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課　　題　　名 結果

3373
先天性インプリント異常症の診断と生殖医療の安全性評価（多施設
共同研究）

発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認

3374 小児固形腫瘍観察研究 発達小児医学 講師 時政　定雄 承認

3375 小児内分泌疾患における遺伝子変異・病態解明に向けた研究 発達小児医学 講師 濱崎　考史 修正承認

3376 末端黒子型悪性黒色腫の分子遺伝学的解析 皮膚病態学 准教授 加茂　理英 保留

3377 若年胆管細胞癌の遺伝的な発症リスクの検証
肝胆膵病態内科
学

病院講師 川村　悦史 修正承認

3378 全国原発性肝癌追跡調査
肝胆膵病態内科
学

教授 河田　則文 承認

3379
oligometastases状態の転移性肺腫瘍に対する体幹部定位放射線
治療の全国遡及的調査研究

放射線診断学・
IVR/放射線腫瘍
学

准教授 細野　雅子 承認

3380
機能性消化管疾患患者の患者検体を用いた病態メカニズムの研
究-メタボローム解析による胃不全麻痺の病態解明-

消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 承認

3381
ERCP後膵炎発症に対する膵実質径の危険因子に関する後ろ向き
観察研究

消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 承認

3382
悪性胆道狭窄症例における乳頭付近の胆管擦過細胞診とERCP後
膵炎の関連についての検討

消化器内科学 講師 斯波　将次 承認

3383
免疫抑制剤を代謝拮抗薬からエベロリムスへconversionした腎移植
症例の臨床的検討

泌尿器病態学 講師 内田　潤次 承認
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3384
リツキシマブ使用ABO血液型不適合夫婦間腎移植症例の臨床的
検討

泌尿器病態学 講師 内田　潤次 承認

3385
H.pylori感染状況に基づき細分類した機能性ディスペプシア患者
における内視鏡的評価

先端予防医療学 講師 田中　史生 承認

3386 単純性骨嚢腫の後ろ向き臨床研究 整形外科 講師 星　学 承認

3387
先天性ムコ多糖症および先天性神経代謝疾患における自閉傾向・
知的退行と脳内慢性炎症の関与についての研究（多施設参加臨
床研究）

発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認

3388
慢性腎臓病（ＣＫＤ）における尿中鉄濃度と尿細管障害についての
検討

代謝内分泌病態
内科学・腎臓病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

3389 生体肝ドナーに関する調査 肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

3390
病理病期Ⅰ期肺腺癌症例におけるmicropapillary typeの臨床病理
学的背景と予後について

呼吸器外科 病院講師 水口　真二郎 承認

3391
肺胞腔内腫瘍散布像(Spread Through Alveolar Spaces)を有する病
理病期Ⅰ期肺腺癌症例の臨床病理学的検討

呼吸器外科 病院講師 水口　真二郎 承認

3392
E170Rを用いた慢性骨髄性白血病及び急性リンパ性白血病の検査
方法に関する臨床研究

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

3393
成人急性前骨髄球性白血病を対象とした第Ⅲ相臨床試験、
APL204、の長期予後調査（観察研究）

血液腫瘍制御学 病院講師 廣瀬　朝生 承認

3394 NASH肝細胞癌の発がんメカニズム解析 分子病理学 教授 鰐渕　英機 承認

3395 DD/FDP比と凝固・線溶分子マーカーとの関連 中央臨床検査部 係員 藤井　一貴 保留

3396 IVR支援補助具「ソフラット」の有効性に関する評価 中央放射線部 主査 庄垣　雅史 承認
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3397
1年の完全分子遺伝学的効果を有する初発慢性期慢性骨髄性白
血病に対するダサチニブ治療中断試験-1stDADI-Trial/IMIDAS4
次研究-

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

1358 肝臓病に関与するマイクロRNAの解析
肝胆膵病態内科
学

講師 榎本　大 承認

1498
アンケート調査および唾液・血液・生体検体による慢性疲労の病
因・病態の解明に関する研究

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

2061 組織アレイの作成
腫瘍外科学・老年
腫瘍病態学

准教授 八代　正和 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
ン病患者を対象と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

2592
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS‐１
＋Docetaxel併用療法とTS‐１単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試
験　JACCRO　GC‐07（START‐2）

腫瘍外科 講師 豊川　貴弘 承認

2637
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予
後予測因子および副作用発現の危険因子についての探索的研究
(JACCRO GC-07AR)

腫瘍外科 講師 豊川　貴弘 承認

2696
ERCP後膵炎発症予防におけるセレコキシブ錠内服の有効性に対
する検討

消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 承認

2716 慢性疲労症候群患者に対するエルカルチンの有効性の検討
代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

2764
ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトールとアル
ファカルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究　「研
究名略称：e-GLORIA trial」

代謝内分泌病態
内科学

講師 山田　真介 承認

2869 超早期膵癌捕捉技術の開発
肝胆膵病態内科
学

講師 萩原　淳司 承認

3034 進行・再発乳癌を対象としたエリブリン/S-1併用療法の第Ⅱ相試験 腫瘍外科 講師 高島　勉 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

一部変更申請
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3276
青少年における「疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状」の
受療状況に関する全国疫学調査

公衆衛生学 教授 福島　若葉 承認

3366
糖尿病腎症患者における尿中メガリンとビタミンＤ代謝の関連につ
いて

代謝内分泌病態
内科学・腎臓病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認


