＩ（Ｎarrow Band
Imaging)と色素内視鏡の比較試験：国内多施設共同研究

消化器内科 講師 渡辺　憲治 承認

2553
化学療法未施行ⅢＢ/Ⅳ期肺扁平上皮癌に対するＣＢＤＣＡ＋ＴＳ－
１併用療法後のＴＳ－１維持療法の無作為化第Ⅲ相試験（ＷＪＯ
G7512Ｌ）

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

2625
食道表在癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)におけるプロポ
フォールによる鎮静の安全性と有効性に関するパイロット試験

消化器内科学 病院講師 永見　康明 承認

2638 癌細胞の微小環境における骨髄由来細胞の関与の検討
腫瘍外科学・老年
腫瘍病態学

准教授 八代　正和 承認

2646 癌細胞の微小環境における骨髄由来細胞の関与の検討
腫瘍外科学・老年
腫瘍病態学

准教授 八代　正和 承認


