
No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

1 10-021-2 外科学講座 松田圭二

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24年4月7日

2 11-129 内科学講座 田中　篤
Ｃ型慢性肝炎に対するPEG-IFNα-2b+Ribavirin+Telaprevir併用療法の前
向き多施設共同コホート研究

平成24年4月7日

3 11-130 精神神経科学講座 赤羽晃寿 アルツハイマー型認知症におけるFASTとVSRADの相関性に関する検討 平成24年4月7日

4 11-131 整形外科学講座 阿部哲士
JCOG0905「骨肉腫術後補助化学療法におけるIfosfamide併用の効果に関
するランダム化比較試験」の附随研究：「化学療法を施行した骨肉腫例に

おける効果予測因子および予後因子に関する探索的研究」

平成24年4月7日

5 12-001 内科学講座 秋山　暢
急性骨髄性白血病における微小残存白血病(MRD)としてのWT1遺伝子発

現量測定の有用性の検討
平成24年4月12日

6 12-002 外科学講座 佐野圭二
進行肝細胞癌を対象としたソラフェニブとシスプラチン肝動注の併用療法と

ソラフェニブ単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験
平成24年4月12日

7 12-003 小児科学講座 菊地　陽
「小児がん長期ケア事業」（シームレスな地域連携医療・どこでもMY病院構
想による小児がん患者の生涯にわたるQOL向上に向けた実証事業）

平成24年4月18日

8 12-004 内科学講座 一色高明

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)　サブスタディA：CYP2C19遺伝
子多型の頻度および予後との関連について

平成24年4月19日

9 12-005 内科学講座 住本秀敏
H.pylori除菌によるMALTリンパ腫の治癒機構の解明と治療反応性予測に
有用な新規バイオマーカーの開発

平成24年4月19日

10 11-119 内科学講座 江口研二

Oxaliplatin,bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応のKRAS野生型進

行・再発結腸・直腸癌に対するFOLFIRI+Panitumumab(Pmab)併用療法vs

FOLFIRI+BV併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

平成24年4月20日

11 11-124 泌尿器科学講座 堀江重郎 「ADPKD患者を対象とした肝囊胞に関するQOL調査」 平成24年4月20日

12 11-123 外科学講座 福島亮治 無脂肪・無残渣流動食の周術期（術前）における有用性に関する研究 平成24年4月24日

13 12-007 整形外科学講座 阿部哲士

骨軟部肉腫治療研究会(JMOG:Japanese Musculoskeletal Oncology

Group)　多施設共同臨床試験　本邦の骨軟部肉腫患者における　静脈血
栓塞栓症の発生頻度と予測因子に関する前向き観察研究(Venous

thromboembolism cohort study for sarcoma:VTECS)

平成24年4月24日

14 11-120 内科学講座 江口研二

Oxaliplatin,bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応のKRAS野生型進
行・再発結腸・直腸癌に対するFOLFIRI+Panitumumab(Pmab)併用療法vs

FOLFIRI+BV併用療法のランダム化第Ⅱ相試験及び治療感受性・予後予

測因子の探索的研究

平成24年4月25日

15 11-121 内科学講座 田中　篤 硬化性胆管炎に関する後ろ向き多施設共同コホート研究 平成24年4月25日

16 10-077-2 外科学講座 松田圭二
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24年4月28日

17 11-054-2 内科学講座 興野寛幸
リアルワールドの日本人患者におけるEndeavor ZESを用いる治療後の

DAPTの至適実施期間の検討：前向き多施設共同試験(OPERA Study)
平成24年4月28日

18 12-008 内科学講座 白崎良輔 発熱性好中球減少症に関する予後因子の解明と新たなIndexの作成 平成24年4月28日

19 12-009 内科学講座 山川　健
ペースメーカ患者フォローアップにおける遠隔モニタリングと定期通院の有

効性と安全性の比較（atHome研究）
平成24年4月28日

20 12-010 神経内科学講座 園生雅弘
糖尿病性ニューロパチーと手根管症候群の電気生理的所見に関する後ろ
向き観察研究

平成24年4月28日

21 12-011 臨床検査医学 古川泰司 心肺停止状態における末梢血リンパ球の特徴 平成24年4月28日
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1 11-113 泌尿器科学講座 堀江重郎
進行性腎細胞癌における予後不良患者を対象としたテムスロリムスの循

環腫瘍細胞(CTCs)に対する検討試験
平成24年5月7日

2 11-118 外科学講座 福島亮治
HER2陽性・65歳以上の進行再発胃癌に対するティーエスワン＋トラスツズ
マブ併用療法の第Ⅱ相試験

平成24年5月7日

3 12-012 内科学講座 川杉和夫 日本におけるVTE（静脈血栓塞栓症）治療に関する疫学調査 平成24年5月8日

4 12-013 衛生学公衆衛生学講座 矢野榮二 大人数の授業での学生の授業参加を促すための発言制度の開発 平成24年5月8日

5 12-006 内科学講座 内田俊也

高血圧症合併CKD患者に対するARBと利尿薬併用療法が降圧効果と尿酸

代謝に及ぼす影響に関する検討　－利尿薬連日投与と隔日投与の比較－

Intermittent removal of thiazaide diuretics for treatment of hypertension
in CKD patients study (INTERVAL study)

平成24年5月16日

6 07-021-2 内科学講座 滝川　一
肝内胆汁うっ滞、胆道ドレナージ中の減黄不応例および黄疸のある肝硬変

患者に対するフェニルブチレートの治療効果の検討
平成24年5月22日

7 07-095-2 小児科学講座 小川英伸 Menkes病患者のヒスチジン銅治療の有効性に関する調査 平成24年5月22日

8 08-114-2 小児科学講座 小川英伸
Menkes病・occipital horn症候群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24年5月22日

