
承認された臨床研究一覧（平成11年度～平成19年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

267 小児科 副部長 林　英蔚
ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対するリスク別多剤併用化学療法後期
第Ⅱ層臨床試験（AML-D05)

H20.1.30

266 血液内科 副部長 林　孝昌 骨髄腫患者（菱垣幸子氏）へのサリドマイド投与 H20.1.28

265 内分泌内科 シニアレジデント 松永佐澄志 気道内窒息による心肺停止状態の入院患者について延命治療の可否 H20.1.28

264 腹部一般外科 医員 長谷川　傑 腹腔鏡補助下大腸切除術における予防的抗菌薬投与法設定の為の無作為化比較試験 H20.1.23

263 心臓血管外科 部長 山中一朗 感染性大動脈瘤に対するリファンピシン含浸人工血管の臨床応用 H20.1.23

262 消化器内科 医員 大花正也
潰瘍性大腸炎に合併するサイトメガロウイルス感染症例におけるGanciclovir +
Adacolumnの併用効果について

H20.1.23

261 血液内科 副部長 林　孝昌 ヒト骨髄由来未分化組織幹細胞の同定とその特性解明 H20.1.23

260 腹部一般外科 副部長 粟根雅章
消化管間質腫瘍（GIST)患者を対象としたイマチニブによる術後補助療法の１年間投与と
６ヶ月投与のランダム化第Ⅱ相試験

H20.1.23

259 神経内科 部長 末長　敏彦 小脳失調症に対する短期集中リハビリテーションの効果に対する無作為比較試験 H19.12.28

258 腹部一般外科 医員 古山裕章 腹腔鏡下大腸手術後における排便・排尿・性機能状態のアンケートおよび生理学的検査 H19.11.30

257 内分泌内科 医員 古家美幸 糖尿病患者を対象としたうつ病のスクリーニングについての研究 H19.11.30

256 循環器内科 部長 中川義久
日本における冠動脈インターベンション(PCI)および冠動脈バイパス手術(CABG)のレジス
トリー(コーホートⅡ)

H19.10.22

255 血液内科 副部長 林　孝昌 難治性骨髄腫の患者様（堀　了様）へのサリドマイド投与 H19.9.27

254 呼吸器内科 部長 田口　善夫
間質性肺炎におけるシクロスポリンの至滴投与法の検討【シクロスポリンAUC測定におけ
る検討】

H19.9.13

253 耳鼻咽喉科 部長 庄司　和彦 頭頸部腫瘍での放射線照射後痛に対するデュロテップパッチの安全性と有効性の検討 H19.9.13

252 呼吸器内科 部長 田口　善夫 びまん性汎細気管支炎に関連する新しいウイルスの探索 H19.8.16

251 腹部一般外科 医員 長谷川　傑
術後補助化学療法におけるフッ化ピリミジン系薬剤の有用性に関する比較臨床試験（治
癒切除直腸癌に対するUFT療法とTSI療法との比較検討）

H19.8.15

250 循環器内科 部長 中川義久 スタチンの比較研究（リポバスRとリバロR） H19.7.1

249 消化器内科 副部長 久須美房子 悪性膵島細胞腫瘍に対するストレプトゾシン（商品名;ザノサール）による化学療法 H19.7.12

248 腹部一般外科 医員 長谷川　傑 StageII大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究　第III相臨床試験 H19.6.29
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247 放射線部 医員 谷口　尚範 大動脈瘤に対する未承認ステントグラフトを用いた血管内治療 H19.6.29

246 血液内科 副部長 林　孝昌 多発性骨髄腫患者（橋本みちよ氏）に対するサリドマイド治療 H19.6.25

245 神経内科 副部長 中村道三 神経内科疾患の遺伝子診断 H19.5.9

244 総合診療教育部 医員 石丸裕康 クロストリジウム腸炎を診断するための臨床予測システムの開発と検証 H19.5.2

243 内分泌内科 医員 古家美幸 1型糖尿病およびインスリン療法を要する２型糖尿病の自己管理能力向上に関する研究 H19.4.25

242 小児科 部長 南部　光彦 乳児の喘息の診断基準の妥当性と適正治療に関する研究 H19.4.4

241
放射線部
診断部門

部長 左野　明
動脈出血の際のゼラチンスポンジ使用について　（止血用ゼラチンスポンジ「スポンゼ
ル」の血管内使用について）

H19.4.4

240 血液内科 シニアレジデント 飯岡　大 多発性骨髄腫患者（清水信子氏）に対するサリドマイド治療 H19.4.3

239 循環器内科 部長 中川義久
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための大規模臨床試験　Ｊ－ＣＨＦ
実施期間延長 研究委嘱に対する受諾日から2009年12月31日まで

H19.3.28

238 泌尿器科 医員 石戸谷　哲
癌診断チップの開発　腎臓がん診断用DNAチップの評価・検証及び成果普及目的　平成18
年度倫理委員会で承認　期間延長申請

H19.3.23

237 心臓血管外科 部長 山中一朗 弓部大動脈全置換術における超低体温療法と中等度低体温療法のランダム化比較試験 H19.3.23

236 脳神経外科 部長 秋山義典 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究 H19.3.14

