
No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

1 10-136 麻酔科学講座 高田眞二

我が国の集中治療室における抗菌薬使用状況の横断調査（多施設共同

観察研究：J-SCRIPT(Japanese Survery of antimicrobial use in ICU

patients.)

平成23年4月5日

2 10-126 外科学講座 渡邉聡明
FOLFOX療法施行時の悪心・嘔吐に対するPalonosetronの有効性の検討-

PhaseⅡ study-
平成23年4月18日

3 10-127 外科学講座 池田　正

アントラサイクリン系薬剤とシクロフォスファミド併用療法施行時の悪心・嘔

吐に対するPalonosetron+Dexamethasone併用療法のの有効性の検討-

PhaseⅡ study-

平成23年4月18日

4 10-134 外科学講座 川村雅文
EGFR遺伝子変異を有するcN2肺腺癌症例に対するゲフィチニブを用いた

術前補助化学療法の第1～2相臨床試験
平成23年4月18日

5 11-001 衛生学公衆衛生学講座 矢野榮二
緩和医療科医師と主診療科医師間での患者が抱える問題点認識の相違

と関連する因子についての研究
平成23年4月18日

6 11-002 衛生学公衆衛生学講座 矢野榮二
胸部レントゲン撮影を用いた中枢性気道閉塞の有無と呼吸困難に対する

症状緩和に必要な薬剤選択についての検討
平成23年4月18日

7 09-026-4 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23年4月20日

8 09-052-3 内科学講座 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23年4月20日

9 11-003 内科学講座 大田　健 鼻炎合併喘息患者におけるQOLに関する観察研究 平成23年4月20日

10 10-034-2
医学部附属溝口病院

脳神経外科
中根　一 認知症に対するニセルゴリンの効果の検証 平成23年4月22日

11 10-135 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23年4月27日
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1 08-137-2
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
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）
平成23年5月11日

2 11-006 放射線科学講座 山本麻子
Collagenous fibromaとExtra-abdominal desmoid-type fibromatosisの画像

所見及び病理所見の検討
平成23年5月14日

3 11-007 内科学講座 一色高明

冠動脈インターベンションにおけるシロリムス放出性ステント(CYPHER™)の

保険償還後の実地臨床における多施設前向きレジストリーj-CYPHER

RegistryにおけるPeri-Stent contrast Staining(PSS)研究

平成23年5月18日

4 11-008 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)による予後予

測
平成23年5月23日

5 08-098-2 救急医学講座 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23年5月26日

6 08-136-3 内科学講座 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23年5月30日

7 07-022-3 外科学講座 渡邉聡明 炎症性腸疾患における発癌に関する検討 平成23年5月31日
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1 10-061-2 内科学講座 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23年6月3日

2 10-135-2 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23年6月3日

3 09-100-2 泌尿器科学講座 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23年6月9日

4 11-013 内科学講座 一色高明
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
平成23年6月11日

5 11-014 放射線科学講座 渡邊晶子
弓状靭帯圧迫症候群に腹腔動脈の急性解離を合併し、その直後に膵十二

指腸動脈の破裂を生じたと考えられる3例の検討
平成23年6月15日

6 11-015 整形外科学講座 高尾昌人
脚長不同に対する下腿仮骨延長術における尖足防止足関節装具の有用

性と限界
平成23年6月21日

7 11-004 内科学講座 田中　篤
肝細胞癌に対するミリプラチンを用いた肝動脈化学塞栓療法(TACE)の研

究
平成23年6月22日

8 11-018 整形外科学講座 宮本　亘
スポーツアスリートの難治性アキレス腱付着部障害に対する自家骨付き膝

蓋腱を用いたアキレス腱付着部再建術の有効性に関する検討
平成23年6月23日

9 11-019 整形外科学講座 宮本　亘
足関節捻挫後底屈制限を生じた症例に対する検討（足関節鏡視所見から

の原因解明と足関節鏡視下手術の有効性）
平成23年6月23日

10 11-020 整形外科学講座 高尾昌人
アスリートにおける新鮮足関節外側靭帯損傷に対する靭帯縫合術および

その後の機能的リハビリテーションの効果
平成23年6月23日

11 11-021 大学院公衆衛生学研究科 山岡和枝
国際エイズ質問票(IAQ-J)による若年者への健康教育介入効果の評価へ

の活用
平成23年6月25日

12 11-022 脳神経外科学講座 中込忠好
コイル塞栓術で治療した急性期破裂脳動脈瘤のWFNS(World Federation

of Neurological Societies)分類による術前評価とその転帰
平成23年6月25日
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1 09-016-2 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23年7月2日