9 11-104-2 衛生学公衆衛生学講座 矢野榮二
ATSIM質問票による医療系学生の社会意識の評価－公衆衛生学の実習

と講義の前後比較－
平成24年5月22日

10 12-014 小児科学講座 小川英伸 先天性銅代謝異常症（Menkes病、Wilson病）の遺伝子診断・生化学的診断 平成24年5月22日

11 12-015 微生物学講座 菊地弘敏 ベーチェット病の発症における自然免疫の関与に関する研究 平成24年5月22日

12 12-016 内科学講座 山本貴嗣 日本の大腸憩室炎に関する研究－多施設共同前向き観察研究－ 平成24年5月22日

13 10-137-3 外科学講座 松田圭二

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24年5月23日

14 12-017
医療技術学部

スポーツ医療学科
蛭間栄介 全身振動トレーニングが高齢者の筋機能・体力向上に及ぼす効果の検討 平成24年5月23日

15 08-019-3 内科学講座 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24年5月28日

16 09-027-3 内科学講座 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24年5月28日

17 11-012-3 内科学講座 江口研二
Cisplatinを含む高度催吐性化学療法施行時の嘔吐に対するGranisetron

1mgとPalonosetron0.75㎎の二重盲検ランダム化比較試験(TRIPLE)
平成24年5月28日
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1 09-080-4 内科学講座 鈴木伸明

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

平成24年6月2日

2 12-019 病理学講座 熊谷有紗 肝細胞癌における核内胆汁酸レセプターの発現に関する研究 平成24年6月2日

3 12-020 内科学講座 山本貴嗣 経口抗凝固薬ダビガトランの消化管副作用について 平成24年6月2日

4 12-021 内科学講座 山本貴嗣
プロトンポンプ阻害薬治療抵抗性胃食道逆流症症例に対するラベプラゾー
ル倍量分割投与の有用性について

平成24年6月2日

5 09-009-2 産婦人科学講座 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24年6月5日

6 12-022 内科学講座 山本貴嗣 上部消化管疾患の症状およびQOL尺度の開発についての研究 平成24年6月8日

7 12-023 内科学講座 一色高明
薬剤溶出性ステント留置後のfractional flow reserve(FFR)・冠動脈内圧引
き抜き測定による予後予測（前向き研究）

平成24年6月11日

8 12-024
医学部附属病院

中央検査部
古川泰司 STAシリーズ用ヘキサメイトDダイマー試薬の基礎的検討（参考基準範囲） 平成24年6月11日

9 12-025
ちば総合医療センター
神経内科

尾野精一
筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の皮膚におけるtumor necrosis factor-α
(TNF-α)の免疫組織学的研究

平成24年6月11日

10 12-026
ちば総合医療センター

神経内科
尾野精一

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の皮膚におけるfused in sarcoma(FUS)の

免疫組織学的研究
平成24年6月11日

11 12-027
ちば総合医療センター

神経内科
尾野精一

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の皮膚におけるangiogeninの免疫組織学

的研究
平成24年6月11日

12 12-028
ちば総合医療センター
神経内科

尾野精一
紀伊半島筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の皮膚における膠原線維の生化
学的研究

平成24年6月11日

13 12-030 医療情報システム研究センター 中田善規 手術医療の効率性に関する研究 平成24年6月18日

14 12-031 小児科学講座 菊地　陽
小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)に対するリスク別臨床研究実施計
画書　LCH-12

平成24年6月18日

15 10-061-3 内科学講座 江口研二

上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon 19 deletionまたはExon 21 point
mutation）がない、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24年6月21日

16 12-032 整形外科学講座 宮本　亘
骨囊腫形成を伴う距骨滑車骨軟骨損傷に対する逆行性海綿骨柱移植術
の治療成績

平成24年6月21日

17 12-033 整形外科学講座 宮本　亘 足底腱膜炎に対する鏡視下手術の有用性：Deep-Fascial Approachの適用 平成24年6月21日

18 12-036 形成・口腔顎顔面外科学講座 田邉陽子 出血性素因が口腔内出血に及ぼす影響－救急外来受診症例について－ 平成24年6月26日

19 12-037 整形外科学講座 宮本　亘
アスリートにおける陳旧性足関節外側靭損傷に対する半切薄筋腱を用い

た靭帯再建術と早期リハビリテーションの有効性
平成24年6月26日
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1 09-026-6 内科学講座 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24年7月4日

