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2912
体組成分析装置InBodyを用いた上部消化器癌患者の体組成変化
についての研究

腫瘍外科 病院講師 櫻井　克宣 修正承認

2963
ONO-8539の健康成人男性における一過性下部食道括約筋弛緩
に対する作用の検討

消化器内科 准教授 藤原　靖弘 修正承認

2964 新規がん特異的イメージング法の開発 システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 修正承認

2965 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 修正承認

2966
関節リウマチに対するアバタセプトの効果の検討　Investigation of
the Effects of Abatacept on Rheumatoid Arthritis:Analysis of
Efficacy on Arthritis and Atherosclerosis (ABT-ATS study)

整形外科 病院講師 多田　昌弘 承認

2967

オレンシアを投与された関節リウマチ・動脈硬化症併発患者におけ
る、動脈硬化進展の要因となる抗体群の固定と、抗体群・動脈硬化
バイオマーカー・構造マーカーに対するオレンシアの有用性の検討
Orencia Atherosclerosis And Rheumatoid Arthritis Study(ORACLE
Arthritis研究)

整形外科 病院講師 多田　昌弘 承認

2968 円板状半月患者に対するMRIを用いた無不安定性評価 整形外科 講師 橋本　祐介 修正承認

2969 精神疾患による休職者の予測因子について 神経精神医学 講師 岩崎　進一 修正承認

2970 2015年尿路結石全国疫学調査 泌尿器病態学 教授 仲谷　達也 承認
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2971
J-DEFINE Study 「冠動脈疾患に対する治療戦略決定における瞬時
血流予備量比(iFR)と血流予備量比(FFR)を併用した機能的評価法
の有用性の検討」

循環器内科 教授 葭山　稔 修正承認

2972
本邦における冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込み症例の実
態調査

循環器内科 教授 葭山　稔 修正承認

2973
慢性心不全患者における夜間連続spO2測定の有用性についての
検討

循環器内科 教授 葭山　稔 修正承認

2974
循環器疾患における睡眠呼吸障害と早朝および夜間血圧との関連
性についての検討

循環器内科 教授 葭山　稔 修正承認

2975
CT検査における頭頸部血管撮影法及び画像処理の適正化に関す
る研究

中央放射線部 係員 大瀬　俊一 承認

2976 ステロイド治療が皮質骨に与える影響についての検討
代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 修正承認

2977 日常診療下における心臓CTの被爆線量に関する調査研究
放射線診断学・
IVR学

准教授 下野　太郎 修正承認

2978
VMAT(強度変調回転型放射線治療)を用いた肺定位照射の有用
性・安全性の検討

放射線診断学・
IVR学

病院講師 堤　真一 修正承認

2979 頭部・顔面の血管肉腫患者における生存分析 皮膚科 准教授 加茂　理英 修正承認

2980
正常ヒト皮膚を用いた水疱症診断/蛍光抗体間接法および免疫ブ
ロット法

皮膚科 講師 立石　千晴 条件付承認

2981 動脈浸潤を伴う局所進行膵癌に対する治療成績の後方視的研究 腫瘍外科 講師 天野　良亮 承認
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2982
薬物動態/薬力学パラメーターからみた各種感染症に対する抗菌
薬・抗真菌薬適正使用の検討

臨床感染制御学 准教授 掛屋　弘 修正承認

2983
同種造血幹細胞移植後患者の免疫再構築とアレルギーとの関連性
の調査(OCU14-4)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2984 テアの実態調査 看護部 主任 曽我　智美 修正承認

2985
好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎における疾患関連遺伝子および
統合オミックス解析

消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 修正承認

2986
遺伝子血管浮腫におけるCIインヒビターおよびFactorⅫの遺伝子変
異の研究

皮膚科 教授 鶴田　大輔 修正承認

1123
インターフェロン治療後C型慢性肝疾患例における長期予後の評価
と発癌に関する研究

肝胆膵病態内科
学

准教授 田守　昭博 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

1865
同種造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病の発症予測のため
の簡便な血漿バイオマーカーの確立(OCU10-4)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2119 ADPKD観察研究 腎臓内科 准教授 石村　栄治 承認

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

2275

イマチニブ治療により分子遺伝学的大寛解(Major Molecular
Response;MMR)に到達している慢性期慢性骨髄性白血病患者を対
象としたニロチニブの安全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ
相臨床試験 Switch to nilotinib trial(NILSw trial)

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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2371 FEATHER study
代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

2374 関節リウマチ患者に対するアダリムマブの休薬寛解についての検討 整形外科学 病院講師 多田　昌弘 承認

2534
obscure gastrointestinal bleeding(OGIB)に対する小腸内視鏡検査
後の経過に関する後ろ向き検討

消化器内科 准教授 渡辺　俊雄 承認

2566
難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスとインフリキシマブの
治療効果比較試験

消化器内科 講師 山上　博一 承認

2806
脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた健常者、認
知症および神経変性疾患患者の病態解明に関する研究

老年内科・神経内
科

教授 伊藤　義彰 承認

2932
おたふくかぜワクチン接種後の無菌性髄膜炎発生頻度に関する調
査

公衆衛生学 准教授 福島　若葉 承認


