
◆新規申請

No 受付番号 研 究 名 部署名 職 結果

1 22066
頚髄損傷不全麻痺におけるスルホ化グロブリンの有用性に関する研
究

高度救命救急センター 助教 保留

2 22067
人工足趾関節における改良型手術器械の使用による術後の人工関
節周囲の骨量変化について

リウマチ膠原病セン
ター

准教授 条件付承認

3 22068 関節リウマチの手指変形の現状把握と患者意識調査
リウマチ膠原病セン
ター

助教 承認

4 22069 関節リウマチにおけるビスフォスフォネートの骨質マーカーへの影響
リウマチ膠原病セン
ター

助教 承認

5 22070 関節リウマチにおけるTocilizumabの骨質改善効果の検討
リウマチ膠原病セン
ター

助教 承認

6 22071
インフリキシマブ寛解維持治療における2次無効患者を対象とした栄
養療法追加効果の有用性

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認

7 22072
炎症性腸疾患患者の薬物療法に対する心理的問題と内服アドヒアラ
ンス向上についての検討

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認

8 22073
炎症性腸疾患患者の手術に対する術前の心理的葛藤および術後心
理状態の変遷についての検討

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認

9 22074 難治性クローン病に対するタクロリムス治療の有用性
炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認

10 22075
レビー小体型認知症に対するゾニサミドの有用性に関する検討
- 多施設共同研究 -

精神医療センター 准教授 承認

11 22076
80歳以上の超高齢者に対するエンデバーステントの前向き非無作為
化多施設共同観察研究（E-OCT Registry）

心臓血管センター 准教授 承認

12 22077
高血圧合併冠動脈疾患患者におけるL-FABPに対するL/N型Ca拮抗
薬の効果

心臓血管センター 准教授 承認

13 22078
プラバスタチンとロスバスタチンの安定狭心症に対する冠動脈プラーク
に及ぼす効果に関する臨床試験

心臓血管センター 准教授 承認

14 22079
心血管疾患患者におけるEndoPAT2000を用いた血管内皮機能評価
に基づく血管保護治療の確率

心臓血管センター 准教授 承認

15 22080
ST上昇型急性心筋梗塞患者におけるβ遮断薬の有効性を検証する
多施設共同無作為化比較試験（CAPITAL-RCT）

心臓血管センター 教授 承認

16 22081
PCI後のRoutine Follow-up Coronary Angiographyの有用性を検討す
る多施設前向き無作為化試験（ReACT）

心臓血管センター 教授 承認

17 22082
切除可能な消化管間質腫瘍（GIST）肝転移患者の治療方法に関する
第Ⅱ相試験＜イマチニブ療法＞（多施設共同試験）

消化器病センター 教授 承認

18 22083
切除可能な消化管間質腫瘍（GIST）肝転移患者の治療方法に関する
第Ⅱ相試験＜手術療法＞（多施設共同試験）

消化器病センター 教授 承認

19 22084
大腸癌術後表層性手術部位感染に対する予防的皮下ペンローズド
レーン留置に関する無作為ランダム化比較試験

消化器病センター 准教授 承認

20 22085
メタボリックシンドローム並存大腸癌患者に対する術前運動療法の第
Ⅱ相試験

消化器病センター 助教 承認

21 22086
大腸癌肝転移切除後患者を対象としたS-1/L-OHP（SOX）併用補助
化学療法のランダム化第Ⅱ相試験

消化器病センター 助教 承認

22 22087
進行肝細胞がん患者に対する分子標的薬の有用性と安全性に関する
多施設共同研究

消化器病センター 准教授 承認

23 22088 3Dスライサーを用いたラジオ波熱凝固療法（FRA）の穿刺アシスト 消化器病センター 助教 承認

24 22089
肝細胞癌患者に対するソラフェニブ投与前後の腫瘍血流の検討比較
試験

消化器病センター 助教 承認

25 22090
IOSを用いたCOPD患者の呼吸機能評価とサルメテロール・フルチカゾ
ン配合剤（SFC250）の有用性に関する多施設共同研究
（EXHALATIONstudy）

呼吸器病センター 助教 承認

26 22091
小児における沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンの単独接種および他
ワクチンとの同時接種による安全性の比較検討

小児総合医療センター 准教授 承認

27 22092
悪性リンパ腫における染色体異常と臨床像についての検討
（多施設共同後方視的検討）

血液内科 准教授 承認

28 22093
静注用ブスルファン製剤（ivBu）とシクロフォスファミド（Cy）を用いた移
植前治療による同種造血幹細胞移植の有効性と安全性の検討多施
設共同臨床試験

無菌室 准教授 承認

29 22094
同種造血幹細胞移植前の鉄負荷が移植後早期の感染症および移植
成績に及ぼす影響に関する前方視的臨床研究（F-STUDY）

無菌室 准教授 承認

30 22095
濾胞性リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法の臨床成績に関
する後方視的検討

