
番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

137-1 変更 加齢黄斑変性の発症および治療効果に関するゲノム研究
視覚学系

眼科学分野
湯澤　美都子 平成25年3月9日

162-0 新規 家族性大腸ポリポーシスの遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年4月1日

149-1 変更 β サラミアおよびオスラー病の遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 平成25年4月1日

160-0 新規
慢性肝疾患におけるornithine transcarbamylaseの検出と肝病態

の進展・発癌に関する検討
内科学系

消化器肝臓内科学分野
上村　慎也 平成25年4月11日

161-0 新規 消化器癌における進展・再発に関与する因子の検索
内科学系

消化器肝臓内科学分野
田村　彰教 平成25年4月11日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

20-26-2 変更 可変重力環境曝露がヒトの循環系に及ぼす影響
社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 平成25年1月30日

22-7-6 変更 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
産婦人科学系

産婦人科学分野
山本　樹生 平成25年2月15日

134-3 変更
家族歴の有無による多因子遺伝性疾患の疾患感受性遺伝子検

索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成25年2月12日

159-0 新規 難治性眼表面疾患に対するHLAならびに遺伝子多型解析
視覚学系

眼科学分野
稲田　紀子 平成25年3月1日

158-0 新規 慢性炎症性呼吸器疾患の網羅的遺伝子解析
内科学系

呼吸器科学分野
丸岡　秀一郎 平成25年2月26日

24-14-0 新規
看護師を含めたコメディカルの卒前、卒後教育を対象とする献体

を用いた解剖教育の実施
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 平成25年2月26日

24-13-0 新規
研修医を含めた医師を対象とする献体を用いた臨床解剖教育お

よび臨床解剖研究の実施
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 平成25年2月26日

24-16-0 新規 関節リウマチと変形性関節症の骨髄とその病因と関連性
内科学系

血液膠原病内科学分野
井汲　菜摘 平成25年3月1日

73-2 変更 ＥＢウイルス関連疾患に特異的な遺伝子発現の検索
内科学系

血液膠原病内科学分野
井汲　菜摘 平成25年3月1日

24-15-0 新規 蓄尿・排尿・睡眠現象の関連性を探る研究
泌尿器科学系

泌尿器科学分野
高橋　悟 平成25年2月26日

157-0 新規 先天性難聴の遺伝子診断
耳鼻咽喉・頭頸部外科学系

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
鴫原　俊太郎 平成25年2月28日

156-0 新規 先天性難聴の遺伝子解析
耳鼻咽喉・頭頸部外科学系

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
鴫原　俊太郎 平成25年2月26日

14-9 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／生体機

能医学系
浅井　總 平成25年2月27日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

97-1 変更 神経内科領域の変性疾患における遺伝子解析研究
内科学系

神経内科学分野
亀井　聡 平成24年12月17日

２４年度　第１０回（平成２５年２月２６日開催）

２４年度　第１１回（平成２５年３月２６日開催）

２４年度　第９回（平成２５年１月１９日開催）



154-0 新規

脂質異常症の日本人を対象とし、実施中のスタチン単独療法又
はスタチンとその他の脂質治療薬との併用療法にMK-0859を上

乗せ投与した際の有効性及び安全性を検討する24週間無作為化
プラセボ対照二重盲検期及び28週間非盲検延長期の多施設共

内科学系
循環器内科学分野

平山　篤志 平成25年1月16日

155-0 新規
消化管出血および内視鏡診療時における血小板凝集能に関する

研究に付随する薬物代謝酵素CYP2C19の遺伝子多型の研究
内科学系

消化器肝臓内科学分野
水野　滋章 平成25年1月21日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

23-9-3 変更 超高齢者の健康に関する５か国比較研究 大学院総合科学研究科 齋藤　安彦 平成24年11月29日

22-7-5 変更 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
産婦人科学系

産婦人科学分野
山本　樹生 平成24年12月10日

152-0 新規 家族性内分泌疾患のゲノム解析
内科学系

総合内科学分野
相馬　正義 平成24年12月20日

