
番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

210-2 変更
中等症～重症の局面型乾癬患者を対象に維持療法としてのＢＩ
655066/ABBV-066(risankizumab)ウステキヌマブ及びプラセボを
比較するランダム化二重盲検試験

皮膚科学系
皮膚科学分野

藤田　英樹 平成29年4月5日

28-3-1 変更 看護職の健康実態調査
社会医学系

公衆衛生学分野
大井田　隆 平成29年4月5日

225-0 新規 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業
内科学系

血液膠原病内科学分野
八田　善弘 平成29年4月5日

226-0 新規 遺伝性腎疾患のゲノム解析
内科学系

腎臓高血圧内分泌内科学分野
福田　昇 平成29年4月5日

227-0 新規
日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JALSG)における小児血
液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究

小児科学系
小児科学分野

陳　基明 平成29年4月5日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

207-1 変更
循環調節因子遺伝子内バリアントによるハプロタイプを用いた関
連解析

病態病理学系
臨床検査医学分野

中山　智祥 平成29年2月21日

196-1 変更 肝細胞腺腫の臨床病理学的・遺伝子学的研究
機能形態学系

機能形態学系形態機能病理学分
野

杉谷　雅彦 平成29年2月21日

217-2 変更 炎症性腸疾患関連遺伝子解析に関する研究 臨床試験研究センター 浅井　聰 平成29年2月21日

218-2 変更
炎症性腸疾患における抗TNFαモノクローナル抗体製剤治療効
果関連遺伝子の解析

臨床試験研究センター 浅井　聰 平成29年2月21日

224-0 新規 ランゲルハンス組織球症における遺伝子変異の解析
小児科学系

小児科学分野
谷ヶ崎　博 平成29年3月1日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

28-5-1 変更 羊水,腟分泌物のLAMP法を用いた迅速なウレアプラズマの検出
病態病理学系
微生物学分野

早川　智 平成29年1月24日

217-1 変更 炎症性腸疾患関連遺伝子解析に関する研究 臨床試験研究センター 浅井　聰 平成29年1月24日

218-1 変更
炎症性腸疾患における抗TNFαモノクローナル抗体製剤治療効
果関連遺伝子の解析

臨床試験研究センター 浅井　聰 平成29年1月24日

210-1 変更
中等症～重症の局面型乾癬患者を対象に維持療法としてのＢＩ
655066/ABBV-066(risankizumab)ウステキヌマブ及びプラセボを
比較するランダム化二重盲検試験

皮膚科学系
皮膚科学分野

藤田　英樹 平成29年1月24日

28-9-0 新規 LAMP法によるβ－lactamase遺伝子検出
病態病理学系
微生物学分野

早川　智 平成29年2月2日

平成２８年度　第１１回（平成２９年３月２１日開催）

平成２８年度　第１０回（平成２９年２月２１日開催）

平成２８年度　第９回（平成２９年１月２４日開催）



番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

28-7-0 新規 インクレチン関連薬投与症例に関する観察的疫学研究 臨床試験研究センター 高橋　泰夫 平成28年11月24日

26-8-1 変更 高血圧症治療薬の臨床検査データへの影響の検討 臨床試験研究センター 高橋　泰夫 平成28年12月6日

28-8-0 新規
献体を用いた臨床解剖研究の実施ー筋膜の構造および走行の肉
眼解剖学的および組織学的検討ー

機能形態学系
生体構造医学分野

相澤　信 平成28年12月20日

223-0 新規
左室駆出率が低下した心不全(HFrEF)患者を対象に，経口sGC刺激薬vericiguat
の有効性及び安全性を検討する無作為化，並行群間，プラセボ対照，二重盲検，
イベント主導型，多施設共同，ピボタル，第Ⅲ相，臨床アウトカム試験

