
No. 委員会番号 研究責任者 研究課題 承認日

1 08-022 池田　弘人 人工呼吸器関連肺炎の治療に関する介入研究 平成20年9月8日

2 08-024 木下　誠 アポB48含有リポ蛋白の組成変化に関する介入研究 平成20年9月8日

3 08-026 蛭間　栄介 地域住民を対象にした健康 平成20年9月8日

4 08-028 堀江　重郎 男性更年期諸症状改善作用に関する介入研究 平成20年9月8日

5 08-034 江口　研二 限局型小細胞肺がんの治療に関する介入研究 平成20年9月8日

6 08-035 小林　茂俊 受動喫煙に関する観察研究 平成20年9月8日

7 08-036 小林　茂俊 アレルギー性疾患罹患児に関する観察研究 平成20年9月8日

8 08-037 坂本　哲也 高度救命処置の効果と費用に関する介入研究 平成20年9月8日

9 08-005 堀江　重郎 テストステロン製剤に関する介入研究 平成20年9月11日

10 08-040 福島　亮治 末梢静脈栄養療法に関する介入研究 平成20年9月16日

11 07-113 内田　俊也 巣状糸球体硬化症の治療に関する介入研究 平成20年9月22日

12 08-030 池田　正 原発性乳癌の治療に関する介入件家旧 平成20年9月22日

13 08-039 江口　研二 胃がんの治療に関する介入研究 平成20年9月22日

14 08-041 小林　誠 大腿骨転子部骨折の治療における介入研究 平成20年9月22日

15 08-044 秋山　暢 急性骨髄性白血病及び骨髄異型性症候群に関する観察研究 平成20年9月30日

16 08-045 秋山　暢 慢性期慢性骨髄性白血病の治療法に関する介入研究 平成20年9月30日

17 08-042 前田　朝美 NPC1L1遺伝子多型と冠動脈疾患との関連性に関する研究 平成20年10月2日

18 08-046 南光　進一郎 統合失調症患者の就労と社会生活に関する評価尺度の信頼性と妥当性の検証 平成20年10月2日

19 08-050 江口　研二
骨転移を有する再発非小細胞肺癌に対するドセタキセル＋ゾレドロン酸併用療法とドセタキセル療法
の無作為化比較第Ⅱ相試験

平成20年10月2日

20 08-052 前場　良太 血清plasmalogenの臨床的意義の検討 平成20年10月9日

21 08-058 児玉　浩子 米国弁護士事務所による検体測定依頼
平成20年10月9日

(審査に該当せず)

22 07-061-3 寺本　民生 2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化比較試験 平成20年10月15日

23 08-048 大田　健 びまん性肺疾患における気管支肺胞洗浄液中液性因子の網羅的検討 平成20年10月15日

24 08-047 一色　高明
シロリムス溶出性ステント血栓症レジストリー（REgistry of Stent Thrombosis for review And Re-
evaluaTion(RESTART)）

平成20年10月27日
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25 08-056 内田　俊也 慢性腎臓病(CKD)に合併する高尿酸血症に対する尿酸排泄促進治療の臨床的有用性に関する検討 平成20年10月27日

26 08-037-2 坂本　哲也
心肺停止患者に対する心肺蘇生補助装置等を用いた高度救命処置の効果と費用に関する多施設共
同研究

平成20年10月28日

27 08-037-3 坂本　哲也
心肺停止患者に対する心肺蘇生補助装置等を用いた高度救命処置の効果と費用に関する多施設共

同研究
平成20年10月28日

28 08-043 大田　健 吸入ステロイド治療反応性予測因子の確立に関する前向き多施設共同臨床研究 平成20年10月28日

29 08-049 小松　明 臨床で働く看護師が実施しているプラシーボ与薬の実状と心理的葛藤の調査 平成20年10月31日

30 08-057 渡邉　聡明
クローン病に対する各種治療法の長期的安全性及び、患者QOLと医療コストにおよぼす影響につい

ての調査研究
平成20年10月31日

31 08-060 渡部　欣忍 大腿骨近位部骨折後の新たな骨折発生と骨粗鬆症の治療実態に関する研究 平成20年10月31日

32 08-061 清水　輝夫 神経学的診察法DVD作成のための神経学的異常症候の撮影 平成20年10月31日

33 08-051 水野　樹
麻酔管理中のラディカル7（Radical 7:Mashimo社）を用いた灌流指標（Perfusion Index:PI）と脈波変動
指標(Pleth Variability Index:PVI)の測定による末梢循環状態及び前負荷の評価

平成20年11月1日

34 08-059 渡部　欣忍 自家骨髄間葉系幹細胞移植による骨組織再生医療に関する研究 平成20年11月1日

35 08-025 高田　忠敬
他治療抗癌剤不応・進行膵癌に対するGemcitabine/Nedaplatin併用療法の安全性と有効性に関する

探索的試験
平成20年11月4日

36 08-064 小林　誠 上腕骨骨幹部骨折を最小侵襲プレート固定法で治療した場合の肩・肘可動域回復時期 平成20年11月11日

37 08-065 渡部　欣忍 大腿骨骨折に対する髄内釘固定後の偽関節発生因子に関する研究 平成20年11月11日

38
08-055
08-055-2

中木　敏夫
臨床研究に関する倫理指針改定に伴う本委員会の対応についての提案
臨床研究に関する倫理指針改定に伴う本委員会の対応についての提案（改版）

平成20年11月12日

39 08-066 秋山　暢 Febrile Neutropenia のガイドラインについての実証的研究Ⅳ 平成20年11月18日

40 08-053 久山　泰
抗潰瘍薬による低用量アスピリン服用者における胃粘膜傷害抑制効果の研究（ラベプラゾールとスク

ラルファートの比較試験）
平成20年11月26日

41 08-054 久山　泰
抗潰瘍薬による低用量アスピリン服用者における胃粘膜傷害改善効果の研究（ラベプラゾールとスク
ラルファートの比較試験）

平成20年11月26日

42 07-096-2 児玉　浩子 Wilson病母親が母乳授乳を可能にする方策の検討 平成20年11月29日

43 08-067 菊地　弘敏 ベーチェット病の診療ガイドライン作成に向けた臨床調査研究 平成20年11月29日

44 08-068 駒形　嘉紀
シェーグレン症候群の患者を対象としたピロカルピン・アルギン酸ナトリウム含有液剤の有効性および

安全性の検討
平成20年11月29日

45 08-069 矢野　榮二 労働者の主観的健康度と職場満足度および雇用形態との関連についての研究 平成20年11月29日

46 08-071 上妻　謙
日本における薬剤溶出型ステントの無作為化臨床試験J-DESsERT(Japan-Drug Eluting Stents
Evaluation;a Randomized Trial)

平成20年11月29日

47 08-072 西堀　陽平
帝京大学医学部附属病院のオーダリングシステムを用いた，ビスフォスフォネート製剤処方に関する

調査，分析．
平成20年11月29日

48 08-029-2 内海　健 うつ病患者の回復期における客観的評価と主観的評価の比較 平成20年12月2日
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49 08-021-2 江口　研二
ヒト上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異を有する非小細胞肺がんに対するゲフィチニブと、シス

プラチン＋ドセタキセルの比較第Ⅲ相試験
平成20年12月8日

50 08-084 浜市　修嘉 気分障害とアルツハイマー型認知症の鑑別に対するVSRADの有用性の検討 平成20年12月8日

51 08-086 一色　高明 本邦における心血管インターベンションの実態調査(J-PCI) 平成20年12月11日

52 08-074 江口　研二
骨転移を有する進行非小細胞肺癌に対するゾレドロン酸の骨代謝マーカーで層別化したランダム化
比較試験

平成20年12月16日

53 08-075 江口　研二 進行胸腺癌に対するCarboplatin+Paclitaxel併用療法の臨床第Ⅱ相試験 平成20年12月16日

54 08-002 渡邉　聡明 直腸癌手術に対する術野感染予防薬の初期投与期間に関する比較試験 平成20年12月18日

55 08-073 鈴木　滋 心臓再同期療法における患者皮膚被ばく量の検討 平成20年12月18日

56 08-079 江口　研二
高齢者を対象とした切除不能局所進行非小細胞肺癌に対するビノレルビン＋胸部放射線同時併用

化学療法の臨床第Ⅰ相試験
平成20年12月22日

57 08-062 林　啓一 QPCAD(Quality of life in Primary Caregivers of Children with Atopic Dermatitis)の短縮版の作成 平成21年1月5日

58 07-032-2 柳川　幸重
AML-05プロトコール治療における骨髄再構築過程の多次元フローサイトメトリーを用いた解析-｢小

児急性骨髄性白血病(AML)に対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験(AML-05)｣付随研究
平成21年1月10日

59 08-063 西田　昌道 急性腎不全患者に対する持続緩徐式血液浄化療法におけるエクセルフローAEF-10の有用性検討 平成21年1月10日

60 08-078 駒形　嘉紀 膠原病によるレイノー症候群を有する患者に対するサルポグレラートの効果 平成21年1月10日

61 08-092 江口　研二
高齢者進行非小細胞肺がんに対するドセタキセルとドセタキセル・シスプラチン併用を比較する第Ⅲ

相ランダム化比較試験
平成21年1月15日

62 08-068-2 駒形　嘉紀
シェーグレン症候群の患者を対象としたピロカルピン・アルギン酸ナトリウム含有液剤の有効性および
安全性の検討

平成21年1月19日

63 08-100 新見　正則 血管ベーチェット病のガイドライン作成 平成21年1月19日

64 08-083 宮澤　幸久 全自動尿中有形成分分析装置UF-1000iによる尿中細菌症例の評価検討 平成21年1月21日

65 08-077 柳川　幸重 小児急性骨髄性白血病(AML)に対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験(JPLSG AML05) 平成21年1月26日

