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番号

課　　題　　名 結果

2690
関節リウマチ患者でのトシリズマブ皮下投与におけるメトトレキサート
の併用効果の検証研究

整形外科学 准教授 乾　健太郎 修正承認

2691
重症患者の興奮状態とせん妄に対する抑肝散に作用効果に関する
研究

救命救急科 病院講師 加賀　慎一郎 修正承認

2692 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2693
初めて化学療法を受ける就労がん患者の役割遂行上の困難への対
処を促す看護ケアプログラムの開発と評価

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2694
抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調
査

消化器内科学 准教授 富永　和作 承認

2695
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 Navigator
Study

消化器内科 講師 渡辺　憲治 承認

2696
ERCP後膵炎発症予防におけるセレコキシブ錠内服の有効性に対す
る検討

消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 修正承認

2697 疲労の想起に関わる神経メカニズムの解明 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2698 ムコ多糖症の新生児スクリーニングおよび診断法開発に関する研究 小児科 教授 新宅　治夫 承認

2699
本邦の自家および同種造血幹細胞移植後長期生存小児患者にお
けるQuality of Lifeに関する調査研究

小児科 講師 時政　定雄 承認
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2700
高カロリー輸液に含まれるビタミンKとワルファリンの相互作用に関す
る臨床的検討

薬剤部 薬剤師 須田　泰記 修正承認

2701 急性冠症候群に関連する新規バイオマーカーの同定 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2702
冠動脈石灰化病変に対するNSE(non-slip element balloon)の効果～
光干渉断層画像診断装置を用いた検討～

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2703
CKD重症度が低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)のフラグメ
ント化に与える影響についての検討

代謝内分泌病態内
科学・腎臓病態内
科学

教授 稲葉　雅章 修正承認

2704 閉塞性大腸癌に対する経肛門的減圧チューブ挿入の有用性 消化器内科 病院講師 杉森　聖司 承認

2705
新規ヒト幹細胞の創成とそれらを用いた細胞・組織加工医薬品等の
品質及び安全性の確保および評価基準策定に関する研究

皮膚病態学 講師 小澤　俊幸 修正承認

2706
敗血症の診断および重症度評価におけるプレセプシンの有用性に
ついての研究

救急医学 教授 溝端　康光 修正承認

2707 胸部CTを用いた気道熱傷の重症度評価に関する研究 救急医学 准教授 山村　仁 保留

2708 MRSAの院内伝播制御に関する研究 臨床感染制御学 准教授 掛屋　弘 承認

2709 センチネルリンパ節転移陽性乳癌における腋窩治療の観察研究 腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2710
家族性アルツハイマー病の人及びその家族に対する支援体制に関
する調査研究事業

脳神経科学 教授 森　啓 修正承認
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2711
受動加湿時の温度感覚に及ぼす年齢および中心血液量の影響に関
する研究

運動環境生理学 准教授 岡崎　和伸 修正承認

2712
自動A1cグルコース測定システム(AH-8290)及び小型A1c測定システ
ム(HA-8380)の性能に関する基礎検討

中央臨床検査部 部長 日野　雅之 承認

2713
新規樹立した甲状腺未分化癌細胞株のDNAプロファイル解析による
認証と細胞バンクへの登録

腫瘍外科 准教授 小野田　尚佳 修正承認

2714 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2715 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1498
アンケート調査および唾液・血液・生体検体による慢性疲労の病因・
病態の解明に関する研究

代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認

1759 GentleLASE®を使用した小耳症手術後の耳介脱毛治療 形成外科 後期研究医 岩﨑　理恵 承認

1806 関節鏡視下自己骨髄間葉系細胞移植による関節軟骨欠損修復 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

1908
EGFR遺伝子変異が陰性もしくは不明の扁平上皮がんを除く化学療
法未治療高齢者進行非小細胞肺がんに対するドセタキセル+ベバシ
ズマブ併用療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

1975
クローン病に対するアダリムマブと免疫調節剤併用療法の検討 Deep
Remission of ImmunoModulator and Adalimumab combination
therapy for Crohn's disease:(DIAMOND study)

消化器内科 講師 渡辺　憲治 承認

2112
骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）疑い症
例におけるGPIアンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義を明ら
かにするための観察研究

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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2277
HER2　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 承認

2332 本邦における睡眠障害と消化器疾患の合併頻度と症状の検討 消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 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 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 Navigator
Study

消化器内科 講師 渡辺　憲治 保留

2571
難治性造血器悪性腫瘍に対するHLA半合致同種造血幹細胞移植
（研究名略称：OCU13-3）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2627
高齢者肺扁平上皮癌に対するCarboplatin＋weekly nab-Paclitaxelの
第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

2689 小児のインフルエンザ予防に関する疫学調査 公衆衛生学 教授 廣田　良夫 承認