24-10-0 新規
慢性疼痛疾患患者に対するドラッグチャレンジテストと脳循環調

節機能の関係（対照比較）
麻酔科学系

麻酔科学分野
小川　節郎 平成24年12月18日

24-11-0 新規
温冷環境下での一過性血圧上昇に対する循環調節機能の日内

変動特性に関する実験的研究
社会医学系
衛生学分野

青木　健 平成24年12月18日

152-0 新規
日本人症候性深部静脈血栓症および急性肺塞栓症患者を対象と
するアピキサバン投与時の安全性および有効性評価を目的とし

た実薬対照、多施設共同、無作為化、非盲検試験

内科学系
循環器内科学分野

平山　篤志 平成24年12月20日

153-0 新規
日本人症候性深部静脈血栓症および急性肺塞栓症患者を対象と
するアピキサバン投与時の安全性および有効性評価を目的とし

た実薬対照、多施設共同、無作為化、非盲検試験

外科学系
心臓血管呼吸器総合外科学分野

前田　英明 平成24年12月20日

24-12-0 新規
ヒト脂肪組織抽出物（含む脂肪細胞）の軟骨細胞および骨芽細胞

増殖・分化に及ぼす影響の検討
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 平成24年12月22日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

23-9-2 変更 超高齢者の健康に関する５か国比較研究 大学院総合科学研究科 齋藤　安彦 平成24年10月2日

132-2 変更

メトトレキサート療法の効果が不十分な活動性関節リウマチ患者
を対象としてｆｏｓｔａｍａｔｉｎｉｂの有効性及び安全性を評価する，アジ
アにおける多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間

比較用量範囲探索試験（Ｄ4300Ｃ000008）

内科学系
血液膠原病内科学分野

武井正美 平成24年10月17日

120-2 変更
薬剤溶出性ステント留置後の血管内視鏡によるステント内血栓の

検出頻度についての検討
内科学系

循環器内科学分野
高山忠輝 平成24年10月20日

24-8-0 新規 ＡＢＯ血液型自然抗体の細菌増殖に及ぼす影響の実験的解析
病態病理学系
微生物学分野

早川　智 平成24年11月22日

149-0 新規 β サラセミアおよびオスラー病の遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年11月20日

150-0 新規
プロテオミクス・ゲノミクス・臨床データベースを組み合わせた疾患

マーカーの探索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年11月20日

24-9-0 新規 2002年から2011年の本邦におけるPasteurella spp.の分離状況
病態病理学系

臨床検査医学分野
荒島　康友 平成24年11月20日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

147-0 新規 腫瘍の発生，進展に関する分子病理学的研究
病態病理学系

腫瘍病理学分野
増田しのぶ 平成24年10月18日

148-0 新規 糖質ステロイド感受性・抵抗性機序に関わる遺伝子解析研究
小児科学系

小児科学分野
齋藤宏 平成24年10月20日

２４年度　第６回（平成２４年１０月１６日開催）

２４年度　第7回（平成２４年１１月２０日開催）

２４年度　第８回（平成２４年１２月１８日開催）



63-3 変更
加齢黄斑変性症とポリープ状脈絡膜血管症の疾患感受性遺伝子

の探索
視覚科学系
眼科学分野

湯澤美都子 平成24年10月16日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

134-2 変更
家族歴の有無による多因子遺伝性疾患の疾患感受性遺伝子検

索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年9月18日

142-0 新規 22番染色体欠失症候群の全ゲノムcopy number variant解析
精神医学系

精神医学分野
高橋栄 平成24年9月7日

144-0 新規
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24年9月24日

24-7-0 新規
工場従業員における睡眠・休養と労働災害発生との関連および

睡眠教育の効果について
社会医学系

公衆衛生学分野
井谷　修 平成24年9月18日

85-2 変更 遺伝性内分泌症候群の遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年9月18日

145-0 新規

「急性前骨髄球性白血病(APL)に対する亜ヒ酸，GOを用いた寛解
後治療　第Ⅱ相臨床試験　JALSG APL212」における付随研究

「APLの発症・進展および治療反応性，副作用に関係する遺伝子
異常の網羅的解析」

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山規良 平成24年9月18日

146-0 新規

「65歳以上の急性前骨髄球性白血病(APL)に対するATOによる地
固め療法　第Ⅱ相臨床試験　JALSG APL212G」における不随研
究　「APLの発症・進展および治療反応性，副作用に関係する遺