235 泌尿器科 医員 石戸谷　哲 尿管動脈瘻症例に対する血管内ステント留置 H19.3.12

234 脳神経外科 部長 秋山義典 ICGを使用した顕微鏡下術中血管観察 H19.3.6

233 手術部 部長 中村義徳 手術患者のポジショニング　-手術中皮膚障害予防のための臨床研究- H19.2.26

232 血液内科 医員 前迫善智 多発性骨髄腫患者（高階紀子氏）へのサリドマイド投与 H19.2.21

231 総合診療教育部 副部長 八田　和大
難知性ANCA関連血管炎に対するRituximabの有用性の検討中に報告された薬剤の副作用に
ついて　研究中断

H19.1.29

230 呼吸器内科 部長 田口　善夫 重症難治性喘息の背景因子 H18.12.11

229 小児科 医員 林　英蔚
HLH-2004：血球貧食症候群に対する標準的治療の開発　付随研究：EBウイルス関連血球
貧食性リンパ組織球症における重症度分類の作成および分子生物学的モニタリングに関
する研究

H18.12.11

228 血液内科 副部長 林　孝昌 ベルケイド投与に際しての肺障害マーカー測定 H18.12.4

227 内分泌内科 部長 石井　均
インスリン投与方法に関する質問表（IDSQ　Insulin　Devise　Satisfaction
Questionnaire）のvalidation試験

H18.11.30
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226 耳鼻咽喉科 部長 庄司　和彦
頭頸部放射線治療に伴う口腔乾燥症に対する塩酸ピロカルピンの長期有効性・安全性お
よびその離脱に関する検討

H18.11.1

225 内分泌内科 医員 田中　正巳 わが国の高脂血症における甲状腺機能低下症の実態調査研究 H18.11.1

224 総合診療教育部 副部長 八田　和大 難治性ANCA関連血管炎に対するRituximabの有用性の検討 H18.10.19

223 呼吸器内科 部長 田口　善夫 特発性肺線維症を中心とした急性増悪病態に対するPMX施行効果の検証 H18.10.18

222 呼吸器内科 部長 田口　善夫
未治療IIIｂ/IV期非小細胞肺癌に対するゲムシタビン+カルボプラチン併用療法における
デキサメタゾン前投与に関する多施設共同無作為化比較第II相試験

H18.10.18

221 内分泌内科 部長 石井　均
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療法とのランダム化
比較試験

H18.9.30

220 血液内科 副部長 林　孝昌 難知性骨髄腫患者（吉住義寛氏）へのサリドマイド投与 H18.8.30

219 血液内科 シニアレジデント 米倉由利子 薬剤耐性となった多発性骨髄腫患者に対するサリドマイド投与（患者　松井サワミ殿） H18.9.25

218 消化器内科 医員 大花正也
潰瘍性大腸炎の活動期症例に対するビフィズス菌の経口接種による症状改善に関する検
討

H18.9.30

217 小児科 医員 林　英蔚 小児Anaplastic Large Cell Lymphoma(ALCL)に対する化学療法（ＡＬＣＬ９９） H18.10.2

216 小児科 医員 林　英蔚
小児急性前骨髄性白血病（ＡＰＬ）に対する多施設共同後期第ＩＩ相臨床試験（ＡＭＬ
－Ｐ０５）

H18.8.29

215 小児科 医員 林　英蔚 小児成熟Ｂ細胞性腫瘍に対する多施設共同後期第ＩＩ相臨床試験（Ｂ－ＮＨＬ０３） H18.8.29

214 小児科 医員 林　英蔚
小児リンパ芽球型リンパ腫stageIII/IVに対する多施設共同後期第ＩＩ相臨床試験（AＬ
Ｂ－ＮＨＬ０３）

H18.8.29

213 小児科 医員 林　英蔚
小児リンパ芽球型リンパ腫stageI/IIに対する多施設共同後期第ＩＩ相臨床試験（ＬＬＢ
－ＮＨＬ０３）

H18.8.29

212 小児科 医員 林　英蔚
進行期小児成熟Ｂ細胞性腫瘍に対する顆粒球コロニー刺激因子（Ｇ－ＣＳＦ）の一次的
予防投与の有用性に関する無作為割付比較試験

H18.8.29

211 小児科 医員 林　英蔚
乳児急性リンパ性白血病に対する早期同種造血幹細胞移植療法の有効性に関する後期第
二相試験（ＭＬＬ０３）

H18.8.29

210 泌尿器科 医員 石戸谷　哲 がんの代替療法の科学的検証と臨床応用に関する研究 H18.8.30

209 泌尿器科 医員 石戸谷　哲 癌診断チップの開発 H18.8.30

208 泌尿器科 部長 奥村　和弘
デジタル化病理画像による病理診断の精度及び有用性の調査　 ―腎細胞癌患者の予後調
査研究を用いて―

H18.8.21

207 泌尿器科 部長 奥村　和弘 腎細胞癌患者の予後調査 H18.8.21

206 血液内科 副部長 林　孝昌
化学・抗体療法無効例、または再発例の低悪性度脾ホジキンリンパ腫（I-NHL)における
2-CｄA(cladribine)の併用療法における抗腫瘍効果の検討

H18.8.18

3/13



承認された臨床研究一覧（平成11年度～平成19年度）

205 整形外科 非常勤医師 安田　義 関節疾患・脊椎疾患における足底圧モニタリングとその臨床的意義 H18.7.18

204 眼科 医員 真鍋　伸一 Bevacizumab(AvastinTM)硝子体注入による眼虚血性疾患および眼血管新生疾患の治療 H18.7.18

203 総合診療教育部 医員 東　光久
インフリキシマブ治療により導入された関節リウマチの低疾患活動性の維持に関する研
究

H18.6.28

202 神経内科 部長 末長　敏彦 脳梗塞を対象としたOUTOCOME　研究　－OASIS　STUDY- H18.6.21

201 循環器内科 部長 小西　孝
Combination Therapy of Hypertension to Prevent Cardiovasucular Events Trial
(Corp Trial)試験期間延長(登録期間　本年５月から半年延長