66 08-082 野澤　慶次郎
大腸癌術後の消化管機能異常に対する大建中湯(DKT:TJ-100)の臨床的効果（プラセボを対照とした

多施設二重盲検群間比較試験）
平成21年1月26日

67 08-085 渡邉　聡明
StageⅢ(Duke'sC)結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのカペシタビンの至適投与期
間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験

平成21年1月26日

68 08-087 福島　亮治
食道扁平上皮癌に対する根治的化学放射線療法後アジュバントがんペプチドワクチン療法 －多施

設共同第Ⅱ相臨床試験－
平成21年1月26日

69 08-088 福島　亮治
標準療法不応、進行食道扁平上皮癌に対するがんペプチドワクチン療法 －多施設共同第Ⅱ相臨床

試験－
平成21年1月26日

70 08-089 渡邉　聡明
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

平成21年1月26日

71 08-076 中尾　睦宏 労働者によるメタボリックシンドロームと心理状態との関連の検討 平成21年1月29日

72 08-093 宮澤　幸久 臨床検体を用いたインフルエンザウイルスキットの判定時間に関する検討 平成21年1月29日
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73 08-026-2 蛭間　栄介 地域住民を対象にした健康教室 平成21年1月31日

74 08-111 園生　雅弘
脛骨神経刺激体性感覚誘発電位(SEP)の慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)診断にお
ける有用性の研究

平成21年2月6日

75 08-079-2 江口　研二
高齢者を対象とした切除不能局所進行非小細胞肺癌に対するビノレルビン＋胸部放射線同時併用

化学療法の臨床第Ⅰ相試験
平成21年2月12日

76 08-096 村川　裕二
心房細動例における心原性塞栓症予防のためのワルファリン療法の実態と至適PT-INR治療域の確
立に関する多施設共同研究(J-RHYTHM Registry)

平成21年2月12日

77 08-122 一色　高明 日常診療における、心臓CT検査施行例の予後における後ろ向き研究 平成21年2月26日

78 08-123 一色　高明 冠動脈CT検査より求めた冠動脈プラーク性状の冠動脈形成術への利用における後ろ向き研究 平成21年2月26日

79 08-098 池田　弘人
日本救急医学会Sepsis Registryへの参加（米国Surviving Sepsis Campaign データーベースへの参加
と日本独自のデータ収集）

平成21年2月27日

80 08-126 鶴ヶ野　しのぶ 年越し派遣村村民の健康に関する研究 平成21年3月7日

81 07-085-2 内田　俊也 慢性腎臓病患者の高血圧に対する併用療法の忍容性・安全性に関する前向き無作為比較試験 平成21年3月9日

82 08-102 安部　茂 リンパ球のIgM産生を指標としたローヤルゼリーアレルギーの新しい判定法の開発 平成21年3月9日

83 08-104 菊地　弘敏
副腎皮質ステロイドとビスフォスフォネートが自己免疫疾患の血清undercarboxylated osteocalcin

(ucOC)値に及ぼす影響についての研究
平成21年3月9日

84 07-032-3 柳川　幸重
AML-05プロトコール治療における骨髄再構築過程の多次元フローサイトメトリーを用いた解析-｢小
児急性骨髄性白血病(AML)に対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験(AML-05)｣付随研究

平成21年3月10日

85 08-070 池淵　惠美
精神障害者の認知機能障害を向上させるための「認知機能リハビリテーション」に用いるコンピュータ

ソフト「Cogpack」の開発とこれを用いた「認知機能リハビリテーション」効果検討に関する研究
平成21年3月10日

86 08-128 新井　祐子 早期認知障害(MCI)の診断におけるVSRADとMMSEの有用性に関する検討 平成21年3月10日

87 08-130 小林　誠 上腕骨近位端骨折を最小侵襲プレート固定法で治療した場合の肩可動域回復 平成21年3月11日

88 07-036-2 堀江　重郎 唾液中テストステロン測定法の標準化に関する研究 平成21年3月17日

89 07-039-2 池田　正
非浸潤性乳管癌(DCIS)の閉経後女性を対象としたタモキシフェンvsアナストロゾールの国際的多施設
共同試験

平成21年3月17日

90 08-010-2 一色　高明
PACIFIC:Prevention of AtherothrombotiC Incidents Following Ischemic Coronary attack(急性冠症

候群患者におけるアテローム血栓性イベントの発症率に関する前向き観察研究)
平成21年3月17日

91 08-108 三浦　文彦 急性胆管炎の診断基準・重症度判定についての前向き観察研究（多施設共同研究） 平成21年3月17日

92 07-002-3 堀江　重郎

高血圧を伴う多発性嚢胞腎において、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)にカルシウム・チャネ

ル拮抗薬(CCB)またはアンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACEI)を追加することの腎・心血管系障害に

対する影響の検討

平成21年3月19日

93 07-061-4 寺本　民生 2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化比較試験 平成21年3月19日

94 08-052-2 前場　良太 血清plasmalogenの臨床的意義の検討 平成21年3月19日

95 08-091 内田　俊也 アテレックの降圧効果及び腎機能に関する臨床研究 平成21年3月19日

96 08-105 西村慶太 関節リウマチに対するミゾリビン単回食間投与法の有用性の検討 平成21年3月19日
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97 08-112 大田　健 喘息コントロール状況を予測する呼気一酸化窒素濃度のカットオフ値算出試験 平成21年3月19日

98 08-134 小林　誠 フックプレートを用いた鎖骨遠位端骨折の治療成績 平成21年3月19日

99 08-113 菊地　弘敏
自己免疫性疾患患者のステロイド性骨粗鬆症に対するビスフォスフォネートとビタミンK2による骨折予

防効果の検討
平成21年3月25日

100 08-138 元井　亨 CISH法を用いた骨軟部腫瘍の病理組織学的，細胞学的検討 平成21年3月25日

101 08-147 元井　亨 小児の非アルコール性脂肪性肝疾患の病理学的検討 平成21年3月27日

102 08-106 新見正則 トレッドミル検査により血管性間欠性跛行に対する内服治療を行うための検討 平成21年3月30日

103 08-139 綾部　琢哉 当院における品胎妊娠の検討 平成21年4月1日

104 08-140 綾部　琢哉 当科における卵管鏡下卵管形成術の検討 平成21年4月1日

105 08-148 元井　亨 Phosphaturic mensenchymal tumorの病理組織学的、細胞学検討 平成21年4月1日

106 08-152 園生　雅弘 Guillan-Barre症候群(GBS)の電気生理学的診断に関する研究：特にA波の有用性について 平成21年4月1日

107 08-153 園生　雅弘 筋萎縮性側索硬化症（ALS)における線維束自発電位の診断的意義についての研究 平成21年4月1日

108 08-158 福里　利夫 肝細胞癌組織に特徴的な発現を示す分子の検索 平成21年4月1日

109 08-159 近藤　福雄 原発性肝癌の免疫組織化学的研究 平成21年4月1日

110 09-003 加藤彩子 斜位近視における近視化量の測定 平成21年4月6日

111 07-014-3 船渡川　伊久子 計算作業能力に対するCaffeineの作用-医学部学生実習における無作為化比較対照試験の実施- 平成21年4月7日

112 08-109 古川　泰司 簡易スクリーニング検査法による日中無呼吸発作頻度と冠動脈硬化度の相関の検討 平成21年4月7日

113 08-114 児玉　浩子 Menkes病に対するジスルフィラム（商品名ノックビン）の安全性・有効性の検討 平成21年4月7日

114 08-120 菊池健太郎 肝臓疾患におけるB cell activating factor(BAFF)の検討 平成21年4月8日

115 08-121 菊池健太郎 原発性胆汁性肝硬変における血清抗gp210抗体測定の意義の検証 平成21年4月8日

116 08-119 福島　亮治 ¹³C-uracil呼気試験を用いた胃排泄機能検査としての有用性の検討 平成21年4月13日

117 08-124 吉田　稔
日本人血液疾患患者におけるアスペルギルス属およびその他の糸状菌類による侵襲性真菌感染症

についての疫学的調査：Japan Aspergillosis surveillance program(JASPER)
平成21年4月13日

118 08-127 堀江　重郎
シスプラチン不応性の再発又は進行尿路上皮癌患者を対象としたゲムシタビン単独療法とゲムシタ
ビン及びパクリタキセルの併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

平成21年4月16日

119 08-040-2 福島　亮治
消化器術後患者における末梢静脈栄養療法施行時の水溶性ビタミンに関する臨床研究-アスコルビ

ン酸の栄養状態を中心とした検討-
平成21年4月20日

120 08-116 土井　智喜 蘇生時咽頭冷却の有用性の検討 平成21年4月20日
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121 08-125 滝川　一 ステロイド治療が奏功する原発性胆汁性肝硬変症例についての観察研究 平成21年4月22日

122 08-132 滝川　一 スタチン製剤併用時のPeg-IFNα2b＋リバビリン併用療法の有効性に関わる因子の検討 平成21年4月22日

123 08-008-2 大西　誉光

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌臨床分離株　全国サーベイランス

略称：CANPUS-MRSA(Community-Acquired & Nosocomial Pathogen United Surveillance for
MRSA)