2 11-011-2 内科学講座 久山　泰
胃瘻患者における半固形栄養剤投与が胃排出や血糖及びホルモン分泌
に与える影響について

平成24年7月4日

3 11-082-2 整形外科学講座 中村　茂 寛骨臼関節唇の病理組織像とMRI所見 平成24年7月4日

4 12-038
ちば総合医療センター
泌尿器科

納谷幸男
根治切除不能または転移性の肝細胞癌患者に対する1st line TKI療法不
応後のエベロリムスの有効性および安全性の検討－多施設共同第Ⅱ相試

験－

平成24年7月5日

5 12-040 生化学講座 岡崎具樹 ヒト副甲状腺ホルモン(PTH)の組織特異的発現機構の解明 平成24年7月10日

6 12-041 内科学講座 山本貴嗣
胃食道逆流症(GERD)治療実態調査－プロトンポンプ阻害薬(PPI)治療への

反応性とその要因を探る－
平成24年7月10日

7 11-080-3 内科学講座 江藤一弘
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

平成24年7月11日

8 12-042
ちば総合医療センター

外科
幸田圭史

KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法

mFOLFOX6と周術期化学療法mFOLFOX6+セツキシマブの第Ⅲ相ランダム
化比較試験

平成24年7月17日

9 12-043
ちば総合医療センター
外科

村田聡一郎
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有
用性に関する研究

平成24年7月17日

10 12-044 内科学講座 久山　泰 Clostridium difficile 腸炎と胃酸分泌抑制薬の関連について 平成24年7月17日

11 08-056-2 内科学講座 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24年7月24日

12 12-045 薬学部 山下　純
遺伝性痙性対麻痺(Hereditary Spastic Paraplegia:HSP)の原因遺伝子産物
の機能の解析

平成24年7月24日

13 12-046 眼科学講座 根本裕次
Marin Amat症候群（顔面神経麻痺後異常連合運動）のボツリヌス毒素療法

と閉瞼筋力との関連に関する後ろ向き研究
平成24年7月24日

14 12-047 泌尿器科学講座 堀江重郎
尿路上皮癌に対する化学療法における治療前腎機能評価法に関する多
施設観察研究

平成24年7月24日

15 12-018 形成・口腔顎顔面外科学講座 山岡尚世
ヒトの脂肪組織および胎盤より抽出したコラーゲンの分離精製に関する研

究
平成24年7月25日

16 12-048 外科学講座 三浦文彦 急性胆管炎診療における血清プロカルシトニン濃度測定の有用性の検討 平成24年7月25日

17 09-124-2 外科学講座 石原聡一郎 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24年7月31日

18 10-036-2 内科学講座 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24年7月31日

19 12-049
医学部附属溝口病院
産婦人科

川名　尚
BioPlex2200システムによる単純ヘルペスウイルス1型または2型に対する
IgG抗体測定の評価

平成24年7月31日

20 12-050
ちば総合医療センター

小児科
太田節雄

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の

実施可能性とその有用性を探索するパイロット試験　AML-D11
平成24年7月31日

21 12-051 大学院公衆衛生学研究 矢野榮二 病院に勤務する看護師の交代勤務経験年数における健康障害への影響 平成24年7月31日
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No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

1 12-052 内科学講座 藤森　新
病型分類別　痛風・高尿酸血症患者におけるフェブキソスタットの血清尿酸

降下作用の検討
平成24年8月2日

2 11-066-3 泌尿器科学講座 武藤　智
常染色体優性多発性囊胞腎(ADPKD)患者を対象とした疾患進行の速度，
特性及び決定因子を明らかにする多施設共同，長期的，観察研究

平成24年8月7日

3 12-029 神経内科学講座 園生雅弘 時計の読み描き能力についての研究 平成24年8月9日

4 12-038
ちば総合医療センター
第三内科学講座

井上大輔
2型糖尿病とそれに関連する骨粗鬆症に対するDPP-4阻害薬の効果の検
討

平成24年8月9日

5 12-053 眼科学講座 篠田　啓 網脈絡膜・視神経疾患に対する眼底構造と視機能の検討 平成24年8月9日

6 12-054 泌尿器科学講座 堀江重郎
根治手術が実施された上部尿路癌におけるリンパ節郭清術の意義と術後

の膀胱再発に関する調査研究(JCOG 1110-A)
平成24年8月9日

7 12-055
医学部附属溝口病院
整形外科

西良浩一 脊椎靭帯マトリクスの加齢性変化に対する研究 平成24年8月9日

8 12-034 内科学講座 住本秀敏 ベバシズマブの抗腫瘍活性を規定する新規バイオマーカーの検索 平成24年8月13日

9 12-056 整形外科学講座 中村　茂 JHEQによる人工股関節置換術の評価 平成24年8月14日

10 12-057 医療共通教育センター 井上真智子
離島診療所における医療サービスの現状および医師の勤務に関する意識

調査
平成24年8月14日

11 12-060
ちば総合医療センター

精神神経科
白山幸彦 核磁気共鳴装置を用いたうつ病患者の海馬および扁桃体の研究 平成24年8月20日

12 12-061 内科学講座 藤森　新 糖尿病患者の社会生活における心理的ストレスに関する研究 平成24年8月20日

13 12-062 内科学講座 横山直之
冠血行再建術による心血管イベントリスクの減少効果を負荷心筋血流

SPECTを用いた虚血量定量で評価するための調査研究(J-ACCESS Ⅳ)
平成24年8月21日

14 12-063
医学部附属病院
看護部

土谷明子
地震災害時の災害拠点病院の機能　帝京大学医学部附属病院における
災害時の役割と機能の考察

平成24年8月21日

15 11-119-2 内科学講座 江口研二

Oxaliplatin,bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応のKRAS野生型進

行・再発結腸・直腸癌に対するFOLFIRI+Panitumumab(Pmab)併用療法vs

FOLFIRI+BV併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

平成24年8月24日

16 11-120-2 内科学講座 江口研二

Oxaliplatin,bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応のKRAS野生型進

行・再発結腸・直腸癌に対するFOLFIRI+Panitumumab(Pmab)併用療法vs
FOLFIRI+BV併用療法のランダム化第Ⅱ相試験及び治療感受性・予後予

測因子の探索的研究

平成24年8月24日

17 12-064 外科学講座 橋口陽二郎
KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法
mFOLFOX6と周術期化学療法mFOLFOX6＋セツキシマブの第Ⅲ相ランダ

ム化比較試験

平成24年8月24日

18 12-065 眼科学講座 寺内　岳 白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究 平成24年8月24日