H18.6.2

200 歯科・口腔外科 医員 今井　琢己 習慣性顎関節脱臼に対する自己血注入療法の効果 H18.6.2

199 血液内科 医員 野口　輝夫 難治性多発性骨髄腫患者（亀田利治氏）へのサリドマイド治療 H18.6.2

198 血液内科 医員 前迫　善智 多発性骨髄腫患者（田村　甚様）へのサリドマイド治療 H18.5.20

197 呼吸器内科 部長 田口　善夫
慢性壊死性肺アスペルギルス症を対象としたミカファンギンとボリコナゾールの比較検
討

H18.5.17

196 内分泌内科 部長 石井　均 成人下垂体機能低下症QOL尺度（JAHQ)の計量心理学的検討 H18.5.17

195 血液内科 医員 飯岡　大 多発性骨髄腫患者（川口ヨシノ様）へのサリドマイド治療 H18.4.29

194 放射線部 診療放射線技師 山﨑　良 当施設におけるDEXA測定値の精度検討 H18.4.19

193 血液内科 医員 中村　文彦 難治性多発性骨髄腫患者（中本善万様）に対するサリドマイド治療 H18.4.17

192 小児科 医員 新宅教顕 小児急性リンパ性白血病（ALL)に対する小児白血病研究会ALL-02治療研究 H18.4.5

191 小児科 医員 新宅教顕
小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Pｈ＋ALL）に対するImatinib
mesylate第II相臨床試験

H18.4.6

190 血液内科 副部長 林　孝昌 難治性リンパ腫（形質芽細胞腫）患者へのサリドマイド投与（山本一廣氏） H18.3.30

189 泌尿器科 部長 奥村　和弘 Jcap研究会　前立腺癌内分泌療法に関する実態調査（共同研究）研究期間延長について H18.3.29

188 呼吸器内科 部長 田口善夫
細菌性呼吸器感染症に対する経口フルオロキノロン系薬１日２回投与による有用性の比
較検討

H18.3.29

187 耳鼻咽喉科 部長 庄司和彦 頭頚部扁平上皮癌根治治療後TS-1補助化学療法の検討　ー第III相比較臨床試験ー H18.3.24

186 循環器内科 医員 泉　知里 左室ねじれ運動の評価におけるMRIタギング法と経胸壁心エコー法の比較 H18.3.24

185 循環器内科 副部長 日村好宏
本態性高血圧患者における心血管イベント関連血中バイオマーカーに対するアンジオテ
ンシンII受容体拮抗薬オルメサルタンとカルシウム拮抗薬アムロジピンの効果の比較検
討

H18.3.15
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184 循環器内科 部長 小西　孝 収縮性心膜炎の診断におけるMRIタギング法の有用性の検討 H18.3.15

183 循環器内科 部長 小西　孝
長時間作用型のアンギオテンシンII受容体拮抗薬によるアルドステロンエスケープ現象
および心不全に対する治療効果に関する検討

H18.3.15

182 循環器内科 部長 小西　孝 日本心臓血管インターベンション（JSIC)レジストリーシステム H18.2.21

181 血液内科 副部長 林　孝昌 難治性骨髄腫患者（永井弘子様）へのサリドマイド治療 H18.2.10

180 血液内科 副部長 林　孝昌 難治性骨髄腫患者（奥田エミ子様）へのサリドマイド治療 H18.2.10

179 血液内科 医員 中村　文彦 難治性多発性骨髄腫患者（川部裕史様）に対するサリドマイド治療 H18.2.8

178 歯科口腔外科 医員 青田桂子 歯原性角化嚢胞の治療法と予後に関する検討 H18.2.8

177 循環器内科 医員 本岡眞琴
Ｊ－ＣＯＭＰＡＳＳ研究（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｏｒｏｎａｒｙ－Ａｎｇｉｏｇｒａｐ
ｈｙ　ｏｒ　Ｍｙｏｃａｒｄｉａｌ　Ｐｅｒｆｕｓｕｉｎ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ｆｏｒ
Ａｎｇｉｎａ　Ｐｅｃｔｏｒｉｓ　Ｓｔｕｄｙ

H18.1.31

176
内分泌内科
糖尿病センター

センター長 辻井　悟 糖尿病患者を対象とした無症候性心筋虚血診断のためのスコアリング・システムの開発 H18.1.24

175 皮膚科 部長 立花隆夫 麻疹がCD4＋CD25＋制御性T細胞の数および機能に与える影響の検討 H18.1.13

174 血液内科 医員 前迫善智 難治性骨髄腫の患者（志野康秀様）へのサリドマイド投与 H17.12.27

173 脳神経外科 部長 秋山義典
脳神経外科手術におけるヒヤリ・ハット事例、事故事例、訴訟事例の分析による手術治
療安全対策ガイドライン作成に関する研究

H17.12.27

172 血液内科 医員 前迫善智 多発性骨髄腫患者（奥本美樹治氏）に対するサリドマイド療法 H17.11.30

171 血液内科 医員 前迫善智 多発性骨髄腫患者（山本トヨ子氏）に対するサリドマイド療法 H17.11.30

170 循環器内科 部長 小西　孝 循環器疾患遺伝素因に関わる遺伝疫学研究（心筋遺伝子病における突然変異の解析) H17.11.24

169 脳神経外科 医員 時女知生
未破裂脳動脈瘤患者の治療方針決定におけるＤｅｃｉｓｉｏｎ　Support　Toolの有用性
の検討

H17.11.2

168 小児科 副部長 高橋泰生 デント患者の遺伝子調査について H17.10.22

167 血液内科 副部長 林　孝昌 難治性多発性骨髄腫の患者様へサリドマイド投与 H17.10.18

166 小児科 部長 南部　光彦 アレルギー疾患におけるカビの関与について H17.10.18

165 血液内科 医員 中村　文彦 再発難治性多発性骨髄腫患者に対する三酸化砒素の投与 H17.8.31

164 循環器内科 部長 小西　孝
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための大規模臨床試験　実施期間延長
とプロトコールの一部改定に伴う申請

