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3501
身体トレーニングの排便状況ならびに腸内環境への影響と運動継
続意欲の変化に関する研究

運動環境生理学 准教授 横山　久代 承認

3502
疲労時の無意識下の作業能率の調整メカニズムに関する脳磁図研
究

システム神経科学 講師 田中　雅彰 承認

3503 疲労感がパフォーマンスに与える影響に関する脳磁図研究 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

3504
B型肝炎ウイルス(HBV)再活性化リスク因子に関する、ヒト遺伝子解
析プロジェクト

肝胆膵病態内科
学

病院教授 田守　昭博 修正承認

3505 遺伝子変異・融合遺伝子の検出による皮膚腫瘍の遺伝子診断 皮膚病態学 准教授 加茂　理英 修正承認

3506
内分泌代謝疾患、リマウチ・膠原病疾患における睡眠機能、自律神
経機能、24時間血圧、骨代謝、身体機能、動脈硬化との関連性の
検討

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

3507
同種造血幹細胞移植後患者のIｇG値およびサブクラスの推移と感
染症リスクの関連性の解析（OCU16-C）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

3508 DD/FDP比と凝固・線溶分子マーカーとの関連 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

3509 数理モデルを用いた慢性骨髄性白血病の病態解析（OCU16-B） 血液腫瘍制御学 講師 康　秀男 承認

3510 DAA治療中に発生するHBV再活性化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

3511
日本の臨床現場における生物学的製剤未投与の関節リマウチ患
者を対象としたアバタセプトの多施設共同による長期観察研究

代謝内分泌病態
内科学

講師 山田　真介 承認
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3512
関節リウマチ治療における生物学的製剤ならびにトファシチニブの
治療効果判定に対する超音波検査の有用性についての検討

整形外科学 病院講師 岡野　匡志 承認

3513
移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植の全国
調査

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

3514 急性肝炎・急性肝不全の重症度及び予後予測マーカーの探索
肝胆膵病態内科
学

病院講師 寺西　優雅 承認

3515
入院再発治療を繰り返す肝臓がん患者が治療と仕事を継続してい
くうえでの困難と対処

肝胆膵病態内科
学

講師 打田　佐和子 承認

3516 がん薬物療法を受けている2型糖尿病患者の困難と取り組み 呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

3517
ブルガダ症候群に対するピルジカイニド負荷後のホルター心電図
におけるリスク層別化の検討

循環器内科 教授 葭山　稔 承認

3518
大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル的大動脈弁留置術が検討
された患者の診療・予後調査のための前向きレジストリ研究

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

3519
大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル的大動脈弁留置術が検討
された患者の診療・予後調査のための前向き観察研究

循環器内科 教授 葭山　稔 申請取り下げ

3520
ヒト消化管における好酸球浸潤の検討と好酸球性消化管疾患の病
態の解明

消化器内科学 教授 藤原　靖弘 承認

3521
難治性潰瘍性大腸炎における対TNFα抗体療法と免疫調節薬の
治療効果維持率と効果維持関連因子の検討

消化器内科 講師 細見　周平 承認

3522
炎症性腸疾患における臨床的・内視鏡的活動性と炎症・敗血症
マーカーの相関についての検討

消化器内科 講師 細見　周平 承認

3523 当院における高齢潰瘍性大腸炎患者の研究 消化器内科 講師 山上　博一 承認

3524
進行卵巣漿液性癌におけるUCP（Uncoupling protein)の発現と再
発および化学療法抵抗性との関連に関する検討

女性病態医学 教授 角　俊幸 承認
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3525
進行卵巣漿液性癌におけるTBX2（T-box3)の発現と再発および化
学療法抵抗性との関連に関する検討

女性病態医学 教授 角　俊幸 承認

3526
XPA(xeroderma pigmentosum complementation group-A)の発現と
局所進行子宮頸癌に対する主治療前化学療法治療効果予測に関
する検討

女性病態医学 教授 角　俊幸 承認

3527 自閉スペクトラム症児の併存症状に関する研究 神経精神医学 講師 宮脇　大 承認

3528 ムコ多糖症例患者の検討 耳鼻咽喉病態学
後期研究

医
岡本　幸美 承認

3529 唾液腺癌におけるバイオマーカー検索に関する研究 歯科・口腔外科 准教授 中原　寛和 承認

3530 人工肩関節置換術後のポリエチレン摩耗粉分析 整形外科 病院講師 間中　智哉 承認

3531
病棟薬剤業務によるバンコマイシン塩酸塩（VCM)投与患者への介
入状況と有効性に関する検討

薬剤部 係員 川口　博資 承認

3532
脊椎脊髄手術における術中透視の放射線被爆定量評価に関する
観察研究

脳神経外科 病院講師 内藤　堅太郎 承認

3533 肝転移メカニズムの解明 機能細胞形態学 助教 斎藤　千恵子 承認

3534
ボノプラザンを用いたH.pylori一次除菌失敗に関する危険因子の
検討

先端予防医療学 講師 田中　史生 承認

3543 米国日系人における生活習慣病の前向きコホート研究 産業医学 教授 林　朝茂 承認

1243 HBV再活性化に対する調査・予防に関する研究
肝胆膵病態内科
学

病院教授 田守　昭博 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

一部変更申請
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2274

イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝子学的完全寛解
（Complete Molecular Response;CMR)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投与中止後の安全性と
有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 Stop nilotinib trial
（NILSt trial）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2375
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療-
臨床第Ⅱ相試験-（JALSG　APL212)

血液腫瘍制御学 病院講師 廣瀬　朝生 承認

2376
６５歳以上の急性前骨髄球性白血病に対するATOによる地固め療
法-臨床第Ⅱ相試験-（JALSG APL212G)

血液腫瘍制御学 病院講師 廣瀬　朝生 承認

2422

チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝学的完全寛解
(Complete Molecular Response;CMR)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ダサチニブ投与中止後の安全性と
有効性を検討する臨床試験（研究名略称：Stop Dasatinib
Study(STDAST))

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 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

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 承認

2965 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 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

3033
転移性乳がん患者におけるアブラキサン(３週毎投与法)の至適用
量を検討するランダム化第Ⅱ相臨床試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

3243
アブラキサンによる末梢神経障害（CIPN)とSNPsの関係に関するトラ
ンスレーショナルリサーチ

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

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

3325
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断シス
テムの構築（多施設共同研究）

発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認

3326
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断シス
テムの構築（多施設共同研究）

発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認
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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

3436

インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性にある関節リマ
ウチ患者を対象としたインフリキシマブ休薬療法における、関節超
音波を用いた再発予測精度ならびにインフリキシマブ再投与の有
効性・安全性を検証する、多施設共同前向き試験
OPTIWIT（Optimization　of Infliximab Withdrawal Strategy for
Rheumatoid Arthritis) Study

整形外科学 病院講師 岡野　匡志

3464
アルツハイマー病における、新規MRI技術を用いたアミロイド描出
および脳温度測定

放射線診断学・
IVR学/放射線腫
瘍学

教授 三木　幸雄 承認