19 12-066 内科学講座 興野寛幸
急性冠症候群の末梢塞栓ハイリスク患者へのフィルター型血栓異物除去

カテーテル(FILTRAP™)の有用性の検討(The VAMPIRE 3 Study)
平成24年8月25日

20 12-067 外科学講座 福島亮治 胃癌周術期の栄養管理についての調査研究 平成24年8月28日

21 12-068
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
村川裕二

待機的PCI施行患者におけるシタグリプチンによる抗動脈硬化作用の検討

Trial of Atheroma Regression Evaluated with Integrated Backscatter
Intravascular Ultrasound by administering Sitagliptin.(TRUST Study)

平成24年8月28日

22 12-069 大学院公衆衛生学研究科 松本祥子
ジェンダー不平等の非感染性疾患に対する集合的インパクトを探る－ジェ
ンダー不平等指数を使用した生態学的研究－

平成24年8月28日

23 12-070 大学院公衆衛生学研究科 高木晴良 染色体異常児の予後に影響を及ぼす心疾患の調査研究 平成24年8月31日
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No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

1 12-071 衛生学公衆衛生学講座 野村恭子
女性医師・看護師のキャリア構築ならびに継続就労を可能にするための職

場環境の尺度（チェックリスト）開発
平成24年9月1日

2 12-072 病理学講座 副島友莉恵 肝細胞腺腫の新しい亜型の特徴とOATP1B3の発現 平成24年9月1日

3 12-074 外科学講座 橋口陽二郎

切除不能または困難な肝移転を有するKRAS野生型大腸癌を対象とした

mFOLFOX6＋セツキシマブ導入化学療法後における肝転移R0切除率・安
全性の検討

平成24年9月6日

4 10-133-2 内科学講座 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24年9月8日

5 12-075 外科学講座 橋口陽二郎

StageⅢ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療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤およびオキ

サリプラチ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
付随研究

平成24年9月8日

6 12-076 薬学部 細山田　真 COL4A5 遺伝子解析実施体制の確立 平成24年9月10日

7 09-081-2 外科学講座 飯沼久恵
微量癌細胞およびマイクロRNAを介した癌転移カスケードの解明と臨床的
意義の検討

平成24年9月12日

8 12-077 放射線科学講座 山本麻子
3T-MRIT1強調画像における下垂体中間部信号変化の出現頻度について

の検討
平成24年9月12日

9 11-003-2 内科学講座 山口正雄 鼻炎合併喘息患者におけるQOLに関する観察研究 平成24年9月13日

10 11-016-3 内科学講座 山口正雄
ICS非吸入の気管支喘息患者におけるICS/LABA配合剤による介入の意
義の検証(EVidence fOr Leading Updated Treatment using ICS/LABA

cOmbinatioN:EVOLUTION Study)

平成24年9月13日

11 12-078 薬学部 横山和明 ペルオキシソーム病で蓄積する異常脂質の構造と代謝に関する解析 平成24年9月24日

12 12-079 大学院公衆衛生学研究科 山本秀樹 石巻市における津波災害における在宅被災者の健康・生活調査 平成24年9月24日

13 12-080 整形外科学講座 平林　茂 前足部の高さの相違による胸腰椎移行部と腰椎の椎体傾斜角の変化 平成24年9月24日

14 12-081 薬学部 厚味厳一
ヒト臍帯血管静脈血管内皮細胞(HUVEC)から知るヒトの体内環境と疾患と

の関係性の解明に向けた基礎的研究
平成24年9月29日
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No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

1 12-082
ちば総合医療センター

小児科
太田節雄

小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)に対するリスク別臨床研究LCH-

12
平成24年10月2日

2 12-083 薬学部 齋藤百枝美 薬剤師の精神疾患患者に対する偏見についての意識調査 平成24年10月2日

3 11-066-4 泌尿器科学講座 武藤　智
常染色体優性多発性囊胞腎(ADPKD)患者を対象とした疾患進行の速度，

特性及び決定因子を明らかにする多施設共同，長期的，観察研究
平成24年10月10日

4 11-097-3 整形外科学講座 渡部欣忍
脛骨の開放骨折又は粉砕骨折に対する低出力超音波パルス治療効果に
関する研究

平成24年10月10日

5 12-084
ちば総合医療センター

第三内科学講座
本間敏明 鼻炎合併喘息患者におけるQOLに関する観察研究 平成24年10月10日

6 12-085
ちば総合医療センター

外科
幸田圭史

StageⅢ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療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤およびオキ
サリプラチ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24年10月10日

7 12-086
ちば総合医療センター
外科

幸田圭史

StageⅢ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療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤およびオキ
サリプラチ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（付

随研究）

平成24年10月10日

8 12-087
ちば総合医療センター
小児科

太田節雄
J-HIS「第Ⅷ因子、第Ⅸ因子製剤のインヒビター発生に関する研究」
J-HIS2「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24年10月10日

9 12-088 外科学講座 橋口陽二郎

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の1次治療におけるケモカイン・

レセプター(CXCR4)による治療反応性の検討≪オープンラベル・無作為割
付／4群間比較試験≫

平成24年10月10日

10 12-089
ちば総合医療センター
外科

幸田圭史
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者に対するCapeOX間欠投与
＋ベバシズマブ(BV)療法多施設共同第Ⅱ相臨床試験

平成24年10月10日

11 12-073 皮膚科学講座 大西誉光 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　－皮膚科領域感染症－ 平成24年10月15日