2 11-012 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23年7月4日

3 10-128-2 内科学講座 鈴木伸明

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7月5日

4 09-068-2
医療技術学部
看護学科

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23年7月6日

5 09-069-2
医療技術学部

看護学科
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23年7月6日

6 11-025 脳神経外科学講座 上野俊昭
くも膜下出血急性期患者のWFNS gradingの再評価に関する前方視的多施

設共同研究
平成23年7月7日

7 08-148-2 病理学講座 元井　亨 Phosphaturic mensenchymal tumorの病理組織学的、細胞学検討 平成23年7月13日

8 10-125
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
大林王司

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23年7月13日

9 11-026 病理学講座 元井　亨
非中皮腫性胸膜原発腫瘍の発生、進展への喫煙の関与に関する病理学
的研究

平成23年7月13日

10 11-027 病理学講座 元井　亨
CISH法及びmicroRNA検出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23年7月13日

11 09-080-3 内科学講座 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

平成23年7月19日

12 11-028
内科学講座
救急医学講座

岡　陽子 当院ERの急性期高血糖症例の検討 平成23年7月19日

13 11-029 内科学講座 宮澤亮義
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
平成23年7月19日

14 10-113 内科学講座 横山直之
大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤）を合併する高血圧患者における配合
剤の降圧効果及び認容性の検討

平成23年7月20日

15 11-005
医学部附属溝口病院

第四内科学講座
吉田　稔

CD20抗原陽性の再発又は難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ

腫を対象としたB-R（ベンダムスチン、リツキシマブ）併用療法の安全性と有

効性の検討

平成23年7月20日

16 11-016 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23年7月20日

17 11-011 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、ホルモン分泌に与
える影響について

平成23年7月21日

18 11-030
内科学講座

救急医学講座
岡　陽子

造血器悪性腫瘍での腫瘍崩壊症候群(TLS:tumor lysis syndrome)に伴う高

尿酸血症に対する治療
平成23年7月21日

19 11-031 救急医学講座 寺倉守之 当院救急科における特発性鼻出血症例の後ろ向き研究 平成23年7月22日

20 11-032 救急医学講座 谷口隼人 電撃性紫斑病の病因究明 平成23年7月22日

21 11-010 内科学講座 久山　泰 成分の異なる栄養剤の胃排出の相違について 平成23年7月26日

22 11-034 内科学講座 内田俊也 降圧薬配合剤に対する患者満足度のアンケート調査による検討 平成23年7月27日

23 11-035 救急医学講座 藤崎竜一 「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」における救急患者の調査 平成23年7月29日
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1 11-037 内科学講座 一色高明
冠動脈ステント再狭窄に関する光干渉断層イメージングを用いて観察した

症例についての検討
平成23年8月1日

2 10-068-3 内科学講座 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8月4日

3 11-009 内科学講座 久山　泰
胃疾患と局所一酸化窒素（以下NO）産生について－リアルタイムNOセン

サーを用いた研究－
平成23年8月4日

4 11-038 外科学講座 福島亮治
S-1を用いた術後補助化学療法施行後再発胃癌を対象としてカペシタビン
＋シスプラチン併用療法の有効性と安全性を評価する第Ⅱ相臨床試験

平成23年8月4日

5 09-100-3 泌尿器科学講座 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23年8月6日

6 11-039 内科学講座 江口研二 進行・再発非小細胞肺癌初回治療終了後患者の観察研究 平成23年8月8日

7 11-040 精神神経科学講座 池淵惠美
「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証
に関する研究：多職種アウトリーチチームのサービス記述および効果評価

