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2818 ジェンザイム希少疾患レジストリー（ファブリ―病レジストリー） 発達小児医学 准教授 田中　あけみ 修正承認

2819 ジェンザイム希少疾患レジストリー（ゴーシェ病レジストリー） 発達小児医学 准教授 田中　あけみ 修正承認

2849
脳神経外科手術を安全に行うための手術手技実習と微小脳神経外
科解剖の検討

脳神経外科 教授 大畑　健治 修正承認

2858
臨床的FIGO Ⅳb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫
瘍摘出術に関するFeasibility Study JGOG2046

女性診療科 教授 角　俊幸 承認

2874
院外心停止蘇生後の神経学的予後に対する脳低温療法・脳平温療
法の影響に関する研究

救急医学 准教授 山本　啓雅 修正承認

2875 公開しない 消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 保留

2876 公開しない 呼吸器内科 講師 鴨井　博 承認

2877 公開しない 膠原病内科 講師 根来　伸夫 修正承認

2878 公開しない 膠原病内科 講師 根来　伸夫 修正承認
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2879
初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対するBendamustine+Rituximab療
法終了後のFDG-PET/CTを用いた研究 -W-JHS NHL01-

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2880
成人precursor T細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学
療法による第Ⅱ相臨床試験(JALSG T-ALL213-O)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2881
成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試
験(JALSG Burkiｔt-ALL213)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2882 黄色靭帯の３次元的構造を解明するための解剖学的研究 整形外科 講師 寺井　秀富 修正承認

2883
80歳以上の高齢者脊椎手術成績と合併症の多施設、後ろ向き全国
調査

整形外科 講師 寺井　秀富 修正承認

2884 化粧品白斑における血清ホモシステイン値に関する研究 皮膚科 教授 鶴田　大輔 修正承認

2885
遮光がビタミンDに与える影響に関する研究コンソーシアムによる多
施設参加臨床研究-色素性乾皮症・白皮症のビタミンD栄養状態に
ついての研究

皮膚科 教授 鶴田　大輔 修正承認

2886
化粧品等による皮膚障害症例の調査解析および情報ネットワークの
確立

皮膚科 教授 鶴田　大輔 修正承認

2887
植込み型除細動器における頻拍検出設定変更による除細動治療の
変化と予後の検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2888 心不全および虚血性心疾患における心筋障害マーカーの比較検討 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2889
OCTによる急性冠症候群におけるプラーク破綻と微小石灰化との関
係の観察

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認
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2890
摂食障害患者における養育歴と食行動異常および心理的特徴に関
する研究

神経精神医学 講師 山内　常生 修正承認

2891 摂食障害患者における年齢・性別に関する研究 神経精神医学 講師 山内　常生 修正承認

2892 母乳マッサージ前後の母乳中物質変化の検討 システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 修正承認

2893
胃カルチノイドRindiⅢ型のリンパ節転移危険因子に関する多施設
共同後ろ向き研究

腫瘍外科 講師 田中　浩明 保留

2894 公開しない 整形外科 病院講師 上村　卓也 修正承認

2895
再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果
に及ぼす影響の後方視的検討　JGOG1076S

女性診療科 教授 角　俊幸 修正承認

2896
Previous OGIBにおけるカプセル内視鏡及びダブルバルーン内視
鏡の有用性に関するpropensity score matchingを用いた比較試験

消化器内科学 講師 斯波　将次 修正承認

2897
StageⅡ喉頭癌に対する通常分割照射と後期加速過分割照射の有
用性および有害事象の検討

放射線医学 講師 島谷　康彦 修正承認

2898
Idiopathic Pulmonary Fibrosis(IPF)およびNon-specific Interstitial
Pneumonia(NSIP)における末梢血鑑別マーカー探索

呼吸器内科 教授 平田　一人 修正承認

2899
運動の心的イメージを調べる質問紙の開発と生活習慣との相互関
係

運動生体医学 教授 吉川　貴仁 修正承認

2900
血液形態検査の標準化・基準範囲設定に向けての基礎的検討:桿
状核好中球と分葉核好中球の目視分類

中央臨床検査部 保健副主幹 久保田　浩 修正承認
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2901
安静および運動時の血中乳酸濃度に及ぼす着衣素材の影響に関
する研究

運動環境生理学 准教授 岡崎　和伸 修正承認

2902 公開しない 泌尿器病態学 講師 田中　智章 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

女性病態医学 教授 角　俊幸 承認

1499 慢性疲労の罹患リスクの同定、ならびに診断・治療技術の開発
代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

1520
既治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するエルロチニブ/ドセタキセル
併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験（WJOG4708）

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 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 病院講師 波多野　隆治 承認

1921
非小細胞肺癌による脳転移あるいは癌性髄膜炎症例に対するエル
ロチニブの効果と血中、髄液の濃度の検討

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

2144 健康と生活習慣に関する疫学調査 公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 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 承認

2341
「高尿酸血症患者におけるフェブキソスタットのメタボリックシンドロー
ム及び血管障害マーカーへの影響の検討」

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

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

一部変更申請
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2461
小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相
および第Ⅲ相臨床試験ALL-B12

小児科 講師 時政　定雄 承認

2552
病巣限局的照射野による三次元照射、加速過分割照射を用いた切
除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する化学放射線療法の第Ⅱ相試験
（ＷＪＯG5710Ｌ）

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

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

2721 DREAM Study試験 消化器内科学 教授 荒川　哲男 承認

2781 小児アレルギー疾患におけるペリオスチンの関与についての検討 発達小児医学 教授 新宅　治夫 承認

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 承認

2805
慢性腎臓病stage3の閉経後骨粗鬆症患者を対象とするラロキシフェ
ン単独療法・エルデカルシトール単独療法および併用療法による骨
指標改善の無作為化比較試験:Re Bone Study

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認


