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課　　題　　名 結果

2935 Optisure Post Approval Study 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2936
ビカルタミドを用いたCAB療法後の去勢抵抗性前立腺癌に対する抗
アンドロゲン剤交代療法と早期エンザルタミド導入療法の多施設前
向き無作為化比較試験(OCU-CRPC試験)

泌尿器病態学 講師 井口　太郎 修正承認

2937 水溶性香料A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 修正承認

2938 脳磁図を用いた水溶性香料A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 修正承認

2939
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診による病理学的診断が必要な固
形腫瘍に対する超音波内視鏡ガイド下経穿刺針的鉗子生検の有用
性に関する検討

消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 修正承認

2940
主要動脈浸潤を伴う局所進行切除不能膵癌に対する化学放射線
療法後外科的切除のfeasibility study

腫瘍外科学 講師 天野　良亮 修正承認

2941
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究-ダルベポエチン　ア
ルファ製剤低反応に関する検討-(研究名略称:BRIGHTEN)

腎臓内科 准教授 石村　栄治 修正承認

2942
Cardio-ankle vascular indexは冠動脈プラーク量とその性状を予測
するか

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2943
新生代のスコアリングバルーン及び高速回転冠動脈アテレクトミーの
使用による経皮的冠動脈形成術の有用性についての検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認
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2944 喫煙と血圧Circadian rhythmおよび血管内皮機能の関連性の検討 循環器内科学 教授 葭山　稔 保留

2945 癌微小環境における癌細胞と間質細胞との相互作用の検討
腫瘍外科学・老年
腫瘍病態学

准教授 八代　正和 修正承認

2946
慢性閉塞性肺疾患患者における6分間歩行試験中の酸素・代謝動
態に関する研究

運動生体医学 教授 吉川　貴仁 修正承認

2947
閉塞性肺疾患患者の気道収縮時の呼吸音特性に関する電子聴診
器を用いた解析

運動生体医学 教授 吉川　貴仁 修正承認

2948
エクソソーム中のマイクロRNA発現解析による非アルコール性脂肪
肝(Non-alcoholic fatty liver disease;NAFLD)の病態解析

肝胆膵病態内科
学

准教授 村上　善基 承認

2949
門脈血行異常症(特発性門脈圧亢進症、肝外門脈閉塞症、バッドキ
アリ症候群)の全国疫学調査

公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 承認

2950 逆流性食道炎に起因する食道出血・食道狭窄に関する全国調査 消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 修正承認

2951 単純撮影装置の画像処理に関する研究 中央放射線部 係員 田中　克尚 修正承認

2952 低線量CT画像の最適化に関する研究 中央放射線部 係員 野口　麻里 修正承認

2953
単純X線撮影における線量指標(Exposure Index EI)値を用いた適正
撮影線量の検討に関する研究

中央放射線部 係員 久住　謙一 修正承認

2954 全脊柱撮影における被ばく線量低減を目的とした研究 中央放射線部 係員 工藤　禎宏 修正承認
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2955
M135Rを用いた慢性骨髄性白血病遺伝子検査の高感度化に関す
る臨床研究

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 修正承認

2956
血液疾患患者の血球貪食症候群発症例における末梢血プレセﾌﾟシ
ン動態の後方視的検討

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2957
クローン病におけるアダリムマブ投与症例の中長期的予後と影響因
子の検討

消化器内科学 講師 鎌田　紀子 修正承認

2958 心臓大血管手術後の脳合併症の危険因子と予後に関する研究 心臓血管外科学 病院講師 村上　貴志 修正承認

2959 経腹超音波断層法による子宮筋腫サイズのfollow upに関する検討 産婦人科 講師 市村　友季 承認

2960
がん、生活習慣病、慢性肺疾患、肝臓病、消化器病、婦人病、皮膚
疾患などの成人に特徴的な疾患の原因解明と治療方法開発のため
の遺伝的解析研究

先端予防医療部 部長・教授 平田　一人 修正承認

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

1292
術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存してい
る乳がん患者を対象にした術後補助療法におけるCapecitabine単独
療法の検討

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

1616
成人T細胞性白血病/リンパ腫(ATL/L)及び、治療抵抗性中・高悪
性度リンパ腫に対するHLA半合致同種造血幹細胞移植

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 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

1744
ニコチン依存症における禁煙補助薬の個別化適正投与のための心
血管機能障害関連生理活性因子の検討

総合医学教育学 教授 首藤　太一 承認

一部変更申請
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1752 禁煙補助薬の個別化適正投与のためのゲノム薬理学的研究 総合医学教育学 教授 首藤　太一 承認

2199 骨盤底臓器の弾性線維形成からみた骨盤臓器脱発症機構の解析 女性生涯医学 教授 古山　将康 承認

2223 膝靭帯再建術術後軟骨変性に対する定量的評価に関する検討 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

2224
遺伝子多型情報に基づくワルファリンの適正投与量設定へ向けた前
向き臨床試験

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

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 山上　博一 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 救急医学 病院講師 井代　愛 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

2464
インフリキシマブによる寛解維持治療における効果不十分なクロー
ン病患者を対象した栄養療法併用効果確認試験（JSIBD_1201）

消化器内科 講師 鎌田　紀子 承認

2477
JCOG1101:腫瘍径2㎝以下の子宮頸癌IB1期に対する準広汎子宮
全摘術の非ランダム化検証的試験

女性診療科 教授 角　俊幸 承認

2532
微小粒子状物質(particulate matter)の呼吸器疾患受診動向への影
響

呼吸器内科学 病院講師 浅井　一久 承認
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2615 血管造影下ＣＴの撮影手法に関する研究 中央放射線部
診療放射線
技師　係員

高尾　由範 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 承認

2961 公開しない 眼科 前期研究医 宇根　宏容 承認

2962 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

報告事項は以下のとおり

緊急選択症例に関する報告書


