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3291
2型糖尿病患者の左室拡張機能に対するテネリグリプチンの予防・
抑制効果に関する臨床試験

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

3292
尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬の病態関連遺伝子の解
明

皮膚科 教授 鶴田　大輔 承認

3293
潰瘍性大腸炎患者におけるタクロリムス血中トラフ濃度と遺伝子多
型の関連の解析

消化器内科学 病院講師 細見　周平 承認

3294
常染色体優勢アルツハイマー病に関する縦断的観察コホート研究
の遺伝子解析研究

脳血管内治療・頭
蓋底外科病態学
寄附講座

特任教授 森　啓 修正承認

3295
常染色体優勢アルツハイマー病に関する縦断的観察コホート研究
の遺伝子解析研究（DIAN-J)

脳血管内治療・頭
蓋底外科病態学
寄附講座

特任教授 森　啓 修正承認

3296
ろ紙血を用いたALD,NPC、Neuronal ceroid Lipofsucinosis(NCL)な
どの新生児スクリーニング法の検討

小児科 教授 新宅　治夫 承認

3297 重症敗血症の疫学的研究 救急医学 病院講師 加賀　慎一郎 次回廻し

3298 膵全摘患者に対する前向き実態調査 腫瘍外科学 講師 天野　良亮 承認

3299 膵全摘患者に対する前向き実態調査 肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

3300
特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き調
査への協力

呼吸器内科 病院講師 松浦　邦臣 承認

3301
炎症性腸疾患による小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術
の予後因子の検討

消化器内科 講師 山上　博一 承認
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3302 クローン病における抗TNFα抗体療法の効果維持予測因子の検討 消化器内科学 病院講師 細見　周平 承認

3303
CKD合併例を含むセロタイプ1型HCV慢性肝疾患に対する経口薬
治療の有用性と安全性に関する前向き研究

肝胆膵病態内科
学

病院教授 田守　昭博 承認

3304
足底面を対象とした糖尿病性神経障害検査を目指した機器の開発
研究（健常者を対象とした探索研究）

代謝内分泌病態
内科学

准教授 絵本　正憲 修正承認

3305
人工膝関節置換術におけるPysio-Kneeの患者満足度に関する多
施設共同研究

整形外科 講師 箕田　行秀 承認

3306 ヒト自己血由来フィブリン材料の整形外科領域治療の基礎研究 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

3307 膝前十字靭帯大腿骨付着部における組織学的検討 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

3308 ゴリムマブ使用量と関節内滑膜炎との関連性についての検討 整形外科 病院講師 岡野　匡志 承認

3309 多剤耐性緑膿菌(MDRP)分離症例の臨床的検討 臨床感染制御学 講師 山田　康一 承認

3310
メチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（MRCNS)による菌血症
例の検討

臨床感染制御学 講師 山田　康一 承認

3311
ESBL（基質特異性拡張型βラクタマーゼ）-E.coli（大腸菌）とnon
（非） ESBL-E.coli菌血症の臨床的比較研究

臨床感染制御学 教授 掛屋　弘 承認

3312
リアルタイムPCRを用いた感染症(敗血症）の原因菌同定に関する
研究

臨床感染制御学 教授 掛屋　弘 承認

3313
麻酔導入後心拍出量低下予測因子としての動的前負荷指標の有
用性の検討

麻酔科 講師 末廣　浩一 承認

3314 重症外傷の疫学的研究 救急救命科 教授 溝端　康光 承認
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3315 急性肺損傷（ALI）/急性呼吸促迫症候群(ARDS)の疫学的研究 救急救命科 教授 溝端　康光 承認

3316
肺炎球菌・レンサ球菌・黄色ブドウ球菌による重症敗血症の多施設
共同観察研究

救急救命科 教授 溝端　康光 承認

3317
安全な手術室スケジュール管理に向けた手術実施時間の予測因
子の検討

医療安全管理学 准教授 朴　勤植 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

2228
本邦におけるHLA不一致骨髄バンクドナーからの同種造血幹細胞
移植におけるBortezomibを用いたGVHD予防法の安全性の検討
（第Ⅰ相臨床試験）

血液腫瘍制御学 講師 中根　孝彦 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

2752 ＮＢＩ内視鏡による食道癌サーベイランスシステム 消化器内科学 病院講師 永見　康明 承認

2656
腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの前向き無
作為化比較試験研究

消化器内科学 講師 山上　博一 承認

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 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

2986
遺伝性血管性浮腫におけるC1インタヒビターおよびFactorⅫの遺
伝子変異の研究

皮膚科 教授 鶴田　大輔 承認

2987 間節症性乾癬患者を対象としたadalimumabの有用性の検討 皮膚科病態学 教授 鶴田　大輔 承認

3012
FDG-PET/CTの不明熱診断への応用-ガリウムSPECTとの比較研
究（略称:JPET-FUO）

核医学 准教授 河邉　譲治 承認

一部変更申請
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3069

非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TIAにおけるリバーロキ
サバンの投与開始時期に関する観察研究　RELAXED(Recurrent
Embolism Lessened by rivaroxaban,　an Anti-Xa agent of Early
Dosing for acute ischemic stroke and transient ischemic attack
with atrial fibrillation study)

老年内科学 教授 伊藤　義彰 承認

3071 半月板損傷患者に対する半月手術後の成績評価 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

3204
プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観的画像診
断・評価法の確立を目指す臨床研究

脳血管内治療・頭
蓋底外科病態学
寄附講座

特任教授 森　啓 承認

3233
乳癌の術前・術後化学療法における発熱性好中球減少症に関す
る観察研究

腫瘍外科学 講師 野田　諭 承認

3245 フローダイバーターの有効性と安全性に関する全国悉皆調査 脳神経外科 教授 大畑　建治 承認