平成21年5月7日

124 08-107 野村　恭子
女性医師の継続的就労に及ぼす因子に関する検討ならびに女性医師数の将来推計モデル構築に
関する研究

平成21年5月12日

125 08-115 一色　高明 慢性動脈閉塞症患者の末梢血流量および血管内皮機能の推移に関する検討 平成21年5月12日

126 08-090 渡邉　聡明
最大径20mm以上の大腸腫瘍に対する各種内視鏡切除手技の局所根治性・偶発症に関する多施設

共同研究（前向きアンケート調査）
平成21年5月14日

127 08-137 吉田　稔
抗MRSA薬アルベカシンの血中濃度ピーク15～20㎍/mlに設定した用法・用量における有用性の検討
（血液内科領域）実施計画書

平成21年5月14日

128 08-149 滝川　一 薬物性肝障害の発症に関連するバイオマーカーの探索研究 平成21年5月18日

129 08-150 滝川　一 薬物性肝障害症例のGST M1，T1の遺伝子多型のSmartAmp法による検討 平成21年5月18日

130 08-151 滝川　一 薬物性肝障害症例の前向き研究 平成21年5月18日

131 08-129 加藤　賢一郎
他治療抗癌剤不応・進行・再発膵癌に対するTS-1/Oxaliplatin(SOX)併用療法の有効性に関する探

索的試験
平成21年5月21日

132 08-133 林　孝雄 遠視性不同視弱視の網膜形状の特徴 平成21年5月21日

133 08-136 秋山　暢
抗MRSA薬アルベカシンの血中濃度ピーク15～20㎍/mlに設定した用法・用量における有用性の検討

（血液内科領域）実施計画書
平成21年5月21日

134 08-157 鈴木　滋 CTを用いた左室駆出率の操作者依存性の検討 平成21年5月21日

135 09-013 渡辺　恵美子 光凝固未施行糖尿病網膜症に対する硝子体手術成績 平成21年5月27日

136 08-117 稲葉　毅 多周波数生体インピーダンス法による周術期生体水分量測定 平成21年5月29日

137 08-135 一色　高明
慢性腎臓病患者における薬剤溶出性ステント留置後の血小板と血管内皮機能及びそれに及ぼす因
子に関する研究

平成21年6月1日

138 08-155 園生　雅弘 神経筋疾患における電気生理学的検査の有用性に関する多施設共同観察研究 平成21年6月15日

139 09-004 井垣　浩 造影コーンビームCTを用いた新しい脳定位放射線治療位置照合システムの開発 平成21年6月15日

140 09-005 渡辺　晋一 皮膚・末梢血における皮膚疾患病態関連分子の発現 平成21年6月15日

141 09-006 竹下　茂樹 妊娠中の子宮頸部細胞診の液状細胞診による評価 平成21年6月15日

142 09-021 鈴木　滋 卵巣甲状腺腫と他の多嚢胞性卵巣腫瘍のMRI画像所見に関する比較検討 平成21年6月18日

143 08-097 渡邉　聡明 クローン病の外科治療とInfliximab併用療法の効果 平成21年6月19日

144 09-023 一色　高明 血液透析患者における透析前後の血小板機能に関する後ろ向き研究 平成21年6月24日
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145 09-022 古川　泰司 高血圧合併睡眠時無呼吸症候群の治療コンプライアンスに関与する因子の研究 平成21年6月25日

146 08-154 園生　雅弘 軸索型ギラン・バレー症候群の全国疫学調査 平成21年7月9日

147 08-118 堀江　重郎 ホワイトカラー・サラリーマンを対象とした仕事と生活に関する研究 平成21年7月10日

148 09-017 竹下　茂樹 子宮頸癌術後ハイリスク例に対するconcurrent chemoradiotherapy(CCRT) 平成21年7月10日

149 09-030 渡邉　聡明
治癒切除結腸癌(StageⅢ)を対象としたフッ化ピリミジン系薬剤を用いた術後補助化学療法の個別化

治療に関するコホート研究
平成21年7月10日

150 09-032 栁川　幸重 プロカインアミド塩酸塩負荷による小児WPW症候群の予後評価の検討 平成21年7月10日

151 08-101 磯谷　周治 尿路結石の再発予防に対する骨粗鬆症合併率とその治療効果の検討 平成21年7月13日

152 08-156 西村慶太
関節リウマチにおける生物学的製剤反応性とEpstein-Barrおよびヒトパルボウイルス(B19)の滑膜持

続感染との関係：関節液を用いた検討
平成21年7月13日

153 09-012 豊田圭子 3テスラMRIにおける非造影脳潅流画像（Arterial Spin Labeling法）の有用性 平成21年7月13日

154 08-103 新見　正則
肺塞栓症に対する血栓溶解療法の、治療効果と安全性に関する検討 -モンテプラーゼ（遺伝子組換

えt-PA）の検討-
平成21年7月21日

155 09-010 田中　篤 慢性肝疾患患者の生活の質(Quality of Life;QOL)評価についての観察研究 平成21年7月21日

156 09-015 渡邉　聡明 局所進行直腸癌に対するTS-1/CPT-11併用術前化学放射線療法の臨床第Ⅰ相試験 平成21年7月21日

157 09-001 一色　高明 冠動脈ステント留置後における血液透析が血小板機能へ与える影響に関する研究 平成21年7月24日

158 09-002 一色　高明 EPAの冠動脈内ステント留置後における血小板・血管内皮機能に及ぼす影響について 平成21年7月24日

159 09-011 一色　高明 血液透析患者における冠動脈ステント留置後の血小板機能に関する後ろ向き研究 平成21年7月24日

160 09-016 中村　こずえ 第一再発小児急性リンパ性白血病に対するリスク別臨床研究(ALL-R08) 平成21年7月27日

161 07-022-2 渡邉　聡明 炎症性腸疾患における発癌に関する検討 平成21年7月29日

162 09-009 梁　栄治 婦人科悪性腫瘍における傍大動脈リンパ節転移を予測する術中超音波検査の有用性 平成21年7月29日

163 09-027 江口　研二

切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対する5-fluorouracil(5-FU)/levofolinate
calcium(I-LV)+oxaliplatin(L-OHP)+bevacizumab(BEV)併用療法　対　5FU/I-LV+irinotecan(CPT-

11)+BEV併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験(WJOG 4407G)における治療感受性・予後予測因子
の探索的研究

平成21年7月29日

164 09-039 田中　文彦 子宮頸部細胞診における核周囲haloについて 平成21年7月29日

165 08-070-2 池淵　惠美
精神障害者の認知機能障害を向上させるための「認知機能リハビリテーション」に用いるコンピュータ

ソフト「Cogpack」の開発とこれを用いた「認知機能リハビリテーション」効果検討に関する研究
平成21年7月31日

166 09-039-2 田中　文彦 子宮頸部細胞診における核周囲haloについて 平成21年8月10日

167 08-019-2 江口　研二 転移・再発乳がんに対するタキサン系薬剤とティーエスワンのランダム化比較試験 平成21年8月11日

168 09-024 一色　高明 薬剤溶出型ステント再狭窄患者における薬剤溶出型バルーンの臨床使用 平成21年8月11日
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169 09-025 上妻　謙
血液透析患者に対するTAXUS Liberte ステントの臨床成績

OUCH-TL(OUtCome in Hemodialysis of Taxus Liberte)
平成21年8月11日

170 08-160 堀江　重郎 前立腺癌患者を対象としたセルサーチ循環がん細胞キットの臨床応用評価 平成21年8月19日

171 09-026 江口　研二
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対するネダプラチン＋ドセタキセル併用療法と

シスプラチン＋ドセタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験
平成21年8月19日

172 09-028 江口　研二 進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験 平成21年8月19日

173 09-031 前場　良太 高齢者における認知機能軽度低下の早期発見・早期対応にむけた生化学マーカーの開発 平成21年8月19日

174 09-047 太田　康男 薬剤耐性HIVの動向把握のための調査体制確立及びその対策に関する研究 平成21年8月25日

175 08-149-2 滝川　一 薬物性肝障害の発症に関連するバイオマーカーの探索研究 平成21年8月27日

176 08-150-2 滝川　一 薬物性肝障害症例のGST M1，T1の遺伝子多型のSmartAmp法による検討 平成21年8月27日

177 09-034 福島　亮治 胃切除術式と胃術後障害に関する研究 平成21年8月27日

178 07-106-2 渡邉　聡明 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究 平成21年9月3日

179 08-038-2 渡邉　聡明
StageⅡ大腸癌における分子生物・病理学的マーカーによる再発 high-risk 群とフッ化ピリミジン感受

性群の選択に関する研究(BRI CC05-02)
平成21年9月3日

180 08-034-2 江口　研二
高齢者の限局型小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋イリノテカン併用療法および逐次胸部放射
線治療の第Ⅰ/Ⅱ相試験(TORG0604)

平成21年9月4日

181 09-029 中村　こずえ 臨床試験不参加の神経芽腫患者の中央診断および臨床情報集積と腫瘍検体保存に関する研究 平成21年9月15日

182 09-040
滝川　一
浅野　武秀

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設共同ランダム化並行群
間比較試験

Efficacy of Surgery vs. Radio Frequency ablation(RFA) on primary hepatocellular carcinoma: a
multicenter randomized controlled trial (SURF-RCT)

平成21年9月15日

183 09-041
滝川　一

浅野　武秀

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向きコホート研究

Efficacy of Surgery vs. Radio Frequency ablation(RFA) on primary hepatocellular carcinoma: a

prospective cohort study (SURF-cohort)

