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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 承認

3404
単一胚盤胞移植より発生した二絨毛膜二羊膜双胎の遺伝子解析
による卵性診断

女性生涯医学 講師 三杦　卓也 承認

3405
大阪市南部の司法解剖例における最近10年間の覚せい剤関連死
亡例の解析

法医学 教授 石川　隆紀 承認

3406 急性心臓死における時計遺伝子の発現とカテコラミンとの関連性 法医学 教授 石川　隆紀 承認

3407
死後のCT画像を用いた第二指長および第四指長の計測による性
別判定の可能性とテストステロンの影響について

法医学 教授 石川　隆紀 承認

3408
頸椎前方椎体間固定術における骨癒合判定に関する前向き観察
研究

脳神経外科 准教授 高見　俊宏 修正承認

3409
救急統合データベース(日本救急医学会)への患者登録と、登録
データを用いた臨床研究

救急医学 教授 溝端　康光 修正承認

3410
子宮頸がんに対する根治目的の放射線治療または同時化学放射
線療法後の頸部腫瘍残存例における救済的子宮摘出術の実施状
況に関する調査研究

女性病態医学 教授 角　俊幸 承認

3411
日本産科婦人科学会腫瘍委員会「子宮頸部円錐切除術の実態調
査」

女性病態医学 教授 角　俊幸 承認

3412 肝切除がフレイルに及ぼす影響に関する多施設共同研究 肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

3413 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究 心臓血管外科 准教授 西山　典利 承認
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3414 免疫性神経疾患における自己抗体の系統的測定と機能解析 発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認

3415
ファンタン術後患者における超音波エラストグラフィの有用性に関
する研究

発達小児医学 講師 徳原　大介 承認

3416 小児におけるパテンシーカプセルの実効性・有用性の評価 発達小児医学 講師 徳原　大介 承認

3417
潜在患者集団におけるライソゾーム酸性リパーゼ欠損症のスクリー
ニングの実施

発達小児医学 講師 徳原　大介 承認

3418 Turner女性における移行期医療に関する研究 発達小児医学 講師 濱崎　考史 承認

3419
術前化学放射線療法により病期改善が得られ手術が施行された切
除不能胸部食道癌の治療成績の検討

放射線診断学・
IVR学/放射線腫
瘍学

准教授 細野　雅子 承認

3420
腹腔鏡下腎摘出術中体位が下大静脈径および1回心拍出量変化
に与える影響の検討

麻酔科 病院講師 山崎　広之 承認

3421 Bacteroides属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

3422 悪性黒色腫における発現分子と予後との相互作用の検討 形成外科学 教授 元村　尚嗣 承認

3423
関節リマウチにおける患者教育での患者報告アウトカム改善への取
り組み

整形外科学 病院講師 岡野　匡志 承認

3424 胎盤・臍帯の位置異常を伴う帝王切開手術における手技の評価 女性生涯医学 教授 古山　将康 承認

3425 ガラクトース血症の診断法の研究 小児科 教授 新宅　治夫 承認

3426
ムコ多糖症の新生児スクリーニングおよび診断法開発に関する研
究

小児科 教授 新宅　治夫 修正承認
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1819
初代培養による気道上皮細胞を用いた閉塞性肺疾患の気道炎症
評価

呼吸器内科学 講師 浅井　一久 承認

2186
B型慢性活動性肝炎に対するEntecavir / PEG-IFNα2a sequential
therapyの有用性の検討

肝胆膵病態内科
学

准教授 榎本　大 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

2226 膝・股関節及び足部における解剖学的検討 整形外科 講師 橋本　祐介 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 病院講師 岡野　匡志 承認

2547 セント・ジュード・メディカル社製心内植込みリードの評価 循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2709 センチネルリンパ節転移陽性乳癌における腋窩治療の観察研究 腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2832 気道上皮細胞における網羅的遺伝子発現の解析 呼吸器内科 教授 平田　一人 承認

2866
精神神経疾患の原因解明および診断法・治療法の開発に関する
研究

神経精神医学 講師 出口　裕彦 承認

2898
特発性間質性肺炎(Idiopathic Pulmonary Fibrosis.IPF)および非特
異性間質性肺炎(Non-specific Interstitial Pneumonia.NSIP)におけ
る末梢血鑑別マーカーの探索

呼吸器内科 教授 平田　一人 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 田村　達郎 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 承認

3099
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食道運動機能異常疾患の病態解明-

消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 承認

一部変更申請
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3126 アナフィラキシー治療症例の多施設集積調査 呼吸器内科 教授 平田　一人 承認

3136 消化器癌患者における術前の虚弱（フレイル）と治療成績との関連 腫瘍外科 講師 天野　良亮 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

3207
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

3211
自己免疫症状を呈する血液疾患におけるB細胞性免疫異常の包
括的分析（OCU15-2）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

3244
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する
検討～前向き多施設共同研究～

肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

3294
常染色体優性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 承認

3295
常染色体優性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 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

3327
日本における医師-乾癬患者間の治療目標に対するギャップに関
する調査

皮膚病態学講座 教授 鶴田　大輔 承認