H17.8.10
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163 血液内科 シニアレジデント 飯岡　大 難治性多発性骨髄腫に対するサリドマイド治療 H17.8.3

162 小児科 部長 南部　光彦 村島瑞樹君（小学１年男児）へのエピペン注射液の処方について H17.8.1

161 呼吸器内科 部長 田口善夫
薬剤感受性サーベイランス -日本国内における臨床分離細菌の経年的収集および薬剤感
受性調査に関するプロジェクト-

H17.7.26

160 血液内科 医員 東　光久
同種骨髄移植後の再発急性骨髄性白血病患者に国内未承認薬Ｍｙｅｌｏｔａｒｇを海外
自費購入、使用について

H17.7.14

159 小児科 医員 塩見夏子 顆粒球輸血の施行 H17.7.14

158 天理医学技術学校 専任教員 藤本一満 スルホサリチル酸除蛋白／HPLC法によるパーキンソン病治療薬L-ｄopa測定の確率 H17.6.22

157 泌尿器科 医員 沖波　武 再発表在性膀胱腫瘍（Ta-1、G1-2）に対するBCG膀胱内注入療法の検討 H17.6.15

156 心臓血管外科 部長 西村　和修 周術期Sｅｐｔｉｃ　Sｈｏｃｋに対するPMX治療の左心機能への影響の評価 H17.6.13

155 循環器内科 部長 小西　孝 拡張期心不全の治療法確立のための大規模臨床試験（J-DHF研究）プロトコール変更 H17.6.7

154 放射線部MR部門 部長 松尾導昌 拡散テンソルスカラー量の測定 H17.5.30

153 総合診療教育部 副部長 八田　和大 リウマチ性多発筋痛症検査試薬の検討 H17.5.26

152 呼吸器内科 部長 田口善夫 特発性間質性肺炎患者の臨床情報のWEB登録 H17.5.9

151 血液内科 医員 前迫善智 米田芙美代氏のサリドマイド個人輸入、使用について H17.5.2

150 泌尿器科 部長 奥村　和弘
限局性前立腺がん根治療法後のPSA再発に対する代替療法（アガリクス茸抽出液あるいは
鹿角霊芝）の臨床効果と安全性の検討　プロトコル申請の変更

H17.5.2

149 呼吸器内科 部長 田口善夫 びまん性汎細気管支炎発症に関する遺伝子要因についての研究 H17.4.28

148 血液内科 副部長 林　孝昌 山盛淑子氏へのサリドマイド個人輸入、使用について H17.4.25

147 小児科 医員 新宅教顕 神経芽細胞腫治療の補助療法としての１３－CIS-RETINOIC　ACID（ISOTRETINOIN）投与 H17.4.20

146 総合診療教育部 医員 東　光久 レミケードの適応外使用（ベーチェット病によるブドウ膜炎に対して） H17.4.6

145 血液内科 副部長 林　孝昌 Velcade個人輸入、使用に関する主治医および患者の要望について H17.4.6

144 循環器内科 医員 大谷　誠司
抗血小板薬Clopidogrel（FDA,ヨーロッパ各国承認薬）を冠動脈内ステント留置後の亜急
性再閉塞予防のため輸入使用する実施計画

H17.4.6

143 眼科 医員 大橋　啓一 硝子体トリプル手術後の屈折誤差の検討 H17.3.15
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142 呼吸器内科 部長 田口　善夫
早期特発性肺線維症に対するN-アセチルシステイン吸入療法に関する前向き多施設共同
治療研究

H17.3.9

141 呼吸器内科 部長 田口　善夫
特発性肺線維症に対するシクロスポリン併用ステロイド療法に関する前向き多施設共同
治療研究

H17.3.9

140 循環器内科 部長 小西　孝

日本における経皮的冠動脈インターベンションおよび冠動脈バイパス術のレジストリー
(コホートⅡ)
核医学的手法によるPCI後の再狭窄、新規狭窄の検出と予後推定能の解析のためのサブグ
ループレジストリー

H17.3.2

139 循環器内科 医員 大谷　誠司
抗血小板薬Clopidogrel（FDA,ヨーロッパ各国承認薬）を冠動脈内ステント留置後の亜急
性再閉塞予防のため
輸入使用する実施計画