に関する研究

平成23年8月10日

8 11-041 精神神経科学講座 池淵惠美

「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証

に関する研究；日本版個別援助付き雇用モデルと認知機能リハビリテー
ションを用いた就労支援が精神障害をもつ人の就労に与える影響に関する

研究

平成23年8月10日

9 11-042 医学部附属溝口病院外科杉山保幸
StageⅢ結腸癌術後補助化学療法としてのFOLFOX療法による末梢神経障
害へのクレスチン併用効果の検討

平成23年8月13日

10 11-046 小児科学講座 菊地　陽
若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用Bu+Flu+L-PAM前処置

法による同種造血幹細胞移植第Ⅱ相臨床試験
平成23年8月17日

11 11-024 内科学講座 山口正雄
気管支喘息患者に対するブデソニド／ホルモテロール配合剤による

AMD(Adjustable Maintenance Dosing)療法の有用性に関する検討
平成23年8月18日

12 11-047 リハビリテーション科 伊佐地　隆 高齢者、障害者のスキューバダイビングにおける循環生理学的研究 平成23年8月19日

13 11-017 衛生学公衆衛生学講座 可知悠子
計算作業能力に対するL-theanine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23年8月22日

14 11-023 内科学講座 大田　健
成人気管支喘息患者に対する治療ステップ変更判断へ応用可能な検査指
標の探索研究

平成23年8月22日

15 11-049 医学部附属病院中央検査部古川泰司
The Sleep and Cardiovascular disease national prospective Cohort

Study(SCCS-Ⅰ)睡眠と心血管疾患に関する全国規模前向きコホート研究
平成23年8月23日

16 11-050 泌尿器科学講座 堀江重郎
前立腺癌患者における背景因子、初期治療に関する実態調査研究（初回

治療調査）
平成23年8月27日
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1 11-051 医療技術学部臨床検査学科 島田智子
冠動脈ステント再狭窄に関する光干渉断層イメージングを用いて観察した

症例についての検討
平成23年9月3日

2 11-052 内科学講座 江口研二
厚生労働省科学研究費補助金第3次対がん総合戦略研究事業「緩和ケア
プログラム地域介入研究」

平成23年9月3日

3 11-053 外科学講座 佐野圭二
高齢者における慢性C型肝炎またはC型代償性肝硬変合併肝細胞癌の治

癒切除後のインターフェロン補助療法：多施設共同ランダム化比較試験
平成23年9月5日

4 07-096-3 小児科学講座 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23年9月6日

5 11-033 眼科学講座 篠田　啓 手術室での網膜電図記録 平成23年9月6日

6 11-036 内科学講座 江口研二

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性の転移性

または切除不能局所進行乳癌において、トラスツズマブ＋カペシタビン併
用療法（HX療法）と、ラパチニブ＋カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較

するランダム化第Ⅱ相試験(WJOG6110B)

平成23年9月6日

7 11-054 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23年9月6日

8 11-055 内科学講座 興野寛幸
透析例における薬剤溶出性ステントの成績(OUCH-PRO(OUtCome in
Hemodialysis of PROmus)Registry)

