
◆新規申請
No 受付番号 研 究 名 部署名 職 結果

1 21049 急性冠症候群患者の心電図所見に関する後ろ向き観察研究 心臓血管センター 教授 承認

2 21050
たこつぼ型心筋障害と急性冠症候群の急性期心電図による鑑別法（後
ろ向き研究）

心臓血管センター 教授 承認

3 21051
血液透析患者に対するTAXAS Liberteステントの臨床成績
OUCH-TL（OUtCome in Hemodialysis of Taxus Liberte）

心臓血管センター 准教授 承認

4 21052
エゼチミブの急性冠症候群患者に対する冠動脈プラーク退縮効果に関
する研究

心臓血管センター 准教授 承認

5 21053
急性冠症候群での抗血小板薬と胃液分泌抑制薬の併用例における血小
板凝集能の検討

心臓血管センター 助教 承認

6 21054 急性冠症候群での血小板凝集測定に関する研究 心臓血管センター 助教 承認

7 21055 糖尿病患者における積極的脂質低下療法の有用性の検討 内分泌・糖尿病内科 准教授 承認

8 21056

初期治療により視力改善が認められた加齢黄斑変性（AMD）患者に対
し、ペガプタニブ・ナトリウムを6週毎に48週、維持療法として硝子体内投
与した場合の有効性と安全性の検討：使用実態下における探索的検討
（UMIN試験ID：UMIN000001830）

眼科 助教 承認

9 21057
腹部手術におけるEnoxaparin Sodiumの術後静脈血栓塞栓症（VTE）に対
する要望効果と安全性に関する研究

消化器病センター 教授 承認

10 21058
消化器癌患者におけるオピオイド早期導入による疼痛コントロール及び
患者QOL改善の検討

消化器病センター 教授 承認

11 21059
脾腫を来した慢性肝疾患症例に対する腹腔鏡補助下脾ラジオ波熱凝固
術による脾機能亢進症の改善効果に関する研究

消化器病センター 准教授 承認

12 21060
肝細胞がん患者に対する経皮的治療が栄養状態に及ぼす影響一分枝
鎖アミノ酸製剤投与の有用性に関する無作為比較試験

消化器病センター 准教授 承認

13 21061
大腸癌患者の術後健康関連QOLに関する開腹手術と腹腔鏡手術の比
較研究

消化器病センター 准教授 承認

14 21062 単一創腹腔鏡下胆嚢摘出手術の有用性の評価 消化器病センター 准教授 承認

15 21063
切除不能悪性中下部胆道狭窄に対するCovered WallFlexの有用性と安
全性を評価する多施設共同前向き臨床研究

消化器病センター 助教 承認

16 21064
超音波造影剤ソナゾイドを用いた造影超音波内視鏡診断に関する臨床
研究

消化器病センター 助教 承認

17 21065
乳がんの血漿アミノグラム解析の治療後モニタリングにおける意義の検
討

乳腺甲状腺外科 准教授 承認

18 21066 結核菌群rRNA検出試薬 TRCRapid M.TB 改良試薬の臨床的評価 臨床検査部 教授 承認

19 21067 乳癌における血清抗p53抗体濃度測定の臨床的有用性の検討 臨床検査部 教授 承認

20 21068 心筋トロポニンの病態識別値の設定 臨床検査部 教授 承認

21 21069 人工膝関節施行症例に関するon line患者情報登録 リウマチ膠原病センター 准教授 承認

22 21070
中鎖/長鎖トリグリセリド含有プロポフォール投与時の血管痛に対する
countingの効果及び術前の不安が与える影響

麻酔科 准教授 承認

23 21071
レニン-アンジオテンシン系抑制薬投与中の慢性腎臓病（CKD）合併高血
圧患者におけるベニジピンとヒドロクロロチアジドの腎機能に及ぼす影響
についての比較

腎臓内科 准教授 承認

24 21072
消化器症状（腹痛、嘔吐、血便等）を呈するアレルギー性紫斑病の病態
研究

小児総合医療センター 助教 承認

25 21073
小児ステロイド性骨粗鬆症に対するビスホスホネートの有効性・安全性
に関する研究

小児総合医療センター 助教 承認

26 21074 心臓カテーテルを目的に入院する患者の不安内容の実態調査 看護部 8-1師長 承認

27 21075 NICUの環境に対する家族の受け止め -接遇改善を目指して- 看護部 NICU師長 承認

28 21076 治療を望まなかった両親への関わり（仮） 看護部 NICU師長 承認

29 21077 同種造血幹細胞移植患者のADLの実態調査 -BI法を用いて- 看護部 14-1師長 承認

30 21078
退院（在宅）調整における退院時カンファランスの役割及び効果
-在宅療養上の問題解決に向けることが出来た事例から-

看護部 看護師長 承認
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No 受付番号 研 究 名 部署名 職 結果

31 21079 慢性腎不全の患者教育における情報収集と教育の進め方の実態調査 看護部 12-2師長 承認

32 21080 炎症性腸疾患患者の心理的ストレスの検討 看護部 11-1師長 承認

33 21081 炎症性腸疾患と感染症発症に関する臨床的検討 IBDセンター 准教授 承認

34 21082
潰瘍性大腸炎長期経過例へのサーベイランスシステムの確立
狙撃生検とStep biopsyの有用性に関する比較検討

IBDセンター 准教授 承認

35 21083 クローン病上部消化管病変における免疫学的病態の解析 IBDセンター 准教授 承認

◆実施計画の変更

№ 受付番号 研究名及び変更内容 担当科等 職
前回承認日・
承認番号

結果

36 21084
炎症性腸疾患患者親子の食事・栄養療法に対する心的葛藤の研究
- 栄養・食事療法に関する母子の語りから -

IBDセンター 准教授 0

37 21085 市中腸炎および炎症性腸疾患における腸管感染症の現状調査 IBDセンター 准教授 0

◆新規申請

39 21087
StageⅣ大腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義
-多施設共同後ろ向き研究（retrospective study）Follow-up study-

消化器病センター #REF! 0 承認