H17.2.16

138 臨床病理部 部長 松尾　収二 イムノカード　トキシンA&B（本製品）の厚生労働省承認申請に係る臨床性能評価 H17.2.9

137 呼吸器内科 部長 田口　善夫
慢性閉塞性肺疾患の急性増悪に対するニューキノロン系抗菌薬とβ-ラクタム系抗菌薬の
有用性の検討

H17.2.2

136 内分泌内科 部長 石井　均 ペン型注入器用の注射針とQOL改善に関する研究のためのパイロット研究 H17.1.19

135 内分泌内科 部長 石井　均 チアゾリジン系薬剤のアディポネクチンとhs-CRPに関する研究 H17.1.19

134 小児アレルギー
センター 副部長 南部　光彦
小児気管支喘息における防ダニ枕の臨床効果と枕に存在するダニ抗原量および真菌の測
定

H17.1.12

133 血液内科 シニアレジデント 坂本　宗一郎 ホスカビルの保険適応外使用 H16.12.15

132 心臓血管外科 医員 岩倉　篤
骨髄細胞移殖を用いた虚血性心臓病･末梢性血管疾患(閉塞性動脈硬化症･ビュルガー病)
への血管新生治療

H16.12.8

131 泌尿器科 医員 石戸谷　哲 経直腸的前立腺針生検時における予防抗菌薬至適投与法に関する検討 H16.12.1

130 臨床病理部 技師 小松　方 Clostridium difficile関連下痢症/腸炎の原因菌の究明 H16.11.24

129 泌尿器科 部長 奥村　和弘 クリニカルパスを用いた前立腺全摘除術の入院管理標準化に関する研究 H16.11.17

128 総合診療教育部 副部長 八田　和大
MPO-ANCA関連血管炎に対する標準的治療プロトコールの有用性を明らかにする前向き臨
床試験

H16.11.10

127 呼吸器内科 部長 田口　善夫 呼吸器感染症におけるPazufloxacin(PZFX)のPK/PDに関する検討 H16.11.10

126 呼吸器内科 部長 田口　善夫
非小細胞肺癌患者におけるゲフィチニブ投与及び非投与での急性肺障害・間質性肺炎の
相対的リスク及び危険因子を検討するためのコホート内ケースコントロールスタディ

H16.11.10

125 眼科 医員 真鍋　伸一 緑内障の病態におけるRenin-Angiotensin Systemの関与　（契約期間延長の為） H16.10.28

124 循環器内科 医員 大谷　誠司
ステント再狭窄（亜急性、慢性）予防薬パナルジンの代替薬クロピドグリルの使用許可
申請

H16.10.20

123 小児科 医員 長門　雅子 Ribavirin(リバビリン）注射製剤の使用 H16.10.20

122 循環器内科 部長 小西　孝
日本における経皮的冠動脈インターベンション(PCI)および冠動脈バイパス手術(CABG)の
レジストリー(コホートⅡ)－5年間の追跡調査-

H16.10.13

7/13



承認された臨床研究一覧（平成11年度～平成19年度）

121 放射線部MR部門 部長 松尾　導昌
1.Fluid-Suppressed T2 prep併用 segmented-TrueFISPを用いた下肢静脈の描出
2.Segmented-TrueFISPによるOxygen-Sensitive Contrastを利用した動静脈分離の試み