内科学系
循環器内科学分野

平山　篤志 平成28年12月20日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

27-4-1 変更
ゲノムワイド関連解析(GWAS)データを用いた治療抵抗性高血圧
に関するマーカSNPの探索研究

生体機能医学系
薬理学分野

浅井　聰 平成28年10月26日

14-15 変更 個人個人にあった予防・治療を可能とする医療の研究 臨床試験研究センター 浅井　聰 平成28年10月31日

222-0 新規
慢性期慢性骨髄性白血病患者における無治療寛解を目指したダ
サチニブ治療第Ⅱ相試験（D-FREE）

内科学系
血液膠原病内科学分野

八田　善弘 平成28年11月15日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

221-0 新規
結核治癒後もしくは潜在性結核患者における結核防御免役に関
わるT細胞の機能解析

病態病理学系
微生物学分野

相澤　志保子 平成28年10月20日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

144-1 変更
ウイルス・細菌遺伝子のヒト遺伝子への組み込みの解明と組み込
みによる発がん機序の解明

内科学系
消化器肝臓内科学分野

森山　光彦 平成28年8月23日

217-0 新規 炎症性腸疾患関連遺伝子解析に関する研究 臨床試験研究センター 浅井　聰 平成28年9月20日

218-0 新規
炎症性腸疾患における抗TNFαモノクローナル抗体製剤治療効
果関連遺伝子の解析

臨床試験研究センター 浅井　聰 平成28年9月20日

219-0 新規
病理標本・血清中腫瘍由来遊離DNAを用いた消化器癌診断・治
療薬選択マーカーの探索

外科学系
消化器外科学分野

高山　忠利 平成28年9月21日

220-0 新規
C型慢性肝炎・肝硬変における宿主側因子が肝病態および抗ウイ
ルス剤の治療効果に与える影響の解析

内科学系
消化器肝臓内科学分野

森山　光彦 平成28年10月3日

平成２８年度　第５回（平成２８年９月２０日開催）

平成２８年度　第８回（平成２８年１２月２０日開催）

平成２８年度　第7回（平成２８年１１月１５日開催）

平成２８年度　第６回（平成２８年１０月１８日開催）



番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

27-7-1 変更
重力変動や閉鎖環境による循環調節機構の変化（新学術領域：
宇宙からひも解く新たな生命制御機構の統合的理解）

社会医学系
衛生学分野

岩崎　賢一 平成28年7月14日

28-4-0 新規
薬理学実習④臨床データベースを用いた薬効・安全性シミュレー
ションを行う実習（利尿薬の臨床検査データへの影響の検討）

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 平成28年7月19日

216-0 新規
悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの創
出に向けた多施設共同研究による小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝
子解析

脳神経外科学系
神経外科学分野

吉野　篤緒 平成28年8月3日

215-0 新規 新生児慢性肺疾患感受性遺伝子解析に関する研究
小児科学系

小児科学分野
吉川　香代 平成28年8月3日

28-5-0 新規 羊水,腟分泌物のLAMP法を用いた迅速なウレアプラズマの検出
病態病理学系
微生物学分野

早川　智 平成28年8月3日

28-6-0 新規
学生実習における安定同位体13C呼気試験結果から得られた健
常者に於けるヘリコバクター・ピロリ菌陽性率とアミノ酸代謝率測
定

医学研究企画・推進室 石井　敬基 平成28年8月19日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

28-3-0 新規 看護職の健康実態調査
社会医学系

社会医学系公衆衛生学分野
大井田　隆 平成28年6月1日

27-9-1 変更
睡眠導入剤がヒトの循環系に及ぼす影響（新学術領域：重力変動
や閉鎖環境による循環調節機構の変化）

社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 平成28年6月20日

214-0 新規 消化器腫瘍感受性遺伝子，関連遺伝子の解析
内科学系

総合内科・総合診療医学分野
藤原　恭子 平成28年6月21日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

28-2-0 新規
高齢者サルコペニアにおけるオメガ3系多価不飽和脂肪酸代謝の
検討

医学研究企画推進室 間﨑　武郎 平成28年5月18日

213-0 新規
ジェノタイプ（遺伝子型）2の慢性C型肝炎（HCV)患者を対象とした
12週間のレジパスビル/ソホスブビル固定用量配合錠の有効性及
び安全性を検討する第Ⅲb　相多施設共同無作為化非盲検試験

内科学系
消化器肝臓内科学分野

森山　光彦 平成28年6月8日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

211-0 新規
NOD/Shi-scid/IL-2rgnull(NOG)miceならびにNOG-HLA-DR
0405Tg,I-Ab KOmiceに対するヒト臍帯血由来CD34陽性造血幹細
胞によるヒト免疫化

内科学系
血液膠原病内科学分野

武井　正美 平成28年4月1日

28-1-0 新規 ヒト免疫不全症候群（ＡＩＤＳ）の治療法の開発を目的とする研究
内科学系

血液膠原病内科学分野
武井　正美 平成28年5月6日

212-0 新規 網膜血管腫状増殖の疾患感受性遺伝子の探索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成28年5月11日

平成２８年度　第４回（平成２８年７月１９日開催）

平成２８年度　第３回（平成２８年６月２１日開催）

平成２８年度　第２回（平成２８年５月１７日開催）

平成２８年度　第１回（平成２８年４月１９日開催）
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