平成23年9月6日

9 09-026-5 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23年9月12日

10 11-043 外科学講座 川村雅文

病理病期Ⅱ－ⅢA期非小細胞肺癌完全切除例に対してカルボプラチン／

TS-1の後にTS-1の維持療法を行う術後補助化学療法のfeasibility study
（エスカルゴ001）

平成23年9月12日

11 11-056 内科学講座 山本貴嗣 日本の大腸憩室炎に関する疫学的研究－多施設共同研究－ 平成23年9月12日

12 11-057 内科学講座 横山直之
緊急PCI施行したST上昇型急性心筋梗塞の術前クロピドグレル300㎎投与

によるPCI後TIMI flowの改善効果
平成23年9月13日

13 11-045 外科学講座 渡邉聡明
クローン病に合併する直腸肛門管癌に対する癌サーベイランス法の確立
に関する研究

平成23年9月16日

14 11-058 放射線科学講座 豊田圭子 IgG4関連疾患における頭頸部，頭部MRI所見の検討 平成23年9月16日

15 11-062 内科学講座 山川　健
心室ペーシング率を最小限に抑止した生理的レート応答ペーシングによる

BNPおよび心房頻拍・心房細動持続時間への影響の調査
平成23年9月27日

16 11-063 放射線科学講座 古井　滋
MRI3次元T1強調像における下垂体後葉の信号強度の性別、年齢による
変化

平成23年9月28日

17 11-064 外科学講座 福島亮治

前治療歴を有するHER2強陽性（IHC＋または、IHC2＋かつFISH＋）進行・

再発胃癌症例を対象とするトラスツズマブ／パクリタキセル併用療法－第
Ⅱ相試験－

平成23年9月28日

18 11-065 外科学講座 福島亮治 治癒切除不能な進行・再発胃癌症例におけるHER2の検討　－観察研究－ 平成23年9月28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 11-068 内科学講座 石川秀一 本邦におけるST上昇型急性心筋梗塞治療の実態調査(J-AMI) 平成23年10月3日

2 11-036-2 内科学講座 江口研二

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性の転移性
または切除不能局所進行乳癌において、トラスツズマブ＋カペシタビン併

用療法（HX療法）と、ラパチニブ＋カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較

するランダム化第Ⅱ相試験(WJOG6110B)

平成23年10月12日

3 11-061 内科学講座 木下　誠
2型糖尿病における選択的DPP4阻害薬（アログリプチン）の血流依存性血
管拡張反応(FMD)・脂質に及ぼす影響

平成23年10月15日

4 11-070 整形外科学講座 宮本　亘 陳旧性足関節外側靭帯損傷に対する再建術後の早期理学療法の有効性 平成23年10月18日

5 11-044 内科学講座 太田康男 慢性ウイルス感染症における骨代謝異常に関する研究 平成23年10月21日

6 10-125-2
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

大林王司
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23年10月24日

7 11-073 病理学講座 副島友莉恵 胆管性過誤腫と胆管腺腫における免疫組織学的および組織学的検討 平成23年10月24日

8 11-074 内科学講座 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（Ⅱ） 平成23年10月26日

9 11-075 内科学講座 江口研二 乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問紙調査（Ⅱ） 平成23年10月26日

10 11-076 生化学講座 前場良太 一般高齢者における血清プラスマローゲンレベルの測定 平成23年10月26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 08-159-2 病理学講座 近藤福雄 原発性肝癌の免疫組織化学的研究 平成23年11月2日

2 10-107-2 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治療法の臨床検討 平成23年11月2日

3 11-066 泌尿器科学講座 武藤　智
常染色体優性多発囊胞腎(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23年11月4日

4 10-081-2 内科学講座 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23年11月7日

5 11-059 外科学講座 福島亮治
治癒切除不能な進行・再発胃癌を対象としたS-1＋シスプラチン併用療法

とカペシタビン＋シスプラチン併用療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験
平成23年11月7日

6 11-060 外科学講座 福島亮治

治癒切除不能な進行・再発胃癌を対象としたS-1＋シスプラチン併用療法

とカペシタビン＋シスプラチン併用療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験　バイ
オマーカー付随研究

平成23年11月7日

7 11-079 内科学講座 江藤一弘
糖尿病患者に対する血糖平坦化を目指したミグリトールとインスリン併用
療法の有用性の検討－血糖自己測定(SMBG)を用いた評価－

平成23年11月7日

8 11-071 内科学講座 江口研二
転移・再発乳がんに対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエスワンのラ

ンダム化比較試験
平成23年11月9日

9 11-080 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23年11月10日

10 11-081 内科学講座 内田俊也 IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究 平成23年11月10日

11 11-083 救急医学講座 寺倉守之
当院ERを受診した精神疾患症例における生活習慣病関連因子についての

検討－うつ病とその他精神疾患症例との比較－
平成23年11月11日

12 11-084 小児科学講座 菊地　陽 小児固形腫瘍観察研究 平成23年11月11日

13 11-085 泌尿器科学講座 堀江重郎
JCOG1019:High grade T1膀胱癌のsecond TUR後T0患者に対するBCG膀

胱内注入療法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験
平成23年11月11日

14 11-086 救急医学講座 坂本哲也
院外心停止患者に対する自動式心マッサージ器を用いた心肺蘇生に関す
る非ランダム化前向き観察研究

平成23年11月15日

15 11-087 内科学講座 長瀬洋之 慢性過敏症肺炎の全国調査 平成23年11月17日

16 11-088 救急医学講座 池田弘人
一般社団法人日本熱傷学会｢熱傷入院患者レジストリー｣への症例登録事

業への参加
平成23年11月17日

17 11-048 神経内科学講座 園生雅弘
免疫性ニューロパチーの電気診断についての研究（厚生労働省科学研究
費補助金難治性疾患克服研究事業、免疫性神経疾患に関する調査研究