H16.9.29

120 小児科アレルギーセンター 副部長 南部　光彦 小児におけるスギ花粉感作の実態解明に関する研究 H16.9.15

119 循環器内科 部長 小西　孝 高血圧薬物治療研究会大規模臨床研究 H16.9.8

118
内分泌内科
糖尿病センター

部長 辻井　悟 笑いと血糖値：遺伝子スイッチ･オン/オフの経時的変化 H16.9.1

117 内分泌内科 部長 石井　均 糖尿病患者へのインスリン治療実施に関するアンケート調査（DAWN JAPAN） H16.9.1

116 小児科 部長 太田　茂 遺伝子検査（DNA検査）の説明書と同意書 H16.8.27

115 腎透析科 部長 天野　泉 閉塞性動脈硬化症への末梢血幹細胞(CD34+細胞)による血管再生療法の申請 H16.8.25

114 神経内科 部長 末長　敏彦 急性期脳梗塞患者における抗血栓薬および保護薬の併用療法に関する研究(EAST　Study) H16.8.4

113 腎透析科 部長 天野　泉
非高脂血症閉塞性動脈硬化症(ASO)症例に対する血漿交換療法(二重濾過法：DFPP)の有用
性評価

H16.8.4

112 放射線部
治療部門 部長 中島　俊文 T1N0M0非小細胞肺癌に対する体幹部定位放射線治療第Ⅱ相試験 H16.7.28

111 心臓血管外科 部長 西村　和修 JaSWAT-1のプロトコール H16.7.28

110 整形外科 副部長 西松　秀和 脳健黄色腫症Cerebrotendinous Xanthomatosis (CTX) H16.7.14

109 内分泌内科 シニアレジデント 谷澤　公伸 中尾初枝氏の今後の医療行為 H16.6.22

108 血液内科 医員 中村　文彦 肺移植適応の検討 H16.6.11

107 呼吸器内科 部長 田口　善夫
生活環境におけるレジオネラ症感染予防に関する多施設共同調査研究｢レジオネラ症の症
例調査ならびに尿保存｣

H16.6.23

106 血液内科 医員 大原　尚子 城ノ内和代氏へのサリドマイド個人輸入・使用 H16.5.26

105 消化器内科 部長 高鍬　博 田中延子氏へのアデホビル個人輸入･使用 H16.5.21

104 総合診療教育部 医員 東　光久 栗栖晶氏への固形腫瘍に対する同種骨髄移植 H16.5.12

103 救急診療部 部長 吉村　玄浩 奈良県メディカルコントロール体制下での救急救命士病院実習 H16.4.21

102 血液内科 医員 中村　文彦 東田光代氏への抗胸腺細胞グロブリン保険適応外医薬品使用 H16.4.21

101 呼吸器内科 部長 田口　善夫 生活環境におけるレジオネラ症感染予防に関する多施設共同調査研究 H16.4.14

8/13



承認された臨床研究一覧（平成11年度～平成19年度）

100 呼吸器内科 部長 田口　善夫 喘息患者のQOL実態調査 H16.4.14

99 循環器内科 部長 小西　孝 メドトロニックInSync 8040及びアテインリードの使用成績調査 H16.4.7

98 血液内科 医員 大原　尚子 小谷睦氏への抗胸腺細胞グロブリン保険適応外医薬品使用 H16.3.31

97 血液内科 医員 中村　文彦 田中彌榮氏へのサリドマイド個人輸入・使用 H16.3.31

96 放射線部
MR部門 部長 松尾　導昌 MR体験実習計画 H16.3.24

95 放射線部
MR部門 部長 松尾　導昌

PAT(Parallel　Acquisition　Technique)技術を用いた描出能の検討(従来法とPATを用い
た場合との比較検討)
１.健常人における非造影MRI(MRAを含む)での足部動脈および下肢動脈描出能における比
較検討
２.健常人頚動脈撮像におけるDark　Blood　ImagingとT1-MP　RAGE法における比較検討
３.３D-CISSシーケンスにおける腰髄馬尾神経の描出能における比較検討
４.非造影MRI撮像法の肝腫瘤性病変検出能における比較検討(True FISP,MRCPを含む)
５.非造影MRI撮像法の膵腫瘤性病変検出能における比較検討(True FISP,MRCPを含む)

H16.3.24

94 呼吸器内科 部長 田口　善夫 S-7701の特発性肺線維症患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 H16.3.24

93 循環器内科 医員 泉　知里
左内胸動脈グラフトの吻合部狭窄における高周波ドプラ心エコー検査の有用性に関する
検討

H16.3.24

92 血液内科 医員 林　孝昌 畑山文子氏へのサリドマイド個人輸入・使用 H16.3.10

91 放射線部
診断部門 部長 左野　明 マイクロフェレット１８Ｚｅｔａ(マイクロカテーテル)市販後調査 H16.3.3

90 眼科 部長 石郷岡　均 網膜黄斑浮腫に対するトリアムシノロン(ケナコルト)硝子体内注射治療 H16.3.3

89 耳鼻咽喉科 部長 庄司　和彦 甲状腺髄様癌症例における遺伝子診断 H16.3.3

88 血液内科 医員 東　光久 丸橋美根子氏のサリドマイド個人輸入について H16.2.25

87 血液内科 医員 東　光久 更ヱ利有子氏への亜砒酸（As2O3）の使用 H16.2.18

86 呼吸器内科 医員 井上　哲郎
肺アスペルギルス症に対するイトラコナゾール(ITCZ)治療における有効性決定因子の検
討

H16.2.18

85 血液内科 副部長 林　孝昌 崎山幸子氏への亜砒酸（As2O3）の使用 H16.2.18

84 循環器内科 部長 小西　孝 拡張期心不全の治療法確立のための大規模臨床試験 H16.2.18

83 放射線部
MR部門 部長 松尾　導昌

１．Fast　Recovery　pulseによるＴ2コントラストの影響
２．脂肪抑制併用segmented-TrueFISPによる門脈、肝静脈、胆管描出の試み
３．小脳橋角部領域におけるMR Cisternography の至適撮像法
　　－TrueFISP vs CISS

H16.2.4

82 血液内科 医員 東　光久 辰巳隆英氏への亜砒酸（As2O3）の使用 H16.1.28

81 循環器内科 部長 小西　孝 冠動脈穿孔時用ステントの使用成績調査（3年間全例） H15.1.14
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80 血液内科 医員 東　光久 松田辰雄氏のサリドマイド個人輸入について H16.1.7

79 心臓血管外科 部長 松本　雅彦 HILITE　7000　LTの検討 H15.5.7

78 血液内科 副部長 林　孝昌 小南敏子氏へのサリドマイド使用 H15.12.10

77 循環器内科 部長 小西　孝
高血圧症患者における長時間作用型のアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬によるアルドス
テロンエスケープ現象に関する研究

H15.12.10

76 循環器内科 部長 小西　孝
慢性心不全の増悪のため入院治療を要する患者を対象とした調査研究（JCARE‐CARD研
究）

H15.12.10

75 泌尿器科 副部長 奥村　和弘
限局性前立腺癌根治療法後のPSA再発に対する代替療法（アガリクス茸抽出液および鹿角
霊芝）の臨床効果と
安全性の検討

H15.11.26

74 血液内科 シニアレジデント 坂本　宗一郎 前川弘幸氏へのサリドマイド使用について H15.11.26

73 心臓血管外科 部長 西村　和修 『バスクテック人工血管の臨床評価委託研究』について H15.11.26

72 腹部一般外科 医員 粟根　雅章
腹水貯留を伴う胃癌症例に対するｗｅｅｋｌｅｙ　Paclitaxel療法の検討（臨床第Ⅱ相
試験）

H15.11.19

71 血液内科 医員 中村　文彦 中村隆清氏へのサリドマイド使用について H15.11.12

70 呼吸器内科 部長 田口　善夫
非小細胞肺癌患者におけるゲフィチニブ投与及び非投与での急性肺障害・間質性肺炎の
相対リスク及び
危険因子を検討するためのコホート内ケースコントロールスタディ

H15.11.5

69 循環器内科 医員 大谷　誠司 加美和道氏へのヴェニロン投与について H15.11.5

68 放射線部 部長 中島　俊文 体幹部定位放射線治療について H15.10.15

67 血液内科 医員 東　光久 大川美奈氏へのリツキサン保険適応外使用について H15.10.15

66 循環器内科 医員 北村　順
心房細動の薬物療法に関する多施設共同無作為化比較試験
【略名】J-RHYTHM(Japanese　Ryhthm　Managemento　Trial　on　Atrial
Fibrillation)