平成21年9月15日

184 09-043 中村　明夫 遺伝性血管性浮腫診断のためのシステムの構築とC1インヒビター遺伝子変異の探索 平成21年9月15日

185 08-146 堀江　重郎
植物エキス製剤（エビプロスタット配合錠DB）による唾液テストステロン値ならびに生活の質への作用
の検討

平成21年9月24日

186 09-049 中村　こずえ 腎芽腫における腎温存手術の実施可能性と長期的有用性に関する第Ⅰ／Ⅱ相試験 平成21年9月24日

187 09-035 福島　亮治 食道癌および胃癌患者の周術期における抗酸化流動食(ANOM)投与の有用性検討 平成21年9月29日

188 09-037 中村　こずえ
再発ALLの網羅的ゲノム、発現遺伝子、発現糖鎖解析研究：第一再発小児急性リンパ性白血病に対

するリスク別臨床研究(ALL-R08)の付随研究
平成21年9月29日

189 09-038 秋山　暢 イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブの第Ⅱ相臨床試験 平成21年9月29日

190 09-046 渡邉　聡明 StageⅣ大腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 平成21年9月29日

191 09-028-2 江口　研二 進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験 平成21年9月30日

192 09-056 溝田　淳 炭素イオン線照射後に照射野内再発をきたした脈絡膜悪性黒色腫の一例 平成21年9月30日
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193 09-058 江口　研二 乳癌患者における臨床試験参加・辞退の生存予後調査 平成21年9月30日

194 09-036 中村　こずえ
再発急性リンパ性白血病に対する同種造血幹細胞移植の治療成績における細胞障害因子に対する
受容体発現の意義：第一再発小児急性リンパ性白血病に対するリスク別臨床研究(ALL-R08)の付随

研究

平成21年10月1日

195 08-012-2 太田　康男 肺炎球菌性肺炎（軽症～中等症）に対するPIPCの有効性の検討 平成21年10月2日

196 09-024-2 上妻　謙 薬剤溶出型ステント再狭窄患者における薬剤溶出型バルーンの臨床使用 平成21年10月5日

197 09-018 大村　昭人 心臓足首血管指数(CAVI)の測定に誤差をもたらす因子の検討 平成21年10月13日

198 09-048 柿沼　玲史
①両肺換気時と片肺換気時のロクロニウムによる筋弛緩作用について

②片肺換気中の末梢静脈圧測定について
平成21年10月13日

199 09-062 藤森　新 造血器悪性腫瘍における尿酸代謝異常 平成21年10月14日

200 09-042 浅野　武秀 肝胆膵外科手術における手術切開創閉鎖に関するランダム化比較試験 平成21年10月19日

201 08-039-2
江口　研二
福島　亮治

フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤併用療法不応進行・再発胃がんに対するCPT-11単独療法
vs. Weekly Paclitaxel療法のランダム化第Ⅲ相試験

平成21年10月20日

202 09-065 児玉　浩子 成長ホルモンの新しい注射器に関する調査 平成21年10月23日

203 09-052 大田　健 成人を対象とした気管支喘息患者に対する効果的な保健指導の実践に関する調査研究 平成21年10月26日

204 09-068 岸　恵美子 専門職がかかわる高齢者のセルフネグレクト事例の実態と対応の課題 平成21年10月29日

205 09-069 岸　恵美子 セルフネグレクト事例にかかわる専門職の困難性の分析と地域ケアシステムモデル試案の作成 平成21年10月29日

206 08-042-2 前田　朝美 NPC1L1遺伝子多型と冠動脈疾患との関連性に関する研究 平成21年11月2日

207 08-071-2 上妻　謙
日本における薬剤溶出型ステントの無作為化臨床試験J-DESsERT(Japan-Drug Eluting Stents

Evaluation;a Randomized Trial)
平成21年11月4日

208 09-051 平林　慎一 各種基剤によるリドカインとリドカイン・プロカイン共融混合物の皮膚表面麻酔剤の検討 平成21年11月5日

209 09-072 小松　明 臨床におけるプラセボ使用の現状の全国実態調査 平成21年11月11日

210 09-073 一色　高明
光干渉冠動脈イメージングの定量的シグナル強度および減衰解析の特徴および再現性に関する検

討
平成21年11月11日

211 09-057 渡邊　真知子 口腔内疼痛緩和を目的としたインドメタシンフィルム剤およびラクトフェリンフィルム剤の開発 平成21年11月17日

212 09-060 菊地　弘敏 関節リウマチ患者におけるステロイド系抗炎症薬治療が必須脂肪酸代謝に及ぼす影響 平成21年11月18日

213 09-061 綾部　琢哉 ｢婦人科術後患者のヘルスケア｣の実態調査 平成21年11月24日

214 09-050 上妻　謙
オルメサルタン投与による血管内皮前駆細胞への影響を検討する臨床研究 ORCHESTRA Study
（OlmesaRltan inCreases endotHelial progEnitor cell level in patients with Statin tReAtment)

平成21年11月30日

215 09-019 堀江　重郎 非神経因性過活動膀胱に対するA型ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法の検討 平成21年12月1日

216 09-020 堀江　重郎 神経因性排尿筋過活動に対するA型ボツリヌス毒素膀胱膣壁内注入療法の検討 平成21年12月1日
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217 09-067 渡邉　聡明 大腸癌肝転移関連分子の究明と関連分子を標的とした新たな治療開発 平成21年12月1日

218 09-076 秋山　暢
日本人血液疾患患者におけるアスペルギルス属およびその他の糸状菌類による侵襲性真菌感染症
についての疫学的調査：Japan Aspergillosis surveillance program(JASPER)

平成21年12月2日

219 08-039-3
江口　研二

福島　亮治

フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤併用療法不応進行・再発胃がんに対するCPT-11単独療法

vs. Weekly Paclitaxel療法のランダム化第Ⅲ相試験
平成21年12月7日

220 09-078 渡邉　聡明
pTNM stageⅡ直腸癌症例に対する手術単独療法及びUFT/PSK療法のランダム化第Ⅲ相比較臨床
試験

平成21年12月10日

221 09-063 堀江　重郎
再燃前立腺癌に対するペプチドワクチン・デキサメタゾン併用療法の早期第Ⅱ相ランダム化比較臨床

試験
平成21年12月14日

222 09-080 宮澤　亮義
実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント(XIENCE V™)とシロリスム溶出性ステント(CYPHER™)の

有効性および安全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験
平成21年12月16日

223 07-047-3 堀江　重郎 多発性嚢胞腎(PKD)のBiomarker探索研究 平成21年12月17日

224 09-082 福島　亮治 腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法の第Ⅱ相臨床試験 平成21年12月17日

225 09-064 中村　こずえ 小児慢性期慢性骨髄性白血病(CML)に対する多施設共同観察研究(CML-08) 平成21年12月22日

226 09-081 飯沼　久恵 マイクロRNAを介した消化器癌転移カスケードの解明 平成21年12月22日

227 09-084 中込　忠好 開頭クリッピング術とコイル塞栓術における合併症の比較 平成21年12月25日

228 09-054 西村　慶太
関節リウマチ(RA)に対するアダリムマブとメトトレキサート(MTX)併用療法における両剤の投与タイミン
グについての検討

平成22年1月4日

229 09-070 堀江　重郎
わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総合データベース構築に関

する研究（J-KDRレジストリー研究）
平成22年1月5日

230 09-083 浅野　武秀 進行肝細胞がんに対するソラフェニブの臨床第Ⅱ相試験 平成22年1月5日

231 09-085 堀江　重郎
TOPIC Study(Tokyo OAB Patient Imidafenacin Control Study)

過活動膀胱患者実態調査および抗コリン薬の有用性・安全性についての検証
平成22年1月5日

232 07-110-2 福島　亮治
初回TS-1療法に治療抵抗性を示した進行、再発胃癌に対する二次化学療法 -CPT-11単独療法

vsTS-1+CPT-11併用化学療法の無作為化比較第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験-
平成22年1月6日

233 09-008 内田　俊也
オルメサルタン投与中のアルブミン尿を伴う慢性腎臓病合併高血圧患者におけるアゼルニジピンとア
ムロジピンの抗アルブミン尿効果の比較

平成22年1月6日

234 09-086 一色　高明
膝下動脈病変を有するが、重症下肢虚血ではない閉塞性動脈硬化症患者の臨床経過に関する実態

調査
平成22年1月6日

235 09-089 渡邉　聡明 ColoPrintを用いた前向き研究によるStageⅡ結腸癌における再発リスクの評価 平成22年1月6日

236 09-093 堀江　重郎 多発性嚢胞腎の病態進行に関する多施設・後ろ向き研究 平成22年1月8日

237 09-066 児玉　浩子 母乳への亜鉛分泌機構の解明と低亜鉛母乳栄養児への影響 平成22年1月12日

238 08-119-2 福島　亮治 ¹³C-uracil呼気試験を用いた胃排泄機能検査としての有用性の検討 平成22年1月19日

239 09-096 浜市　修嘉 アルツハイマー型認知症の経過観察におけるVSRADの有用性の検討 平成22年1月19日

240 09-098 吉田　稔 イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブの第Ⅱ相臨床試験 平成22年1月20日
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241 09-097 堀江　重郎 ソラフェニブの進行性腎細胞癌における臨床使用実態下の治療成績に関する多施設共同調査 平成22年1月26日