分担研究）

平成23年11月18日

18 11-069 整形外科学講座 宮本　亘
陳旧性足関節外側靭帯損傷における遺残靭帯の組織学的評価：関節鏡

視所見との比較
平成23年11月18日

19 11-091 内科学講座 長瀬洋之
COPD（慢性閉塞性肺疾患）患者におけるツロブテロール貼付薬による末
梢気道閉塞の改善効果

平成23年11月26日

20 11-092
医療技術学部

看護学科
三ツ井圭子

看護系大学の新人教員の支援について－臨床実習指導上の困難に対し

て－
平成23年11月26日

21 09-077-3 内科学講座 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11月30日

22 11-093 整形外科学講座 高尾昌人 低出力超音波パルスがラットアキレス腱に与える影響について 平成23年11月30日

1 / 1 ページ



No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

1 07-016-3 整形外科学講座 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23年12月2日

2 10-125-3
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

大林王司
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23年12月3日

3 11-094 整形外科学講座 渡部欣忍
偽関節および遷延治癒骨折に対する低出力超音波パルスの治療成績に

影響を与える因子の研究
平成23年12月3日

4 10-029-2 内科学講座 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23年12月6日

5 11-078 泌尿器科学講座 堀江重郎
da Vinci S Surgical Systemによるロボット支援手術に関する臨床
研究

平成23年12月7日

6 11-082 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23年12月13日

7 10-050-3
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23年12月14日

8 10-010-2 整形外科学講座 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23年12月16日

9 11-012-2 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23年12月16日

10 11-067 泌尿器科学講座 堀江重郎
去勢抵抗性前立腺がんの骨転移患者さんを対象としたゾレドロン酸の循環

腫瘍細胞に対する検討試験
平成23年12月16日

11 11-071-2 内科学講座 江口研二
転移・再発乳がんに対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエスワンのラ
ンダム化比較試験

平成23年12月16日

12 11-077 神経内科学講座 園生雅弘

神経筋変性疾患の電気診断についての研究（厚生労働省科学研究費補

助金難治性疾患克服研究事業、神経変性疾患に関する調査研究分担研
究）

平成23年12月16日

13 11-089 整形外科学講座 高尾昌人
低出力超音波パルスが長距離走者における腱症の治癒過程を促進する
か否かを明らかにすること

平成23年12月16日

14 11-090 整形外科学講座 高尾昌人
低出力超音波パルスが長距離走者のハムストリングス腱障害を予防する

か否かを明らかにすること
平成23年12月16日

15 11-096 救急医学講座 坂本哲也 蘇生時咽頭冷却の有用性の検討 平成23年12月16日

16 08-018-2 内科学講座 一色高明 CUBIC試験(CRT Utilization By Interventional Cardiologist) 平成23年12月20日

17 11-097 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23年12月20日

18 11-095 内科学講座 石川秀一
冠動脈ステント留置後のアスピリンとクロピドグレルの2剤併用療法下にお
けるエイコサペンタエン酸エチル(EPA-E)の血小板機能に与える影響につ

いて

平成23年12月26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 09-102-2 整形外科学講座 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　厚生労働省がん研究助成金指定研究(20 指-4)　｢希少悪性腫

瘍に対する標準治療確立のための多施設共同研究｣班　JCOG 0905 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