H15.10.3

65 血液内科 医員 東　光久 奥保吉臣氏へのサリドマイド投与について H15.10.1

64 眼科 医員 真鍋　伸一 緑内障の病態におけるRenin-Angiotensin　Systemの関与 H15.10.1

63 呼吸器内科 部長 田口　善夫 局所進行型肺非小細胞癌に対する化学放射線併用療法の多施設間治療成績の比較調査 H15.10.1

62 呼吸器内科 部長 田口　善夫 肺炎の診断／治療に関する調査(多施設共同研究) H15.10.1

61 血液内科 医員 東　光久 鈴木絵美氏へのリツキサン保険適応外使用について H15.9.17

60 血液内科 医員 東　光久 中谷恵理子氏へのリツキサン保険適応外使用について H15.8.27
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59 血液内科 医員 中村　文彦 清水宏明氏へのサリドマイド使用について H15.8.27

58 呼吸器外科 医員 青山　晃博 イレッサ（ゲフィニチブ）の効果と安全性に関するレトロスペクティブ調査 H15.8.27

57 循環器内科 医員 泉　知里 左内胸動脈グラフトの初期成績と長期成績に関する検討 H15.8.27

56 循環器内科 部長 小西　孝 慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための大規模臨床試験 H15.8.27

55 血液内科 医員 中村　文彦 大橋貞幸氏へのサリドマイド使用について H15.7.30

54 血液内科 医員 東　光久
免疫抑制剤セルセプト（Ｍｙｃｏｐｈｅｎｏｌａｔｅ　ｍｏｆｅｔｉｌ，ＭＭＦ）購入
使用について

H15.7.23

53 脳神経外科 部長 秋山　義典

出血発症成人もやもや病の治療指針に関する研究
厚生労働科学研究費　　特定疾患対策研究事業
　～モヤモヤ病（ウイリス動脈輪閉塞症）の病因・病態に関する研究～多施設間共同研
究

H15.7.23

52 呼吸器内科 部長 田口　善夫
肺炎球菌性肺炎における肺炎球菌のMIC測定および臨床経過との対比
　京大呼吸器内科合同臨床研究

H15.7.23

51 血液内科 医員 中村　文彦
免疫抑制剤セルセプト（Ｍｙｃｏｐｈｅｎｏｌａｔｅ　ｍｏｆｅｔｉｌ，ＭＭＦ）購入
使用

H15.7.9

50 小児科アレルギー
センター 副部長 南部　光彦 抗ロイコトリエン薬の使用方法に関する臨床研究 H15.7.2

49 循環器内科 部長 小西　孝
日本における経皮的冠動脈インターベンションおよび冠動脈バイパス手術のレジスト
リー

H15.6.19

48 血液内科 医員 中村　文彦 中村トシエ氏へのサリドマイドの使用について H15.5.28

47 血液内科 シニアレジデント 坂本　宗一郎 福田孝平様へのサリドマイドの投与について H15.5.21

46 血液内科 医員 林　孝昌 戌亥昌祐様へのＡｓ２０３(亜砒酸)投与について H15.5.14

45 血液内科 医員 中村　文彦 井上浩文氏へのSAURAMIDEの使用について H15.4.23

44 腹部一般外科 医員 浅生　義人
Ghrelinの基礎分泌量
胃切除術後患者におけるGhrelin分泌量

H15.4.23

43 血液内科 医員 林　孝昌 美並孝育氏へのＳＡＵＲＡＭＩＤＥの使用について H15.4.9

42 小児科 医員 新宅　教顕 井上寿奈氏への１３－cis-retinoic scid(isotretinoin)の使用について H15.4.9

41 脳神経外科 部長 欅　　篤 日本未破裂脳動脈瘤悉皆調査について（参加施設登録） H15.3.12

40 血液内科 医員 東　光久 平塚キヨ子様へのＡｓ２０３(亜砒酸)投与について H15.2.26

39 血液内科 医員 林　孝昌 戌亥昌祐様へのＡｓ２０３(亜砒酸)投与について H15.2.18
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38 整形外科 副部長 西松　秀和 骨大欠損部に対する同種骨採取および保存、滅菌後の移植 H15.1.28

37 麻酔科 部長 西和田　誠
Quality  of  Recovery　４０　日本語版(追加質問項目を含む）の臨床的妥当性と信頼
性を検証する
　　　　　　　　　　　　(臨床研究延長期間；平成１5年2月～平成１５年2月）

H15.1.28

36 脳神経外科 部長 欅　　篤
「超急性期脳塞栓症に対する局所線溶療法の効果に関する臨床試験」
脳塞栓症に対する局所線溶療法多施設共同ランダム化比較試験

H15.1.15

35 臨床病理部 技師 林田　雅彦
体外診断医薬品申請の為の相関データの収集
　　項目1.ダコ・サイトメーション株式会社製CD1a-FITC,CD1a-PE抗体
　　項目2.ダコ・サイトメーション株式会社製CD56－PE抗体

H14.11.27

34 血液内科 医員 林　孝昌
未治療慢性骨髄性白血病に対するGlivecの有効性ならびにBCR/ABL遺伝子定量の効果判定
における
有用性に関する研究（多施設共同臨床試験）

H14.11.20

33 血液内科 医員 林　孝昌
再発及び治療抵抗非ホジキンリンパ腫に対するRCMD（Rituximab,CPT-11,MIT,Dex）療法
の臨床第Ⅱ相試験
　　　　　　　　　　　　（多施設共同臨床試験）