無菌室 准教授 承認

審議案件

審議結果

新規53件。 実施計画の変更6件。
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No 受付番号 研 究 名 部署名 職 結果

31 22096
体外式消化管超音波検査による腸管悪性リンパ腫の評価に関する研
究

血液内科 助教 承認

32 22097
センチネルリンパ節転移陽性乳癌に対する術前化学療法後の腋窩治
療に関する第Ⅱ相臨床試験

乳腺・甲状腺外科 准教授 承認

33 22098
人工股間接全置換術（THA）術前後における立位と臥位での骨盤傾斜
の変化の検討

整形外科 准教授 承認

34 22099
皮膚アレルギー疾患患者におけるクラス別食物アレルギー有症率ア
ンケート調査

皮膚科 講師 承認

35 22100 腹腔鏡下根治的膀胱全摘除術 泌尿器・腎移植科 准教授 条件付承認

36 22101
サイボウズLive（インターネットを用いた無料のグループウェア（情報
共有のためのコラボレーションツール））を用いた地域医療における患
者情報共有の試み

泌尿器・腎移植科 助教 承認

37 22102
日本人の転移性腎癌症例に対するスニチニブ治療における臨床的バ
イオマーカー開発を目的とした多施設共同前向き試験

結石破砕室 准教授 承認

38 22103
角膜上皮に対するプロスタグランジン関連眼圧下降薬
ラタノプロストおよびトラボプロストの影響

眼科 常勤診療医 承認

39 22104
頭頸部癌における高度催吐性化学療法に伴う悪心・嘔吐に対する無
作為化クロスオーバー試験法を用いたGranisetronとPalonosetronの
比較検討

耳鼻咽喉科 助教 承認

40 22105
心筋特異的バイオマーカーを指標とした運動負荷試験の診断効率に
関する検討

臨床検査部 教授 承認

41 22106 大腸憩室症に対する大建中湯投与による憩室消失効果の検証 内視鏡部 助教 承認

42 22107
腹部大動脈瘤手術時の大動脈遮断前マンニトール静注による腎保護
効果の検討

集中治療部 助教 保留

43 22108
アプレピタントの抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐（CINV）に対する
有効性の評価と、その効果に影響を及ぼす患者背景因子の検討

薬剤部 薬剤師 承認

44 22109
肥満糖尿病患者におけるリラグルチド注射vs.メトホルミン・チアゾリジ
ン内服が糖代謝、動脈硬化に与える影響の比較検討試験

附属病院
内分泌・糖尿病内科

教授 承認

45 22110 生後血清浸透圧の変動と未熟児動脈管開存症発症に関する検討 医学部循環制御医学 客員研究員 承認

46 22111
高度救命救急センター入院患者の転院時における看護の役割
- 実態調査から -

看護部 救命病棟師長 承認

47 22112
初めて心臓カテーテル検査を受ける患者への取り組み
- DVDを使用した検査前訪問の効果 -

看護部 外来C師長 承認

48 22113 心臓大血管術後のADL拡大に伴うリスク調査 看護部 8-2師長 承認

49 22114 分娩形態の違いによる夫の分娩への評価と胎児感情に関する研究 看護部 9-2師長 承認

50 22115
BFH認定施設A病院における母乳育児支援の評価
- 産褥退院時および1か月健診時の母乳への調査から -

看護部 9-2師長 承認

51 22116 HCCで繰り返し治療を受けている患者の想いを知る 看護部 11-1師長 承認

52 22117
慢性腎不全患者に看護師が行う栄養指導に対する患者の受け止めに
関する調査

看護部 12-2師長 承認

53 22118
初回治療で造血幹細胞移植を受けた患者の看護の振り返り
（看護師とのコミュニケーションに困難を生じた患者の看護を振り返っ
て）

看護部 14-1師長 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 結果
前回承認日・
承認番号

54 22119
プロバイオティクス（Pbt）による関節リウマチ治療に関する試験的研究
◆研究実施期間

リウマチ膠原病セン
ター

准教授 承認 114

55 22120
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
◆実施期間

乳腺・甲状腺外科 准教授 承認 21065

56 22121

ﾚﾆﾝｰｱﾝｼﾞ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
者におけるﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝとﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞの腎機能に及ぼす影響について
の比較
◆実施期間
◆症例登録締切

腎臓内科 准教授 承認 21071

57 22122
前立腺肥大症に対するフリバスの早期効果に関する臨床研究
◆実施期間

泌尿器・腎移植科 教授 承認 0

58 22123
院外傷病者モニター情報の携帯電話インターネットを介する電送実用
化に関する研究
◆実施期間

高度救命救急センター 准教授 承認 0

59 22124
炎症性腸疾患と妊娠・出産の関係
- 相互の影響と治療に対する臨床的検討 -
◆研究期間

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認 0