242 09-099 渡邉　聡明 観察研究：大腸がんにおけるKRAS遺伝子異常率の検討 平成22年1月26日

243 09-102 阿部　哲士

Japan Clinical Oncology Group（日本臨床腫瘍研究グループ）

骨軟部腫瘍グループ
厚生労働科学研究費補助金　がん臨床研究事業 H20-がん臨床-一般-018　「高悪性度骨軟部腫瘍

に対する標準治療確立のための研究」班

平成22年1月26日

244 07-032-4 中村　こずえ
AML-05プロトコール治療における骨髄再構築過程の多次元フローサイトメトリーを用いた解析-｢小
児急性骨髄性白血病(AML)に対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験(AML-05)｣付随研究

（帝医倫07-032-3）の研究責任者の変更

平成22年1月28日

245 09-080-2 宮澤　亮義

実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（ザイエンス V（ブイ））とシロリムス溶出性ステント（サ

イファーセレクトプラスステント）の有効性および安全性についての多施設前向き無作為化オープンラ

ベル比較試験

平成22年1月28日

246 08-077-2 中村　こずえ
小児急性骨髄性白血病(AML)に対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験(JPLSG AML05)(帝医倫08-

077)の1歳未満のプロトコール改訂
平成22年2月3日

247 09-104 内田　俊也 慢性腎不全患者の高尿酸血症に対する尿酸排泄促進薬の有効性と安全性の後ろ向き検討 平成22年2月5日

248 09-103 内田　俊也
慢性腎臓病患者における脂肪酸代謝イメージング(¹²³I-BMIPP)SPECTの有用性検討のための調査研

究（⁹⁹ᵐTc-Tetrofosmin負荷心電図同期心筋SPECT:J-ACCESSⅢとの比較検討）
平成22年2月9日

249 08-028-2 堀江　重郎 P-EXの男性更年期諸症状改善作用に関する研究 平成22年2月15日

250 09-044 木下　誠
高LDLコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者（75歳以上）に対するエゼチミブの脳心血管イ

ベント発症抑制効果に関する多施設無作為化比較試験
平成22年2月15日

251 09-109 入江　宏 剖検例における副腎炎とヘルペスウイルス潜伏感染 平成22年2月15日

252 09-079 福島　亮治
局所進行胃癌に対する、術前化学療法＋外科切除の無作為化第Ⅱ相臨床試験：S1+CDDP vs
Paclitaxel+CDDP、2コースvs4コース

平成22年2月16日

253 09-106 中村　茂 Anatomic stemを用いたセメントレスTHAの成績－表面加工範囲の影響 平成22年2月16日

254 09-090 渡邉　聡明 切除不能大腸癌に対するTS-1/oxaliplatin(SOX)療法の検討 平成22年2月18日

255 09-091 渡邉　聡明 切除不能大腸癌に対するTS-1/oxaliplatin(SOX)+bevacizumab療法の検討 平成22年2月18日

256 09-112 上妻　謙 冠動脈インターベンションにおけるフィルター型血栓異物除去カテーテルの使用経験 平成22年2月19日

257 09-033 古川　泰司 心房細動を有する高血圧症患者におけるARB/チアジド系利尿薬合剤の有用性の検討 平成22年2月22日

258 09-116 秦　孝憲 液剤の服薬印象度と服薬継続との関連 平成22年2月22日

259 09-071 堀江　重郎 多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKDレジストリー研究） 平成22年3月3日

260 09-077 内田　俊也
アルブミン尿を有する高血圧患者におけるレニン・アンジオテンシン系抑制薬投与を中心とした通常

療法に対するエプレレノン併用の優位性を検証する臨床研究
平成22年3月3日

261 09-113 滝川　一
B型肝炎ウイルスキャリアの急性増悪による重症肝炎の劇症化予防に対する早期免疫抑制療法の

有効性評価
平成22年3月3日

262 09-088 菊池　健太郎 急性膵炎における血清中claudin4濃度の検討 平成22年3月4日

263 09-094 堀江　重郎
筋層非浸潤性膀胱癌に対するBCG膀胱内注入維持療法とUFT維持療法を検討する無作為化比較試

験 EMBARK study
平成22年3月5日

264 09-119 上妻　謙 急性心筋梗塞に対するフィルター型血栓異物除去カテーテルの使用成績と予後 平成22年3月5日
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265 09-110 江口　研二 非小細胞肺がん患者の体重およびQOL等に関する臨床研究 平成22年3月9日

266 09-027-2 江口　研二

切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対する5-fluorouracil(5-FU)/levofolinate

calcium(I-LV)+oxaliplatin(L-OHP)+bevacizumab(BEV)併用療法　対　5FU/I-LV+irinotecan(CPT-

11)+BEV併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験(WJOG 4407G)における治療感受性・予後予測因子
の探索的研究

平成22年3月11日

267 09-074 大田　健 免疫不全マウスを用いた新規抗原曝露誘発試験の開発を目指す基礎的研究 平成22年3月12日

268 09-087 一色　高明
炎症性自己免疫疾患（関節リウマチ・SLE・ベーチェット病）における冠動脈疾患の早期診断のための
心臓CTの有用性の検討

平成22年3月12日

269 09-092 澁谷　勲 自家液体窒素処理骨による骨軟部悪性腫瘍切除後骨欠損の再建 平成22年3月12日

270 09-095 堀江　重郎 下部尿路疾患に対する粘膜内血流量の検討 平成22年3月12日

271 09-100 堀江　重郎 前立腺がん患者でのADT療法による骨密度の減少に対する骨吸収抑制剤の効果に関する研究 平成22年3月12日

272 09-055 杉山　保幸
標準療法不応大腸癌に対する新規エピトープペプチドカクテル療法とCpG-ODNの併用効果を検討す

る多施設共同第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験
平成22年3月19日

273 07-013-2 渡邉　聡明 腫瘍における臨床病理学的・遺伝子学的・薬理学的検討 平成22年3月23日

274 09-124 渡邉　聡明 大腸腫瘍における臨床病理学的・遺伝子学的・薬理学的検討 平成22年3月23日

275 09-125 太田　康男 感染症外来を受診したインフルエンザ患者の疫学的、臨床的解析とその対策に関する研究 平成22年3月23日

276 09-127 福島　亮治
三学会合同分離菌感受性調査-手術部位感染(SSI)-(社団法人日本化学療法学会・社団法人日本感
染症学会・日本臨床微生物学会）

平成22年3月31日

277 09-105 古井　滋 強度変調放射線治療の保険適応前臨床実施 平成22年4月2日

278 09-131 福島　亮治
標準療法不応、進行食道扁平上皮癌に対するがんペプチドワクチン療法(STF-Ⅱ)－多施設共同第
Ⅱ相臨床試験－

平成22年4月3日

279 08-037-4 坂本　哲也
心肺停止患者に対する心肺補助装置等を用いた高度救命処置の効果と費用に関する多施設共同研

究
平成22年4月5日

280 09-075 大田　健
軽症持続型気管支喘息患者を対象とした短時間作用性β2刺激薬吸入剤と吸入ステロイド薬の併用

療法に関する有効性、安全性の検討
平成22年4月12日

281 09-107 滝澤　始 高齢者喘息におけるオルベスコと長時間作用性β2刺激薬併用時の併用薬剤型に関する臨床研究 平成22年4月12日

282 09-111 近藤　尚明 メルハランの選択的眼動脈注入を用いた眼部悪性腫瘍の治療 平成22年4月12日

283 09-117 水本　淳 糖尿病教育入院患者に対する運動療法指導が血糖コントロールに与える影響について 平成22年4月12日

284 08-136-2 秋山　暢
抗MRSA薬アルベカシンの血中濃度ピーク15～20㎍/mlに設定した用法・用量における有用性の検討

（血液内科領域）
平成22年4月13日

285 08-020-2 中村　明夫 腎疾患小児の肥満予防と治療対策：肥満関連遺伝子多型情報に基づく栄養指導 平成22年4月14日

286 10-001 園生　雅弘 神経筋疾患の神経反復刺激試験所見に関する研究 平成22年4月14日

287 10-004 一色　高明 アジア太平洋心臓病学会－欧州心臓病学会心臓調査　心不全登録 平成22年4月15日

288 09-120 江口　研二
未治療高齢者の非扁平上皮型非小細胞肺癌に対するペメトレキセド単剤化学療法の臨床第Ⅱ相試
験

平成22年4月19日
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289 09-026-2 江口　研二
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対するネダプラチン＋ドセタキセル併用療法と

シスプラチン＋ドセタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験
平成22年4月22日

290 09-118 蛭間　栄介 魚肉ペプチド摂取が男子陸上長距離競技選手の疲労に及ぼす影響 平成22年4月23日

291 08-146-2 堀江　重郎
植物エキス製剤（エビプロスタット配合錠DB）による唾液テストステロン値ならびに生活の質への作用

の検討
平成22年4月24日

292 10-006 室伏　利久 前庭誘発外眼筋電位検査(oVEMP)結果の前庭誘発頸筋電位検査(cVEMP)結果との比較検討 平成22年4月26日

293 09-101 西村　慶太 関節リウマチに対するエタネルセプト増量効果の検討 平成22年4月27日

294 09-121 渡邉　聡明 局所進行直腸癌に対する術前TS-1+Oxaliplatin+放射線併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 平成22年4月28日

