
課題
番号

課　　題　　名 結果

3550 献体標本用いた三尖弁の形態解析 心臓血管外科 教授 柴田　利彦 承認

3551
脊髄神経膠腫のゲノム・遺伝子解析とその臨床病理学的意義の解
明

脳神経外科 准教授 高見　俊宏 承認

3552
初発膠芽腫におけるギリアデル留置及び再発膠芽腫に対するギリ
アデル再留置の有効性と安全性を探索する臨床第Ⅱ相試験

脳神経外科学 准教授 山中　一浩 承認

3553 大動脈疾患における術前分節動脈コイル塞栓術の安全性の検討 心臓血管外科 教授 柴田　利彦 承認

3554
患者画像情報を用いた3Dモデル、仮想空間モデル、拡張空間モ
デルの開発

心臓血管外科 教授 柴田　利彦 承認

3555 病理解剖標本を用いた三尖弁の形態解析 心臓血管外科 教授 柴田　利彦 修正承認

3556 三尖弁複合体の手術中の観察・計測 心臓血管外科 教授 柴田　利彦 承認

3557
冠動脈バイパス術における内視鏡的大伏在静脈グラフト採取手技
の技能評価とシミュレーショントレーニングに関する多施設共同研
究

心臓血管外科学 教授 柴田　利彦 修正承認

3558 βラクタム系薬耐性腸内細菌科細菌に関する多施設共同研究 臨床感染制御学 教授 掛屋　弘 修正承認

3559 膀胱癌における新規バイオマーカーの検索、同定 分子病理学 教授 鰐渕　英機 承認

3560 o-トルイジン等芳香族アミンによる膀胱癌の病理学的検討 分子病理学 教授 鰐渕　英機 承認
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3561
分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のため
のコホート研究

腫瘍外科 准教授 小野田　尚佳 承認

3562 MedCity21人間ドックで診断された肺疾患の臨床的特徴の検討 先端予防医療学 講師 木村　達郎 承認

3563 MedCity21人間ドックで診断された肝疾患の臨床的特徴の検討 先端予防医療学 准教授 森川　浩安 承認

3564
MedCity21人間ドックで診断された好酸球性食道炎、食道好酸球
浸潤の臨床的特徴の検討

先端予防医療学 講師 田中　史生 承認

3565
PDXモデルを利用した膀胱がん患者における化学療法抵抗性メカ
ニズムの検討

泌尿器病態学 病院講師 加藤　実 承認

3566 乳腺疾患患者における外陰腟萎縮症状についての調査 泌尿器病態学 病院講師 山﨑　健史 承認

3567
前立腺癌に対する小線源治療の治療成績の検討：線量体積分布
（DVH）を用いた解析

放射線診断学・
IVR学/放射線腫
瘍学

准教授 細野　雅子 修正承認

3568 Acinetobacter属臨床分離株に関する疫学研究 細菌学 教授 金子　幸弘 承認

3569
潰瘍性大腸炎治療におけるカルシニューリン阻害剤および抗TNF-
α抗体製剤の治療効果の検討

消化器内科 講師 山上　博一 修正承認

3570
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診のClass3症例に
関する後ろ向き観察研究

消化器内科 病院講師 杉森　聖司 承認

3571 高齢者見守りシステムの開発 消化器内科 准教授 斯波　將次 修正承認

3572
1型糖尿病児童の小・中学校におけるペン型インスリン注射/インス
リンポンプの使用状況に関するアンケート調査

小児科 講師 川村　智行 承認

3573 再生医療等製品細胞原薬の臨床展開を射程に入れた研究開発 形成外科学 教授 元村　尚嗣 保留
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3574
SaｒcopeniaがｐStage1期非小細胞肺癌症例の術後予後に及ぼす影
響の検討

呼吸器外科 病院教授 西山　典利 承認

3575 HBV再活性化に関する疫学調査
肝胆膵病態内科
学

病院教授 田守　昭博 承認

3576
非小細胞肺がん術後補助化学療法におけるCisplatin+Vinorelbine
療法のRelative Dose Intensity低下に及ぼす影響因子の解析

薬剤部 薬剤師 豕瀬　諒 承認

3577
腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～後ろ向き多施設共同
研究～

肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

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

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 准教授 岩﨑　進一 承認

1994
高齢者造血器腫瘍あるいは、骨髄破壊的移植非適応造血器腫瘍
に対するフルダラビン・全身放射線照射を前処置とした同種移植療
法（臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験）

血液腫瘍制御学 講師 中根　孝彦 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 准教授 岩﨑　進一 承認

2781 小児アレルギー疾患におけるペリオスチンの関与についての検討 発達小児医学 教授 新宅　治夫 承認

2796
同種造血幹細胞移植後の肝合併症の診断ならびに予後予測にお
ける非侵襲的門脈圧測定検査の意義に関する前方視的検討
(OCU14-1)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2847
小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対す
る多施設共同第Ⅱ相臨床試験実施計画書（JPLSG ALL-
T11/JALSG T-ALL-211-U）

血液腫瘍制御学 病院講師 廣瀬　朝生 承認

2849
脳神経外科手術を安全に行うための手術手技実習と微小脳神経
外科解剖の検討

脳神経外科 教授 大畑　健治 承認

2880
成人precursor T細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化
学療法による第Ⅱ相臨床試験(JALSG T-ALL213-O)

血液腫瘍制御学 病院講師 廣瀬　朝生 承認

一部変更申請
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2911
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象と
したダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床
第Ⅱ相試験(JALSG Ph+ALL213)

血液腫瘍制御学 病院講師 廣瀬　朝生 承認

2917
C型肝炎に対する抗ウィルス治療後の予後に関連する生活習慣の
調査

公衆衛生学 准教授 大藤　さとこ 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

3084
中枢神経系腫瘍(脳腫瘍、脊髄腫瘍)の発生、浸潤における遺伝子

異常の解析
脳神経外科 講師 宇田　武弘 承認

3121
低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜下層
剥離術における消化管出血リスクについての多施設共同無作為比
較試験（LDA_ESD Study）

消化器内科学 講師 永見　康明 承認