伝子異常の網羅的解析」

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山規良 平成24年9月18日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

140-0 新規
JALSG AML209GS試験付随研究　成人急性骨髄性白血病の発
症・進展および治療反応性，副作用に関係する遺伝子異常の網

羅的解析（JALSG AML209GS genome-wide study: AML209GWS）

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山規良 平成24年7月17日

141-0 新規
初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサ
チニブの分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的

ランダム化比較試（CML212）

内科学系
血液膠原病内科学分野

入山規良 平成24年7月17日

24-3-0 新規 体液及び血液中の抗インフルエンザウィルス活性に関する研究
耳鼻咽喉・頭頸部外科学系

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
池田　稔 平成24年7月19日

24-4-0 新規 登山者の健康状態の調査および高所における生理的変動
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 平成24年7月17日

24-5-0 新規 登山前から登山後までの睡眠中を含めた生理的変動について
機能形態学系

生体構造医学分野
相澤　信 平成24年7月17日

85-1 変更 遺伝性内分泌症候群の遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年7月17日

143-0 新規 Ethlers-Danlos症候群の遺伝子診断
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年7月17日

２４年度　第４回（平成２４年７月１７日開催）

２４年度　第５回（平成２４年９月１８日開催）



番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

105-1 変更 変形性膝関節症の疾患感受性遺伝子検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年5月30日

90-2 変更 脊柱管狭窄症の疾患感受性遺伝子検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年5月30日

70-2 変更 妊娠高血圧症侯群の遺伝的要因の検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年5月30日

24-6-0 新規
年少児の脳活動に及ぼす抗ヒスタミン剤投与の影響：近赤外線分

光法を用いた研究
脳神経外科学系

光量子脳工学分野
酒谷　薫 平成24年7月17日

138-0 新規 小児固型腫瘍関連遺伝子の解析
外科学系

小児・乳腺内分泌外科学分野
越永從道 平成24年6月22日

139-0 新規
上顎扁平上皮癌におけるｐ53遺伝子変異と遺伝子発現パターン

の解析
耳鼻咽喉・頭頸部外科学系

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野
工藤逸大 平成24年7月5日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

23-10-1 変更
健常者の血管内費前駆細胞の機能と各種臨床データとの相関関

係の検討
大学院総合科学研究科 福田　昇 平成24年4月20日

120-1 変更
薬剤溶出性ステント留置後の血管内視鏡によるステント内血栓の

検出頻度についての検討
内科学系

循環器内科学分野
高山忠輝 平成24年4月25日

125-1 変更
日本人の冠動脈疾患／PCI患者におけるクロピドグレル低反応性

に関する臨床研究
内科学系

循環器内科学分野
平山篤志 平成24年4月25日

23-5-1 変更 モータースポーツ特殊環境の医学的評価
社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 平成24年4月24日

134-1 変更
家族歴の有無による多因子遺伝性疾患の疾患感受性遺伝子検

索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山智祥 平成24年4月25日

24-2-0 新規
手術前脱水（模擬）に対する経口補水液（OS-1Ⓡ）投与が循環系

に及ぼす影響の実験的研究
社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 平成24年5月18日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

21-4-3 変更 食生活習慣がおよぼす血管内皮前駆細胞機能への影響 大学院総合科学研究科 福田　昇 平成24年4月5日

23-9-1 変更 超高齢者の健康に関する５か国比較研究 大学院総合科学研究科 齋藤　安彦 平成24年4月5日

24-1-0 新規
ピロロキノリンキノン（PQQ)の脳機能に対する有効性と安全性確

認試験
脳神経外科学系

光量子脳工学分野
酒谷　薫 平成24年4月17日

137-0 新規 加齢黄斑変性の発症および治療効果に関するゲノム研究
視覚学系

眼科学分野
湯澤美都子 平成24年4月17日

２４年度　第１回（平成２４年４月１７日開催）

２４年度　第２回（平成２４年５月１５日開催）

２４年度　第３回（平成２４年６月１９日開催）