12 12-091 内科学講座 内田俊也

第3期慢性腎臓病を伴う高尿酸血症患者を対象としたフェブキソスタット製

剤の腎機能低下抑制効果に関する多施設共同、プラセボ対照、二重盲
検、ランダム化並行群間比較試験

平成24年10月15日

13 12-092 内科学講座 内田俊也
ネフローゼ症候群患者血清における新規バイオマーカー測定に関する研
究（多施設共同横断研究）

平成24年10月15日

14 12-093 内科学講座 内田俊也
ダルベポエチンアルファによる非糖尿病性慢性腎疾患患者の透析導入延

長効果に関する検討(PREDICT)
平成24年10月15日

15 12-094 整形外科学講座 中村　茂
人工股関節全置換術におけるAquala®ライナーの有効性と安全性を評価
する多施設共同研究

平成24年10月15日

16 12-095 小児科学講座 菊地　陽 東京都チャイルドデスレビュー2012年パイロットスタディ 平成24年10月16日

17 12-097 内科学講座 太田康男 CCR5阻害剤maravirocを含む抗HIV療法の治療成績および副作用の解析 平成24年10月16日

18 12-058
ちば総合医療センター
泌尿器科

納谷幸男
男性の前立腺肥大症の治療後に過活動膀胱症状を認める患者に対して
QOLを含めた選択的β3アドレナリン受容体作動薬及び抗コリン作動薬投

与による臨床効果の検討

平成24年10月17日

19 12-059
ちば総合医療センター

泌尿器科
納谷幸男

女性の過活動膀胱に対するQOLを含めた選択的β3アドレナリン受容体作

動薬及び抗コリン作動薬投与による臨床効果の検討
平成24年10月17日

20 12-098
医療技術学部
診療放射線学科

小林毅範 適応放射線治療に向けた非剛体画像位置合わせ込み法の開発 平成24年10月17日

21 11-080-4 内科学講座 江藤一弘
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
平成24年10月20日

22 12-100
ちば総合医療センター

外科
幸田圭史

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌における2次治療XELIRI（ゼリイ

リ）＋ベバシズマブ療法第Ⅱ相臨床試験
平成24年10月20日

23 12-101 内科学講座 一色高明 VerifyNow Aspirin及びVerifyNow P2Y12による血小板機能検査法の検討 平成24年10月20日
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24 12-102
医学部附属溝口病院

外科
奥村武弘

Oxaliplatinが本邦に導入された後の大腸癌肺転移症例に対する肺転移切

除の意義を検討する多施設共同後ろ向き臨床研究
平成24年10月20日

25 12-103 大学院公衆衛生学研究科 山本秀樹
5S-KAIZEN-TQM導入病院における5S実施率と職員満足度・モチベーショ
ン調査－ウガンダ公立病院の事例

平成24年10月24日

26 12-104 大学院医学研究科 槙村浩一 乳児脂漏性皮膚炎におけるマラセチアの新規解析同定法に関する研究 平成24年10月24日

27 12-105 大学院公衆衛生学研究科 岩永正子 障害者病棟における入院期間に影響を及ぼす因子の検討 平成24年10月24日

28 12-106
医学部附属溝口病院

神経内科
黒川隆史 一次性頭痛における線維筋痛症圧痛点を用いた疼痛過敏症の評価 平成24年10月24日

29 12-107
医学部附属溝口病院

神経内科
黒岩義之 プリオン病の診断・治療に関する臨床研究 平成24年10月24日

30 10-032-4 内科学講座 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24年10月31日

31 12-108 内科学講座 内田俊也 IgA腎症の治療法と予後との関連に関する後方視的な多施設大規模研究 平成24年10月31日
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1 10-050-4
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
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 RetinopaTHY

平成24年11月6日

2 11-701 内科学講座 江口研二 内科DNARシート試行 平成24年11月6日

3 12-110
ちば総合医療センター
小児科

太田節雄 パリビズマブとワクチン同時接種に関する安全性調査 平成24年11月6日

4 12-111 臨床検査医学 古川泰司 心房細動検出におけるホルター心電図の有用性 平成24年11月6日

5 12-112 内科学講座 内田俊也
ANCA関連血管炎の治療における血漿交換およびグルココルチコイド投
与：多施設共同ランダム化比較試験

平成24年11月6日

6 12-113
ちば総合医療センター

外科
幸田圭史

EGFR陽性及びKRAS codon G13Dの進行・再発の結腸・直腸癌に対する

BSC(Best Supportive Care)とCetuximab(Erbitux)と

Irinotecan+Cetuximab(Erbitux)併用療法のランダム化比較第Ⅱ相試験

平成24年11月6日

7 12-115 外科学講座 橋口陽二郎 切除不能な大腸癌症例におけるセツキシマブを含む一次治療の観察研究 平成24年11月7日

8 10-057-3
医学部附属病院
感染制御部

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24年11月13日

9 12-070-2 大学院公衆衛生学研究科 高木晴良 染色体異常児の予後に影響を及ぼす心疾患の調査研究 平成24年11月13日

10 12-116 大学院公衆衛生学研究科 高木晴良 ダウン症候群の身体発育曲線グラフソフトの開発 平成24年11月13日

11 12-118 病理学講座 宇於崎　宏 消化管癌における核内蛋白異常の解明 平成24年11月13日

12 12-078-2 薬学部 横山和明 ペルオキシソーム病で蓄積する異常脂質の構造と代謝に関する解析 平成24年11月19日

13 12-060-2
ちば総合医療センター
精神神経科

白山幸彦 核磁気共鳴装置を用いたうつ病患者の前頭葉、海馬および扁桃体の研究 平成24年11月21日

14 12-103-2 大学院公衆衛生学研究科 山本秀樹
5S-KAIZEN-TQM導入病院における5S実施率と職員満足度・モチベーショ

ン調査－ウガンダ公立病院の事例
平成24年11月21日

15 12-121 神経内科学講座 園生雅弘 運動ニューロン疾患患者における筋電図検査所見の多施設共同研究 平成24年11月21日

16 12-122
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
筒井健太

腎機能の低下した非代償性心不全患者に対するトルバプタンの有用性に

関する検討 Kanagawa Aquaresis Ingestigators Trial of Tolvaptan on Heart

Failure Patients with Renal Impairment (K-STAR)