295 10-011 室伏　利久 特発性両側性末梢前庭機能低下症の治療方針の確立に向けた診断基準の作成 平成22年5月10日

296 10-015 箕田　春香 斜視弱視と交代性上斜位 平成22年5月10日

297 08-135-2 一色　高明
慢性腎臓病患者における薬剤溶出性ステント留置後の血小板と血管内皮機能及びそれに及ぼす因
子に関する研究

平成22年5月13日

298 09-129 山口　正雄 気管支喘息長期管理における増悪予防効果の検討 平成22年5月13日

299 09-130 秦　孝憲 抗精神病薬の副作用の認識度に関する患者と医療者の意識調査 平成22年5月13日

300 09-126 前場　良太
慢性腎不全血液透析患者を対象とした血清プラスマローゲンの動脈硬化指標としての有用性および
抗動脈硬化作用の検討

平成22年5月17日

301 10-016 宮澤　幸久 血液凝固線溶試薬の基礎的・臨床的検討 平成22年5月17日

302 09-015-2 渡邉　聡明 局所進行直腸癌に対するTS-1/CPT-11併用術前化学放射線療法の臨床第Ⅰ相試験 平成22年5月18日

303 09-115 古川　泰司
拡張機能障害を有する降圧効果不十分な本態性高血圧症例に対するARB高用量群または利尿剤併

用群の左室拡張能に対する効果の比較検討
平成22年5月18日

304 10-017 堀江　重郎
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
平成22年5月18日

305 10-018 加藤　麻里 交代性上斜位における両眼視機能の検討 平成22年5月18日

306 09-074-2 大田　健 免疫不全マウスを用いた新規抗原曝露誘発試験の開発を目指す基礎的研究 平成22年5月19日

307 10-019 渡邊　真知子 小児におけるサプリメント・健康食品の使用実態調査および医薬品との相互作用の研究 平成22年5月20日

308 09-126-2 前場　良太
慢性腎不全血液透析患者を対象とした血清プラスマローゲンの動脈硬化指標としての有用性および

抗動脈硬化作用の検討
平成22年5月21日

309 10-020 佐野　圭二 切除不能神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの臨床応用 平成22年5月26日

310 09-059 園生　雅弘 神経筋電気生理学的検査の正常波形の起源の解明と正常値データベースの確立 平成22年5月27日

311 10-002 園生　雅弘 表面筋電図定量解析に関する研究 平成22年5月27日

312 10-005 福島　亮治
酵素処理などにより軟化した摂食回復支援食｢あいーと®｣の胃癌術後食としての応用－初期安全性
評価研究－

平成22年5月29日
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313 09-110-2 江口　研二 非小細胞肺がん患者の体重およびQOL等に関する臨床研究 平成22年5月31日

314 09-122 渡邉　聡明
大腸癌肝転移(H2,H3)に対するmFOLFOX6+BV(bevacizumab)療法後肝切除の有効性と安全性の検
討

平成22年6月3日

315 09-123 渡邉　聡明
大腸癌肝転移(H2,H3)に対するmFOLFOX6+BV(bevacizumab)療法後肝切除の有効性と安全性の検

討　肝病理組織研究
平成22年6月3日

316 10-013 大嶽　浩司 ICUにおける急性腎障害についての国際観察研究 平成22年6月8日

317 09-105-2 古井　滋 強度変調放射線治療の保険適応前臨床実施 平成22年6月9日

318 10-022 上野　公子 看護学科卒業生による本学科カリキュラム評価の実態 平成22年6月9日

319 10-003 木下　誠 家族性高コレステロール血症に対する脂質低下療法の有効性および安全性に関する調査 平成22年6月10日

320 10-010 中村　茂 人工股関節コンポーネント設置角の術中計測 平成22年6月10日

321 10-023 南川　雅子 血液透析患者の生命の危機を予測するアセスメント項目の検討 平成22年6月12日

322 07-014-4 可知　悠子 計算作業能力に対するCaffeineの作用-医学部学生実習における無作為化比較対照試験の実施- 平成22年6月17日

323 09-071-2 堀江　重郎 多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKDレジストリー研究） 平成22年6月28日

324 10-014 出沢　明 骨粗鬆症患者におけるQOLとペインマネジメントに関するレジストリー 平成22年7月2日

325 10-025 横山　直之
冠動脈ステント留置後患者における血小板ADP P2Y12受容体経路の抑制効果に及ぼす抗血小板療

法の効果に関する後ろ向き研究
平成22年7月2日

326 07-061-5 寺本　民生 2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化比較試験 平成22年7月10日

327 09-120-2 江口　研二
未治療高齢者の非扁平上皮型非小細胞肺癌に対するペメトレキセド単剤化学療法の臨床第Ⅱ相試

験
平成22年7月12日

328 09-052-2 大田　健 成人を対象とした気管支喘息患者に対する効果的な保健指導の実践に関する調査研究 平成22年7月13日

329 10-007 滝川　一 肝細胞癌診断補助における改良型PIVKA-Ⅱ測定試薬｢NX-PVKA-R｣の検証 平成22年7月13日

330 10-026 内田　俊也 ビンクリスチン投与悪性血液疾患における低Na血症発症の危険因子についての後ろ向き検討 平成22年7月13日

331 10-027 福島　亮治 局所進行胃癌に対する術前docetaxel＋cisplatin＋S-1併用療法＋外科切除の第Ⅱ相臨床試験 平成22年7月14日

332 07-002-4 堀江　重郎

高血圧を伴う多発性嚢胞腎において、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)にカルシウム･チャネ

ル拮抗薬(CCB)またはアンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACEI)を追加することの腎・心血管系障害に

対する影響の検討

平成22年7月20日

333 07-113-2 内田　俊也
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈する巣状糸球体硬化症に対するLDLアフェレシス療法の有効

性に関する多施設共同研究
平成22年7月20日

334 10-028 池淵　惠美 統合失調症患者の生活実態と服薬状況に関する調査研究 平成22年7月20日

335 10-029 白藤　尚毅
臍帯血幹細胞移植におけるヒトvascular endotherial growth factor(VEGF)とrecombinant human

erythropoietin(rhEPO)の効果に関する研究
平成22年7月20日

336 10-021 渡邉　聡明
StageⅢb大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのUFT/Leucovorin療法とTS-
1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

平成22年7月23日
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337 09-117-2 水本　淳 糖尿病教育入院患者に対する運動療法指導が血糖コントロールに与える影響について 平成22年7月27日

338 10-030 豊田　圭子
脳梗塞早期CTサイン検出におけるZスコアマップの有用性の検討－正常データベースの構築と多施
設共同研究における読影評価－

平成22年7月27日

339 10-033 田中　文彦 男性運動部員を母集団とした糖尿病予備軍の調査 平成22年7月28日

340 08-107-2 野村　恭子
女性医師の継続的就労に及ぼす因子に関する検討ならびに女性医師数の将来推計モデル構築に
関する研究

平成22年8月2日

341 10-035 一色　高明 心筋生検検体に対する光干渉冠動脈イメージングを用いた検討 平成22年8月2日

342 10-036 一色　高明 冠動脈血栓吸引検体についての光干渉冠動脈イメージングおよび肉眼・病理所見の比較 平成22年8月2日

343 10-037 古川　泰司 人咽頭筋の電気生理学的性質の検討 平成22年8月2日

344 08-092-2 江口　研二
高齢者進行非小細胞肺がんに対するドセタキセルとドセタキセル・シスプラチン併用を比較する第Ⅲ

相ランダム化比較試験
平成22年8月3日

345 10-038 福島　亮治
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＞
-GIST研究会臨床試験(B)

平成22年8月9日

346 10-039 渡辺　彰吾 睡眠ポリグラフに代わる新しい睡眠評価法の検討 平成22年8月9日

347 10-040 緑川　泰 大腸癌診断におけるメチル化遺伝子のプロファイル解析法の臨床有用性解明に関する研究 平成22年8月10日

348 10-042 園生　雅弘 封入体筋炎(IBM)の針筋電図所見に関する研究 平成22年8月18日

349 10-043 園生　雅弘 Lambert-Eaton症候群の症候学に関する研究 平成22年8月18日

350 10-044 園生　雅弘 感覚障害を主徴とする脳幹梗塞に関する研究 平成22年8月18日

351 09-074-3 大田　健 免疫不全マウスを用いた新規抗原曝露誘発試験の開発を目指す基礎的研究 平成22年8月21日

352 09-126-3 前場　良太
慢性腎不全血液透析患者を対象とした血清プラスマローゲンの動脈硬化指標としての有用性および

抗動脈硬化作用の検討
平成22年8月24日

353 10-046 根本　裕次 前頭筋前転術の眼瞼下垂治療 平成22年8月30日

354 10-047 渡辺　彰吾 胃電図を用いた足浴中のリラクセーション効果の評価 平成22年8月30日

355 10-048 野上　誠 司法解剖臓器の時間遺伝子産物発現による死亡時刻推定法の確立 平成22年8月30日

356 10-049 村川　裕二 循環器内科医によるCASにおける医師主導型後ろ向き登録調査 平成22年9月2日

357 10-032 江口　研二
化学療法歴のない進行胃癌に対するTS-1＋シスプラチン併用療法の5週サイクル法と3週サイクル

法とのランダム化比較第Ⅲ相試験
平成22年9月3日

358 10-024 稲葉　毅
Polysoft Patch(PP)、Direct Kugel Patch(DKP)を用いた鼠径ヘルニア手術の術後愁訴に関する
prospectiveな研究