平成24年1月5日

2 09-028-3 内科学講座 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24年1月12日

3 11-098 小児科学講座 菊地　陽
小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施

設共同第Ⅱ相臨床試験(JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U)
平成24年1月12日

4 11-100 内科学講座 内田俊也
慢性血液透析患者に対する通常療法またはピタバチスタン併用療法によ

る介入比較試験
平成24年1月17日

5 11-080-2 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1月27日

6 11-103 衛生学公衆衛生学講座 矢野榮二
発言制度による学生授業活性化の試みが医学生の社会意識変容へ与え

る影響－ATSIM質問票による公衆衛生学受講前後の変化-
平成24年1月27日

7 11-104 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1月27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 11-107 神経内科学講座 園生雅弘 胸郭出口症候群の臨床症候・電気生理学的所見に関する症例集積研究 平成24年2月2日

2 11-109 外科学講座 佐野圭二
局所進行膵癌に対するS-1併用放射線療法における導入化学療法の意義
に関するランダム化第Ⅱ相試験

平成24年2月10日

3 11-110 外科学講座 池田　正 癌化学療法時の悪心嘔吐観察研究 平成24年2月13日

4 11-066-2 泌尿器科学講座 武藤　智
常染色体優性多発囊胞腎(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2月14日

5 11-112
医療技術学部

看護学科
新井直子 褥瘡のアセスメントに関する現状－看護師の自己評価から－ 平成24年2月21日

6 11-097-2 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2月23日

7 11-101 外科学講座 端山　軍
進行・再発大腸癌に対するFOLFIRI療法とCetuximab併用療法における有
効性と安全性の検討

平成24年2月28日

8 11-102 外科学講座 端山　軍
進行・再発大腸癌に対するmFOLFOX6療法とCetuximab併用療法における

有効性と安全性の検討
平成24年2月28日

9 11-106 外科学講座 福島亮治
HER2陽性切除不能・再発胃癌に対するTS-1＋CDDP＋トラスツズマブ併
用療法の第Ⅱ相臨床試験

平成24年2月28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 11-099 泌尿器科学講座 堀江重郎
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24年3月1日

2 11-114 内科学講座 内田俊也 尿中物質排泄量の日内変動研究 平成24年3月2日

3 11-115 外科学講座 池田　正
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24年3月2日

4 11-116 内科学講座 鈴木伸明
実臨床におけるエバロリムス溶出性ステント留置後の再狭窄反応について
の検討

平成24年3月2日

5 08-149-3 内科学講座 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24年3月6日

6 10-107-3 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治療法の臨床検討 平成24年3月8日

7 11-016-2 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3月8日

8 07-016-4 整形外科学講座 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24年3月12日

9 11-099-2 泌尿器科学講座 堀江重郎
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24年3月12日

10 11-122 医学部 槇村浩一
次世代シークエンサーを用いたAcinetobacter  spp.等　院内感染微生物分

子疫学解析システムの検討
平成24年3月12日

11 11-125 外科学講座 池田　正 原発性乳癌に対する術前S-1/PTX Followed by FEC療法臨床第Ⅱ相試験 平成24年3月21日

12 11-108 内科学講座 滝川　一
ヒトマクロファージからのコレステロール排泄に対するATP8B1の寄与の検

討
平成24年3月17日

13 11-117 小児科学講座 菊地　陽 造血器腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 平成24年3月22日

14 11-126 整形外科学講座 宮本　亘
成人アスリートの有痛性外脛骨TypeⅡに対するinterference screwを用い
た腱付着部再建術

平成24年3月24日

15 11-127 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)
平成24年3月26日

16 11-128 小児科学講座 菊地　陽
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

平成24年3月26日

17 07-106-3 外科学講座 松田圭二 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究 平成24年3月31日

18 07-107-2 外科学講座 松田圭二

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

UFT/Leucovorin 療法とTS-1療法の第Ⅲ相比較臨床試験および遺伝子発
現に基づく効果予測因子の探索的研究

平成24年3月31日

19 08-009-2 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感受性規定
因子の検討

平成24年3月31日

20 08-038-3 外科学講座 松田圭二
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24年3月31日

21 09-015-4 外科学講座 松田圭二
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24年3月31日

22 09-030-3 外科学講座 松田圭二
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24年3月31日

23 09-121-3 外科学講座 松田圭二
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24年3月31日

24 09-122-4 外科学講座 松田圭二
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24年3月31日

25 10-137-2 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3月31日

1 / 1 ページ