平成24年11月21日

17 12-090 内科学講座 内田俊也
高尿酸血症を有する血液透析患者におけるフェブキソスタットの薬物動態

および有効性・認容性の検討
平成24年11月22日

18 12-101-2 内科学講座 一色高明 VerifyNow Aspirin及びVerifyNow P2Y12による血小板機能検査法の検討 平成24年11月27日

19 12-096 薬学部 土屋雅勇
知覚・痛覚定量分析装置(Pain Vision)を用いた外用鎮痛薬製剤における鎮

痛効果の比較に関する研究
平成24年11月29日

20 12-123 外科学講座 飯沼久恵 癌の再発・転移に関するnon-codingRNAの同定とその機序の解明 平成24年11月30日

21 12-124 内科学講座 上妻　謙
トロポニン陽性ACSにおける治療の現状とその効果の実態調査(NCVC-

AMI)
平成24年11月30日
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1 12-125 衛生学公衆衛生学講座 野村恭子 女性医師・研究者アンケート調査 平成24年12月4日

2 12-126
医療技術学部
看護学科

上野公子
高齢者看護学における施設実習で学生が遭遇する困惑－カンファレンス
のレジュメタイトルの分析から－

平成24年12月4日

3 12-127
医療技術学部

看護学科
高田由美

学生の自主性の違いによるシャドウイング実習形態の学習効果－「看護の

統合と実践実習」の実習方法の検討のために－
平成24年12月4日

4 10-135-3 内科学講座 江口研二
扁平上皮がんを除く進行非小細胞肺がんに対するベバシズマブを含むプ
ラチナ併用療法施行後の増悪例における、ドセタキセル＋ベバシズマブ併

用療法とドセタキセル単剤療法の無作為化第Ⅱ相試験(WJOG5910L)

平成24年12月7日

5 12-128 生化学講座 前場良太
血液透析患者における酸化ストレスマーカーとしての血清プラスマローゲ

ンの有用性およびビタミンE固定化ポリスルホン膜(VPS)の抗酸化能の検討
平成24年12月7日

6 12-129 内科学講座 有賀悦子
終末期癌患者の倦怠感および食欲不振におけるコルチコステロイド治療の

有効性と有害事象を予測する因子に関するコホート研究
平成24年12月7日

7 12-130 内科学講座 有賀悦子
進行がん患者の発熱における腫瘍熱と感染を鑑別する因子を同定する観
察的研究

平成24年12月7日

8 12-131 内科学講座 有賀悦子
終末期癌患者の呼吸困難におけるコルチコステロイド治療の有効性と有害

事象を予測する因子に関するコホート研究
平成24年12月7日

9 12-132 内科学講座 有賀悦子
終末期癌患者の呼吸困難におけるモルヒネ持続皮下・静脈注射のコミュニ
ケーションへの影響を予測する因子に関するコホート研究

平成24年12月7日

10 12-133
ちば総合医療センター

第三内科学講座
小松恒彦

がん患者の運送費用に関する、電子カルテデータベースを用いた経済的

負担の推計
平成24年12月7日

11 12-114 内科学講座 内田俊也
L/N型Ca拮抗薬シルニジピンとNon N型Ca拮抗薬の高血圧患者に対する

尿酸改善作用の比較検討(J-CIRCLE 2)
平成24年12月8日

12 12-117 小児科学講座 小川英伸 治療乳・経腸栄養剤使用時の微量栄養素の欠乏の評価と対応 平成24年12月8日

13 12-134 内科学講座 白崎良輔

TKI服用中の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした、Low-Grade

Side Effects アンケート調査結果に基づいた、ニロチニブ切替え前後の
Low-Grade Side Effectsの変化を検討する多施設共同第Ⅳ相臨床研究

平成24年12月14日

14 12-135 麻酔科学講座 安楽和樹
3次元エコーによる心拍動下冠動脈バイパス術中の心臓脱転時における
僧帽弁輪形態の評価

平成24年12月14日

15 12-136
ちば総合医療センター

外科
幸田圭史

進行・再発大腸癌に対する二次治療におけるベバシズマブ＋イリノテカン

＋S-1隔日投与　第Ⅱ相試験
平成24年12月14日

16 12-137 内科学講座 藤森　新 痛風患者における尿酸降下療法に伴う痛風関節炎に対する管理法の検討 平成24年12月14日

17 12-138
医学部附属溝口病院
眼科

市川良和 白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究 平成24年12月14日

18 12-139 小児科学講座 菊地　陽
小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および

第Ⅲ相臨床試験ALL-B12
平成24年12月17日

19 12-052-2 内科学講座 藤森　新
病型分類別　痛風・高尿酸血症患者におけるフェブキソスタットの血清尿酸
降下作用の検討

平成24年12月22日

20 10-060-2 小児科学講座 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24年12月25日

21 12-007-2 整形外科学講座 阿部哲士

骨軟部肉腫治療研究会(JMOG:Japanese Musculoskeletal Oncology

Group)　多施設共同臨床試験　本邦の骨軟部肉腫患者における　静脈血

栓塞栓症の発生頻度と予測因子に関する前向き観察研究(Venous
thromboembolism cohort study for sarcoma:VTECS)

平成24年12月25日

22 12-140 小児科学講座 菊地　陽 ゲノム情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索研究 平成24年12月25日

23 12-141 整形外科学講座 阿部哲士

JCOG0304｢高悪性度非円形細胞軟部肉腫に対するIfosfamide,Adriamycin

による術前術後補助化学療法の第2相臨床試験｣の付随研究　｢術前化学
療法を施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫における組織学的効果判