平成22年9月6日

359 10-034 中根　一 認知症に対するニセルゴリンの効果の検証 平成22年9月6日

360 10-052 中村　茂 Anatomic Fiber Metal plus ステムを用いたセメントレス人工股関節置換術 平成22年9月8日
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361 10-031 滝澤　始
ぜん息患者及び未発症成人における気道炎症病態と種々の要因とくに大気汚染との関連に関する

調査研究
平成22年9月13日

362 10-053 児玉　浩子 Menkes病・occipitial horn症候群に関する実態調査 平成22年9月13日

363 10-058 太田　康男 多剤耐性アシネトバクター・バウマニ菌　菌株の遺伝子調査 平成22年9月22日

364 10-007-2 滝川　一 肝細胞癌診断補助における改良型PIVKA-Ⅱ測定試薬｢NX-PVKA-R｣の検証 平成22年9月28日

365 09-026-3 江口　研二
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対するネダプラチン＋ドセタキセル併用療法と

シスプラチン＋ドセタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験
平成22年9月30日

366 10-055 菊地　陽 IRDF(Image Defined Risk Factors)に基づき手術時期の決定を行う神経芽腫低リスク群の観察研究 平成22年10月1日

367 10-045 中尾　睦宏
うつ病・うつ状態患者の抗うつ薬NaSSA,SNRI,SSRIに対する治療反応性に関する研究：うつ症状や社
会復帰への意欲を中心とする評価

平成22年10月4日

368 07-016-2 渡部　欣忍 自家骨髄間葉系細胞移植を用いた再生医療の基礎研究 平成22年10月8日

369 10-050 原　眞純

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによるLDL-C低下療法（通常治療
／強化治療）の比較研究

Standard versus IntEnsive Statin Therapy for HypercholesteroleMic Patients with DiAbetic
RetinopaTHY

平成22年10月8日

370 10-059 関　順彦
外来化学療法受療中のがん患者の治療に貢献する、身体の「痛み」のスクリーニングのプロセスづく

りと効果測定
平成22年10月15日

371 10-060 菊地　陽 多層的オミックス情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索研究 平成22年10月15日

372 10-041 望月　由紀子 メンタルヘルス対策における行動療法を導入した睡眠保健指導プログラムの開発 平成22年10月19日

373 10-057 太田　康男 多剤耐性アシネトバクターおよび多剤耐性緑膿菌感染症に対するコリスチンの有用性の研究 平成22年10月19日

374 07-047-4 堀江　重郎 多発性嚢胞腎(PKD)のBiomarker探索研究 平成22年10月26日

375 10-062 高井　信朗
変形性膝関節症における大腿骨顆間窩の骨棘および顆間窩幅と膝十字靭帯および膝関節可動域の

関係について
平成22年10月26日

376 10-051 村川　裕二 Extended TRUTH study 平成22年10月28日

377 10-054 柿沼　玲史 スガマデクスとネオスチグミンの併用による筋弛緩作用への効果 平成22年10月28日

378 10-056 田中　篤 Ｃ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン治療効果及び副作用発現への宿主遺伝子の関与 平成22年10月28日

379 08-033-2 江口　研二
切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対する5-fluorouracil(5-FU)/levofolinate calcium(ｌ
-LV)+oxaliplatin(L-OHP)+bevacizumab(BEV)併用療法対　5-FU/ｌ-LV+irinotecan(CPT-11)+BEV併用

療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

平成22年10月30日

380 01-032-2 江口　研二
化学療法歴のない進行胃癌に対するTS-1＋シスプラチン併用療法の5週サイクル法と3週サイクル

法とのランダム化比較第Ⅲ相試験
平成22年11月2日

381 10-065 渡邉　聡明 潰瘍性大腸炎術後感染性合併症の調査・研究 平成22年11月2日

382 10-067 砂見　緩子 看護師のレジリエンスに関する調査 平成22年11月2日

383 08-082-2 野澤　慶次郎
大腸癌術後の消化管機能異常に対する大建中湯(DKT:TJ-100)の臨床的効果（プラセボを対照とした

多施設二重盲検群間比較試験）
平成22年11月4日

384 09-122-2 渡邉　聡明
大腸癌肝転移(H2,H3)に対するmFOLFOX6+BV(bevacizumab)療法後肝切除の有効性と安全性の検
討

平成22年11月4日
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385 09-123-2 渡邉　聡明
大腸癌肝転移(H2,H3)に対するmFOLFOX6+BV(bevacizumab)療法後肝切除の有効性と安全性の検

討　肝病理組織研究
平成22年11月4日

386 10-069 菊池健太郎 転移性肝腫瘍に対するラジオ波焼灼療法の治療成績 平成22年11月8日

387 08-034-3 江口　研二
高齢者の限局型小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋イリノテカン併用療法および逐次胸部放射

線治療の第Ⅰ/Ⅱ相試験(TORG0604)
平成22年11月15日

388 10-070 菊地　陽
日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的
疫学研究

平成22年11月17日

389 10-071 佐野　圭二
膵がん切除患者を対象としたゲムシタビンとS-1の併用療法（GS療法）をゲムシタビン単独療法と比

較する術後補助化学療法のランダム化第Ⅲ相試験（JSAP-04試験）
平成22年11月17日

390 10-072 佐野　圭二 膵癌術前化学療法としてのGS(Gemcitabine+S-1)療法の第Ⅱ相臨床試験(Prep-01) 平成22年11月17日

391 10-008 篠田　啓 内眼手術におけるブリリアントブルーGの使用の臨床試験 平成22年11月18日

392 10-009 篠田　啓 中心性漿液性網脈絡膜症に対する光線力学的療法の効果の臨床試験 平成22年11月18日

393 10-064 竹下　茂樹
子宮頸部細胞診における液状処理細胞診標本(liquid-based-cytology)の臨床的有用性に関する検
討

平成22年11月18日

394 10-061 江口　研二

上皮成長因子受容体遺伝子変異が陰性または不明である非扁平上皮非小細胞肺がんに対するカル

ボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法施行後、維持療法として、ペメトレキセド＋ベバ

シズマブ併用療法をベバシズマブ単剤と比較する第Ⅲ相臨床試験

平成22年11月19日

395 10-063 堀江　重郎
ホルモン不応性前立腺癌患者に対するドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療法の有効性・安全

性の検討
平成22年11月19日

396 07-061-6 寺本　民生 2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化比較試験 平成22年11月20日

397 10-073 出沢　明 整形外科外来の脊椎関連慢性疼痛患者における神経障害性疼痛有病率に関する調査 平成22年11月20日

398 10-066 渡邉　聡明
pTNM stageⅡ直腸癌症例に対する手術単独療法及びUFT/PSK療法のランダム化第Ⅲ相比較臨床
試験

平成22年11月26日

399 08-092-3 江口　研二
高齢者進行非小細胞肺がんに対するドセタキセルとドセタキセル・シスプラチン併用を比較する第Ⅲ

相ランダム化比較試験
平成22年11月30日

400 09-121-2 渡邉　聡明 局所進行直腸癌に対する術前TS-1+Oxaliplatin+放射線併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 平成22年11月30日

401 10-080 矢野　榮二 緩和ケアチームにおける患者と医師のコミュニケーションに関する研究 平成22年11月30日

402 10-068 江藤　一弘
1,5-AG値、グリコアルブミン値およびHbA1c値を用いた選択的DPP-4阻害薬の有用性の検討（北町

STUDY）
平成22年12月3日

403 10-084 寺本　民生 脳卒中既往患者を対象とした厳格高圧療法の二次予防効果を検討する大規模臨床研究 平成22年12月3日

404 10-032-3 江口　研二
化学療法歴のない進行胃癌に対するTS-1＋シスプラチン併用療法の5週サイクル法と3週サイクル

法とのランダム化比較第Ⅲ相試験
平成22年12月7日

405 10-085 滝川　一
C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα-2ｂ＋Ribavirin併用療法の前向きおよび後ろ向き多施設共同コ

ホート研究
平成22年12月7日

406 10-089 江口　研二 骨転移を有する非小細胞肺癌におけるゾレドロン酸の使用実態調査(TORG1017) 平成22年12月7日

407 10-091 内田　俊也 日本ネフローゼ症候群コホート研究　原発性ネフローゼ症候群の発症率、予後に関する観察研究 平成22年12月8日

408 10-092 内田　俊也
わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに総合データベース構築に関する研
究

平成22年12月8日
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409 10-093 江藤　一弘
2型糖尿病患者における選択的DPP-4阻害薬シタグリプチンの短期的有用性に関する後ろ向き観察

研究
平成22年12月8日

410 10-077 渡邉　聡明
StageⅡ/Ⅲ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法の認容性に関す
る検討

平成22年12月16日

411 10-094 古川　泰司 急性大動脈解離の画像診断と病態に関する研究 平成22年12月16日

412 10-095 古川　泰司 たこつぼ心筋症の臨床研究 平成22年12月16日

413 10-096 古川　泰司 感染症心内膜炎に関する7大学共同研究 平成22年12月16日

414 09-015-3 渡邉　聡明 局所進行直腸癌に対するTS-1/CPT-11併用術前化学放射線療法の臨床第Ⅰ相試験 平成22年12月20日

415 10-057-2 松永　直久 多剤耐性アシネトバクターおよび多剤耐性緑膿菌感染症に対するコリスチンの有用性の研究 平成22年12月22日

416 10-074 高尾　昌人 足部骨切り術後のvitaminK2製剤投与が骨癒合に及ぼす影響に関する研究 平成22年12月22日

417 10-075 篠田　啓 液晶ディスプレイを用いた視覚誘発電位記録 平成22年12月22日

418 10-079 吉村　達也 気管支ブロッカーを用いた分離肺換気における笑気の効果 平成22年12月22日

419 10-088 大田　健 アレルギー性気道炎症における気道構成細胞の役割 平成22年12月22日

420 10-099 福島　亮治
S-1を用いた術後補助化学療法施行後の再発胃癌を対象としたS-1+cisplatin(SP)併用療法の有効性
レトロスペクティブデータ統合解析

