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2723 公開しない 消化器内科 病院講師 永見　康明 修正承認

2724 公開しない 消化器内科 病院講師 永見　康明 修正承認

2775
既存治療抵抗性炎症性腸疾患患者に対するパンクレリパーゼ製剤
による治療の検討

消化器内科 病院講師 鎌田　紀子 修正承認

2783 ステロイドNAÏVE活動期UC患者に対するGMAの有効性について 消化器内科 後期研究医 宮嵜　孝子 修正承認

2784 公開しない 耳鼻咽喉科 講師 山本　秀文 承認

2785
ステロイド性骨粗鬆症に対するテリパラチド週１回製剤の有用性の検
討(TOWER-GO)

膠原病内科 講師 根来　伸夫 承認

2786
化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌に対するL-OHP+CPT-
11+5FU/I-LV併用療法modified regimen(mFFX)の第２相試験(略
称:mFFX)

肝胆膵内科 教授 河田　則文 承認

2787
肝葉切除を伴う胆道癌切除例に対するGemcitabine(GEM)またはS-1
の術後補助化学療法の無作為化第Ⅱ相比較試験(KHBO1208)

肝胆膵外科 講師 竹村　茂一 承認

2788
手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-weekly nab-Paclitaxel followed
by FEC術前化学療法　第Ⅱ臨床試験-KBCSG-TR 1315-

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2789
ホルモン受容体陽性・HER2陽性閉経後原発性乳癌における術前ト
ラスツズマブ、アナストロゾール併用療法の第２相試験-
WJOG7412B-

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認
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2790 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2791
小児外科病棟における入院時監視細菌培養検査の有用性に関する
研究

肝胆膵外科 講師 諸冨　嘉樹 次回まわし

2792
胆道がん切除例または非切除例におけるPD-1抗体免疫染色と生命
予後に関する検討(KHBO1301)

肝胆膵外科 講師 竹村　茂一 修正承認

2793
早期肺癌肺葉切除症例における術前血液ガス分析の長期予後への
影響

呼吸器外科 病院講師 水口　真二郎 修正承認

2794
血液凝固第13因子投与による遷延性肺瘻治療効果の予測に関する
研究

第二外科学 准教授 西山　典利 修正承認

2795 原発性肺腺癌におけるバイオマーカーの発現と予後に関する検討 第二外科学 准教授 西山　典利 承認

2796
同種造血幹細胞移植後の肝合併症の診断ならびに予後予測におけ
る非侵襲的門脈圧測定検査の意義に関する前方視的検討(OCU14-
1)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2797
造血幹細胞移植患者におけるγグロブリンの制御性T細胞への影響
(OCU14-2)

血液腫瘍制御学 病院講師 中嶋　康博 承認

2798
甲状腺乳頭癌全摘術後のRI療法の意義に関する多施設共同調査研
究

腫瘍外科 准教授 小野田　尚佳 修正承認

2799
胃癌取扱い規約１３版におけるStage 1B胃癌の予後因子に関する検
討

腫瘍外科 講師 豊川　貴弘 承認

2800
トシリズマブ皮下注製剤の実臨床下における関節リウマチ患者に対
する就労・家事労働の改善および機能的改善、日常生活動作改善
の検討(研究名略称:FIRST ACT-SC Study )

整形外科学 准教授 乾　健太郎 修正承認

2801
トシリズマブ皮下注製剤の実臨床下における関節リウマチ患者に対
する就労・家事労働の改善および機能的改善、日常生活動作改善
の検討(研究名略称:FIRST ACT-SC Study )

代謝内分泌病態内
科学

講師 後藤　仁志 修正承認
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2802
ロドデノール誘発性脱色素斑の発症に関連する遺伝子マーカーの
探索

皮膚科 教授 鶴田　大輔 修正承認

2803 B型肝炎におけるIL28Bその他の遺伝子多型の検討 肝胆膵病態内科学 准教授 榎本　大 修正承認

1534 公開しない 承認

1618
慢性疲労症候群患者における脳内セロトニントランスポーターと脳内
ミクログリア活性及び脳内エネルギー代謝の変化に関するPET研究

代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認

1663 整形外科疾患の予防に関する疫学調査 公衆衛生学 准教授 福島　若葉 承認

1664
特定大規模施設における特発性大腿骨頭壊死症(ION)の記述疫学
に関する研究(｢ION定点モニタリングシステム｣）

公衆衛生学 准教授 福島　若葉 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

1870
進行性腎細胞癌に対する分子標的薬を用いた薬物療法のバイオ
マーカーに関する探索的研究

泌尿器病態学 講師 井口　太郎 承認

1960 若年アスリートにおける運動誘発喘息の調査 運動生体医学 准教授 吉川　貴仁 承認

1961 若年アスリートにおける運動誘発喘息の病態に関する研究 運動生体医学 准教授 吉川　貴仁 承認

1994
高齢者造血器腫瘍あるいは、骨髄破壊的移植非適応造血器腫瘍に
対するフルダラビン・全身放射線照射を前処置とした同種移植療法
（臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験）

血液腫瘍制御学 講師 中根　孝彦 承認

公開しない

一部変更申請
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2003
エクリズマブ治療による発作性夜間血色素尿症患者末梢血液中の窒
素酸化物、活性酸素動態に関する研究

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2054
転移・再発乳癌に対する低用量アブラキサン３週毎投与の安全性お
よび有効性の検討　-前向きコホート研究-

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2055
HER2過剰発現を伴わない手術不能又は再発乳癌患者に対する初
回化学療法としてのエリブリンの有効性および安全性の検討

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2188
低用量アスピリン起因性出血性潰瘍の既往を有する患者に対する再
出血予防効果の検討：ラベプラゾールナトリウムとファモチジンの比較
（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 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 承認

2322
ダサチニブによる慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛
解導入臨床試験

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 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 承認

2420 熱傷及び皮膚欠損創に対する陰圧閉鎖療法システムの比較 形成外科 病院講師 羽多野　隆治 承認

2504
インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの肺炎予防効果に関する
調査

公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 承認

2529
維持透析患者の運動介入による筋力および骨塩量改善効果と
myostatinの役割

運動環境生理学 准教授 横山　久代 承認

2531 身体的ストレスが唾液及び汗中の抗菌ペプチドの発現に与える影響 運動生体医学 准教授 吉川　貴仁 承認

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
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2677
C型慢性肝疾患患者に対するシメプレビル/ペグインターフェロン/リ
バビリン併用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

2679
高齢者切除不能局所進行型非小細胞・非扁平上皮肺癌に対するカ
ルボプラチン＋ペメトレキセド＋胸部放射線同時併用療法の第Ⅰ相
試験

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 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