定に関する研究｣

平成24年12月25日
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24 12-142 外科学講座 川村雅文
呼吸器外科手術後の肋間神経痛に対するプレガバリンの効果に関する観

察研究
平成24年12月27日

25 12-143
医療技術学部
看護学科

岸　恵美子
実習における経験と目標到達度に関する研究－保健師選択制に向けた実
習内容の検討－

平成24年12月27日

26 12-109 小児科学講座 小林茂俊 魚類アレルギー児におけるアレルゲン診断と緩徐特異的経口耐性誘導 平成24年12月28日
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1 08-056-3 内科学講座 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25年1月7日

2 12-144 精神神経科学講座 赤羽晃寿 繰り返す大量服薬自殺企図者における前医処方内容の検討 平成25年1月7日

3 12-145 産婦人科学講座 竹下茂樹
日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録

情報に基づく研究
平成25年1月7日

4 12-120
医学部附属溝口病院
外科

虫明寛行
腹腔鏡補助下大腸切除術に術前経口補水療法と術後早期アミノ酸輸液を
用いた周術期栄養管理に関する検討

平成25年1月8日

5 12-147
ちば総合医療センター

外科
幸田圭史

肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前術後

FOLFOX療法併用肛門括約筋部分温存手術(ISR)のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相

比較試験

平成25年1月9日

6 12-148
医療技術学部

看護学科
柴田眞理子 妊婦、褥婦の視力の経時的変化と健康生活への影響 平成25年1月9日

7 12-149
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

速水紀幸 非弁膜症性心房細動患者における抗血栓療法の施行実態調査 平成25年1月15日

8 12-150 内科学講座 北沢貴利 抗菌薬投与による多剤耐性菌と同時定着菌の菌量の推移 平成25年1月15日

9 12-151 外科学講座 橋口陽二郎 大腸癌腹膜播種の客観的評価方法に関する多施設共同前向き観察研究 平成25年1月16日

10 12-153 外科学講座 萬谷京子

内分泌療法既治療の閉経後手術不能又は再発乳癌患者に対するパクリタ
キセルとベバシズマブ療法の非進行例を対象としたパクリタキセルとベバ

シズマブ継続療法と内分泌維持療法のランダム化第Ⅱ相試験 －

CAPTURE臨床試験－

平成25年1月19日

11 12-154 小児科学講座 菊地　陽 小児T細胞性急性リンパ性白血病患児のQOLアンケート調査 平成25年1月19日

12 12-155
ちば総合医療センター

外科
鈴木正人

エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダム化

比較第Ⅲ相試験(POTENT)
平成25年1月23日

13 12-156
ちば総合医療センター
脳神経外科

山田昌興
経管栄養状態にある意識障害を伴った患者に対する、全身状態を加味し
たin-outバランス評価法の検討

平成25年1月23日

14 12-157 外科学講座 川村雅文
肺癌における5-fluorouracil(5-FU)代謝酵素のmRNA発現量とタンパク質発

現の相関性の検討
平成25年1月23日

15 12-158 内科学講座 内田俊也 ガンマグロブリンによる膜性腎症の治療有用性と安全性に関する研究 平成25年1月23日

16 12-159
医学部附属溝口病院

放射線科
多湖正夫

〔多施設共同医師主導型臨床研究〕イオパミロン注を使用した腹部CTおよ

び冠動脈CT検査における投与ヨード量と造影効果に関する観察研究
平成25年1月23日

17 12-119 泌尿器科学講座 堀江重郎
移動型下肢空気圧迫装置(VCS;Vasculaire Compression System)の有用

性の検討
平成25年1月28日

18 12-160 眼科学講座 根本裕次 眼窩壁骨折の眼球運動障害 平成25年1月28日
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1 12-006-2 内科学講座 内田俊也

高血圧症合併CKD患者に対するARBと利尿薬併用療法が降圧効果と尿酸

代謝に及ぼす影響に関する検討　－利尿薬連日投与と隔日投与の比較－

Intermittent removal of thiazaide diuretics for treatment of hypertension
in CKD patients study (INTERVAL study)

平成25年2月6日

2 12-096-2 薬学部 土屋雅勇
知覚・痛覚定量分析装置(Pain Vision)を用いた外用鎮痛薬製剤における鎮

痛効果の比較に関する研究
平成25年2月6日

3 12-099
医学部附属溝口病院
麻酔科

丸山晃一
カフ圧自動コントローラー cuffscatsが手術関連気道合併症に及ぼす影響
の研究

平成25年2月7日

4 12-162 内科学講座 山口正雄 客観的指標による喘息コントロール状態の評価 平成25年2月8日

5 12-163
ちば総合医療センター
外科

幸田圭史
T3またはT4のStageⅡ/Ⅲ直腸癌に対する術前化学療法としての
mFOLFOX6療法の有効性および安全性の検討　多施設 共同第Ⅱ相臨床

試験

平成25年2月8日

6 12-164 外科学講座 池田　正
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6

遺伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究(TARGET-1 study)
平成25年2月8日

7 12-165
ちば総合医療センター

放射線科
和田昭彦 非造影MR脳血流画像(3D ASL)による認知症画像診断 平成25年2月8日

8 09-031-2 生化学講座 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25年2月16日

9 12-168 内科学講座 江口研二 がん患者の就労支援ツール（冊子）の有用性の評価 平成25年2月16日

10 12-169 内科学講座 興野寛幸
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント(XIENCE Prime™)留置後の
Thienopyridine投与期間を3ヶ月に短縮することの安全性を評価する探索

的研究（STOPDAPT研究）

平成25年2月16日

11 10-050-5
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
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 RetinopaTHY