平成22年12月24日

421 10-076 堀江　重郎 低強度対外衝撃波ED1000によるED治療効果の検討 平成22年12月27日

422 10-081 江口　研二
高齢者進行非小細胞肺癌に対するDocetaxel/Bevacizumab併用療法の検討-Feasibility study-
(TORG1014)

平成22年12月27日

423 10-090 森川　亘 急性期呼吸不全の呼吸理学療法の有用性の検討 平成22年12月27日

424 10-108 川村　雅文 呼吸器外科手術の各種登録および予後調査 平成23年1月12日

425 10-078 西谷　肇
抗MRSA薬アルベカシンの血中濃度ピーク15～20㎍/mlに設定した用法・用量における有用性の検討
（呼吸器領域）実施計画書

平成23年1月13日

426 10-082 菊池　健太郎 原発性胆汁性肝硬変患者の脾臓におけるIgM産生細胞の検討 平成23年1月13日

427 10-087 菊地　陽
IRDF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術時期の決定と、段階的に強度を強める化学療法によ
る、神経芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験

平成23年1月13日

428 10-109 菊地　陽
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に関する多施設共同第Ⅱ相

臨床試験
平成23年1月13日

429 10-110 菊地　陽
乳児白血病における白血病幹細胞の同定　－乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層

別化治療の有効性に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験(JPLSG MLL-10)付随研究－
平成23年1月13日

430 08-089-2 渡邉　聡明
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

平成23年1月14日

431 10-100 古川　泰司
動脈硬化性血管障害診療指標としての内皮依存血流介在上腕動脈拡張反応検査の確立

研究A:冠動脈疾患例における予後予測指標の証明
平成23年1月18日

432 10-101 古川　泰司
動脈硬化性血管障害診療指標としての内皮依存血流介在上腕動脈拡張反応検査の確立
研究B:臓器障害進展予測指標の証明

平成23年1月18日
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433 10-105 高尾　昌人 機能的不安定性を有する足関節の3次元的動作解析 平成23年1月18日

434 10-106 高尾　昌人 長距離走者に対する過回内足矯正の効果について 平成23年1月18日

435 10-112 古川　泰司 日中安静仰臥時の無呼吸検出における簡易無呼吸検査装置の機種間比較 平成23年1月27日

436 10-083 山田理恵子 Air-Q™、Fastrach™を用いた気管挿管の容易さの比較 平成23年2月1日

437 10-114 井上　まり子 雇用形態別の労働者の健康と生活習慣に関する研究 平成23年2月1日

438 07-047-5 堀江　重郎 腎細胞癌の転移巣を切除した患者の予後と予後因子の検討 平成23年2月2日

439 10-097 堀江　重郎 多発性嚢胞腎(PKD)のBiomarker探索研究 平成23年2月2日

440 10-102 前田　朝美 血管内皮機能検査と食後高脂血症との関連性の研究 平成23年2月2日

441 10-116 堀江　重郎 腎細胞癌の転移巣を切除した患者の予後と予後因子の検討 平成23年2月3日

442 07-104-2 斧　康雄 感染症患者および易感染性宿主の食細胞機能の解析 平成23年2月8日

443 09-120-3 江口　研二
未治療高齢者の非扁平上皮型非小細胞肺癌に対するペメトレキセド単剤化学療法の臨床第Ⅱ相試

験
平成23年2月8日

444 10-086 浜市　修嘉 高度アルツハイマー型認知症に対するdonepezil10mgの投与による認知機能変化の検討 平成23年2月8日

445 10-117 多湖　正夫 ガリウムシンチグラフィにおける胃集積の評価のための発泡剤負荷の有用性の検討 平成23年2月9日

446 10-118 福島　亮治
切除不能高度進行胃癌に対する化学療法奏効後のサルベージ手術の有効性に関する前向きコホー
ト研究

平成23年2月9日

447 10-107 川村　雅文 呼吸器外科手術後の肋間神経痛に対する治療法の臨床検討 平成23年2月10日

448 10-050-2 原　眞純

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによるLDL-C低下療法（通常治療
／強化治療）の比較研究

EMPATHY

Standard versus IntEnsive Statin Therapy for HypercholesteroleMic Patients with DiAbetic

平成23年2月14日

449 10-098 中根　一 認知症の早期診断、鑑別における脳波解析の有効性の検討 平成23年2月14日

450 10-103 中根　一 腰部くも膜下腔・硬膜外短絡術の安全性ならびに臨床的有効性の評価試験 平成23年2月14日

451 10-111 江口　研二
上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異陰性の再発・進行非小細胞肺癌に対するerlotinib/S-1併用
療法の有効性と安全性の検討－第Ⅱ相試験－(TORG0913)

平成23年2月16日

452 10-068-2 江藤　一弘
1,5-AG値、グリコアルブミン値およびHbA1c値を用いた選択的DPP-4阻害薬の有用性の検討（北町

STUDY）
平成23年2月18日

453 10-104 児玉　浩子 乳児におけるガラクトオリゴ糖の効果検証試験 平成23年2月18日

454 09-122-3 渡邉　聡明
大腸癌肝転移(H2,H3)に対するmFOLFOX6+BV(bevacizumab)療法後肝切除の有効性と安全性の検
討

平成23年2月23日

455 10-121 菊地　陽
横紋筋肉腫低リスクA群患者に対する短期間VAC1.2療法の有効性および安全性の評価　第Ⅱ相臨

床試験
平成23年2月26日

456 10-122 菊地　陽
横紋筋肉腫低リスクB群患者におけるVAC2.2/VA療法の有効性および安全性の評価　第Ⅱ相臨床
試験

平成23年2月26日
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457 10-124 一色　高明
冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂質低下療法のラン

ダム化比較試験[REAL-CAD]
平成23年2月26日

458 10-115 赤羽　晃寿 実地臨床下におけるolanzapine単剤治療の治療継続率および中止理由に関する探索的研究 平成23年3月4日

459 10-119 渡邉聡明
直腸癌に対する術前放射線療法の効果と放射線照射による白血球アポトーシスの相関に関する研

究
平成23年3月4日

460 08-146-3 堀江　重郎
植物エキス製剤（エビプロスタット配合錠DB）による唾液テストステロン値ならびに生活の質への作用
の検討

平成23年3月9日

461 09-030-2 渡邉　聡明
治癒切除結腸癌(StageⅢ)を対象としたフッ化ピリミジン系薬剤を用いた術後補助化学療法の個別化

治療に関するコホート研究
平成23年3月15日

462 09-071-3 堀江　重郎 多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKDレジストリー研究） 平成23年3月15日

463 07-061-7 寺本　民生 2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化比較試験 平成23年3月16日

464 10-128 一色　高明
実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステント(BES)とエベロリムス溶出性ステント(EES)の有効性お

よび安全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験
平成23年3月16日

465 10-129 福島　亮治
胃がん化学療法に起因する口腔粘膜炎に対する半夏瀉心湯の有効性を検討する二重盲検無作為
化比較第Ⅱ相臨床試験

平成23年3月16日

466 10-130 福島　亮治
腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法／S-1＋シスプラチン併

用療法による第Ⅲ相臨床試験
平成23年3月16日

467 10-132 井上　和男
組織改革（吸収合併）が従業員の心身に与える影響に関する研究（科学研究費補助金事業　課題番

号21590649）
平成23年3月22日

468 10-133 上妻　謙
新世代エベロリムス溶出ステントを用いた保護されていない左冠動脈主幹部病変に対する経皮的冠
動脈インターベンションによる多施設共同プロスペクティブレジストリー(J-LESSON)

平成23年3月24日

469 09-040-2
滝川　一

佐野　圭二

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設共同ランダム化並行群

間比較試験
Efficacy of Surgery vs. Radio Frequency ablation(RFA) on primary hepatocellular carcinoma: a

multicenter randomized controlled trial (SURF-RCT)

平成23年3月28日

470 09-041-2
滝川　一
佐野　圭二

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向きコホート研究
Efficacy of Surgery vs. Radio Frequency ablation(RFA) on primary hepatocellular carcinoma: a

prospective cohort study (SURF-cohort)

平成23年3月28日

471 10-120 菊地　陽 高リスク神経芽腫に対する遅延局所療法　第Ⅱ相臨床試験 平成23年3月28日

472 09-077-2 内田　俊也
アルブミン尿を有する高血圧患者におけるレニン・アンジオテンシン系抑制薬投与を中心とした通常

療法に対するエプレレノン併用の優位性を検証する臨床試験
平成23年3月30日

473 10-131 菊地　陽 一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する多施設共同観察研究 平成23年3月30日

474 10-137 渡邉　聡明
切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのFOLFOXまたはFOLFIRI＋panitumumab併用

療法の有効性・安全性に関する検討－第Ⅱ相試験－
平成23年3月30日

475 10-123 菊地　陽 新規血友病患者のデータベース構築によるコホート研究 平成23年3月31日

476 10-138 川村雅文 葉切非耐容症例の臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対する縮小肺切除の多施設前向き研究 平成23年3月31日
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