平成25年2月18日

12 12-146 外科学講座 川村雅文

高齢者（75歳以上）の病理病期Ⅱ-ⅢA期非小細胞肺癌完全切除例に対す

るカルボプラチン／TS-1による術後補助化学療法のfeasibility study（エス

カルゴ002）

平成25年2月19日

13 12-152 外科学講座 川村雅文 肺癌術後の膿胸に関する多施設共同後ろ向き臨床研究 平成25年2月19日

14 12-170
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

幸山　正
ぜん息患者の増悪及び未発症成人の発症の予測のための気道バイオ
マーカーの確立とその大気汚染物質の影響評価への応用に関する調査研

究

平成25年2月22日

15 12-171 大学院公衆衛生学研究科 山本秀樹 ミャンマーの寺子屋（僧院校）児童の成長における問題の検討 平成25年2月22日
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1 11-124-2 泌尿器科学講座 堀江重郎 「ADPKD患者を対象とした肝囊胞に関するQOL調査」 平成25年3月2日

2 12-172 内科学講座 江口研二

EGFR陽性及びKRAS codon G13Dの進行・再発の結腸・直腸癌に対する

BSC(Best Supportive Care)とCetuximab(Erbitux)と
Irinotecan+Cetuximab(Erbitux)併用療法のランダム化比較第Ⅱ相試験

(G13-study)

平成25年3月2日

3 09-016-3 小児科学講座 菊地　陽 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25年3月5日

4 10-057-4
医学部附属病院

感染制御部
松永直久 多剤耐性グラム陰性桿菌感染症に対するコリスチンの有効性の研究 平成25年3月5日

5 12-114-2 内科学講座 内田俊也
L/N型Ca拮抗薬シルニジピンとNon N型Ca拮抗薬の高血圧患者に対する
尿酸改善作用の比較検討(J-CIRCLE 2)

平成25年3月5日

6 12-165-2
ちば総合医療センター

放射線科
和田昭彦 非造影MR脳血流画像(3D ASL)による認知症画像診断 平成25年3月5日

7 12-091-2 内科学講座 内田俊也

第3期慢性腎臓病を伴う高尿酸血症患者を対象としたフェブキソスタット製

剤の腎機能低下抑制効果に関する多施設共同、プラセボ対照、二重盲
検、ランダム化並行群間比較試験

平成25年3月8日

8 12-173 産婦人科学講座 竹下茂樹 妊娠関連乳がんの早期発見を目的とした妊婦乳房検診に関する研究 平成25年3月8日

9 12-174 薬学部 渡部多真紀 薬学部生の治験についての認識に関する研究 平成25年3月8日

10 12-175 医真菌研究センター 安部　茂
白癬菌を模擬的に感染させた健常人由来爪サンプルを用いた植物精油と
抗真菌剤および加温による抗爪白癬効果の検討

平成25年3月8日

11 12-176 小児科学講座 小川英伸
小児期発症1型糖尿病の治療・予後改善のための多施設共同研究（第4コ

ホート）
平成25年3月9日

12 12-177
医学部附属病院

帝京がんセンター
住本秀敏 多重癌発症リスクに関わる因子の同定 平成25年3月9日

13 12-167 内科学講座 太田康男 単回投与抗インフルエンザ薬の治療効果に関する研究 平成25年3月18日

14 12-179
ちば総合医療センター

外科
首藤潔彦

Perfusion CTを用いた肝血流の評価と消化器癌バイオマーカーイメージン

グへの応用に関する研究
平成25年3月18日

15 12-180 内科学講座 上妻　謙
中等度狭窄に対する補助診断装置を用いた冠動脈インターベンション実施

調査(CVIT-DEFER Registry)
平成25年3月18日

16 12-181 外科学講座 佐野圭二
膵癌術前化学療法としてのGemcitabine+S-1療法（GS 療法）の第Ⅱ/Ⅲ相

臨床試験（Prep-02/JSAP-05）
平成25年3月18日

17 11-099-3 泌尿器科学講座 井手久満
加齢男性性腺機能低下症候群（Late Onset Hypogonadism;LOH症候群）に

対するテストステロン・ゲル製剤の有用性の検討
平成25年3月27日

18 12-166 外科学講座 川村雅文
非小細胞肺癌完全切除例に対するTS-1術後補助化学療法の通常投与法
（2週投与1週休薬）および隔日投与法のランダム化第Ⅱ相試験

平成25年3月27日

19 12-182
ちば総合医療センター

小児科
太田節雄

小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および

第Ⅲ相臨床試験ALL-B12
平成25年3月27日

20 12-183 小児科学講座 小川英伸 小児期発症1型糖尿病における遺伝的要因の探索 平成25年3月27日

21 12-184
ちば総合医療センター

泌尿器科
納谷幸男

限局性かつ触知不能前立腺癌に対する間欠的および持続的内分泌療法

の有用性に関する多施設共同ランダム化並行群間比較試験（INCEL試験）
平成25年3月27日

22 12-186 外科学講座 松田圭二
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口5-ASA製剤治療に関する

実態調査（観察研究）-OPTIMUM study-
平成25年3月29日

23 12-187 整形外科学講座 高尾昌人
早期距骨滑車骨軟骨病変を伴った陳旧性足関節外側靭帯損傷に対する
逆行性ドリリングおよび靭帯再建術の有効性

平成25年3月30日
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24 12-188
ちば総合医療センター

放射線科
和田昭彦 非造影MR脳血流画像(3D ASL)：撮像条件の測定結果への影響の検討 平成25年3月30日

25 12-189
ちば総合医療センター
産婦人科

梁　善光
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事業およ
び登録情報に基づく研究

平成25年3月30日
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