H14.11.20

32 麻酔科 医員 田中　優
Quality  of  Recovery　４０　日本語版(追加質問項目を含む）の臨床的妥当性と信頼
性を検証する
　　　　　　　　　　　　(臨床研究期間；平成１４年１０月～平成１５年１月）

H14.10.2

31 小児科循環器
センター 副部長 松村　正彦
小児期の心不全に対するβ遮断薬を中心とする内科的治療に関する臨床的研究（厚生労
働省委託研究）

H14.9.11

30 血液内科 医員 林　孝昌
クラドリビンとブスルファンを用いたミニ移植の有用性ならびに急性移植片対宿主病の
予防方法に関する検討

H14.8.26

29 小児科循環器
センター 副部長 松村　正彦 川崎病後遠隔期患者の炎症性マーカーの検討 H14.8.7

28 耳鼻咽喉科 医員 河田　恭孝 積分筋電図による顔面神経麻痺の程度評価-機器開発- H14.8.1

27 脳神経外科 部長 欅　　篤 悪性脳腫瘍の遺伝子解析並びに個別化治療法の検討 H14.7.15

26 心療内科 医員 岡部　憲二郎 摂食障害の感受性遺伝子の探索に関する研究 H14.7.8

25 総合診療教育部 医員 石丸　裕康 後天性血栓血小板減少性紫斑病患者の遺伝子的素因に関する研究 H14.6.12

24 泌尿器科 副部長 奥村　和弘 UFTによる表在性膀胱癌治療における5－FU代謝酵素ｍRNA測定による効果予測因子の検討 H14.6.12

23 消化器内科 部長 高鍬　博
C型慢性肝炎に対するリバビリン/インターフェロン併用療法における治療効果予測因子
に関する検討
(リバビリン血中濃度と遺伝子解析)共同研究

H14.3.29

22 麻酔科 部長 西和田誠
脳外科手術後の悪心・嘔吐に関するプロポフォール・ドロペリドールの影響　多施設共
同研究
平成14年4月1日～平成16年3月31日

H14.3.25

21 小児科 部長 太田　茂 ｢ズダンブラックB｣経口投与について H13.12.21

20 放射線部 部長 中島俊文 強度変調放射線治療（IMRT）照射技術を用いた放射線治療 H13.12.7

19 放射線部 部長 中島俊文
局所進行癌に対するシスプラチン/5－FU併用化学放射線療法：少量持続化学療法と短期
化学療法との無作為化比較第2相試験　－共同研究参加ー

H13.11.2

18 泌尿器科 部長 寺地敏郎 前立腺癌内分泌療法に関する実態調査　－共同研究参加ー H13.11.2

12/13



承認された臨床研究一覧（平成11年度～平成19年度）

17 耳鼻咽喉科 副部長 高北晋一 甲状腺髄様癌例における遺伝子診断 H13.9.14

16 呼吸器内科 医員 加藤晃史
高齢者未治療進行非小細胞肺癌に対するドセタキセルとビノレルビンの第Ⅲ相試験　―
西日本胸部腫瘍臨床研究機構　多施設共同臨床研究―（WJTOG9904）

H13.8.1

15 呼吸器内科 医員 加藤晃史
切除不能Ⅲｂ／Ⅳ期非小細胞肺癌に対するゲムシタビン＋ビノレルビンとゲムシタビン
＋カルボプラチン併用療法の無作為化臨床試験第Ⅱ相試験　　―西日本胸部腫瘍臨床研
究機構　多施設共同臨床研究―（WJTOG0104）

H13.8.1

14 呼吸器内科 医員 加藤晃史
非小細胞肺癌治癒切除症例に対する術後補助化学療法の検討（Ｇｅｍｃｉｔａｂｉｎｅ
とUTFとの無作為比較臨床試験）　　　　―西日本胸部腫瘍臨床研究機構　多施設共同研
究―（WJTOG0101）

H13.8.1

13 総合診療教育部 部長 郡　義明
ＣＰＴ－11　の　POPURATION　PHARMACOKINETICS　に関する臨床研究
共同研究　期間　平成13年4月1日から平成14年3月３1日）

H13.3.26

12 胸部外科 部長 神頭　徹
塗沫陰性結核症の診断における血中抗TBGL抗体測定の有効性を検討する多施設共同
Prospective　Study

H13.3.7

11 精神科 医員 岸本卓三 精神分裂病における聴覚情報処理過程に対する抗精神病薬の影響の研究 H13.3.2

10 精神科 医員 岸本卓三
精神分裂病と健常者における聴覚情報処理過程、およびそれに対するニコチン（喫煙）
の影響の研究

H13.3.2

9 腹部一般外科 部長 松末　智 吸収性縫合糸GM９５１の治験について H13.2.2

8 眼科 部長 谷原秀信 インドシアニングリーンとｔPAの保険適応外使用について H12.8.7

7 小児科 医員 南部光彦 小児気管支ぜん息の発症・変動因子に関する研究 H12.6.13

6 血液内科 部長 大野陽一郎
臍帯血移植医療機関登録（血液内科）について　登録先：日本臍帯血バンクネットワー
ク

H12.5.11

5 手術部 副部長 中村義徳 マイナス帯電不織布シートの臨床評価について H12.4.7

4 眼科 部長 谷原秀信 羊膜移植治療について H12.3.22

3 精神科 医員 岸本卓三 精神分裂病における聴覚情報処理過程に対する抗精神病薬の影響 H12.3.17

2 精神科 医員 岸本卓三
精神分裂病と健常者における聴覚情報処理過程、およびそれに対するニコチン（喫煙）
の影響の研究

H12.3.17

1 消化器内科 部長 羽白　清
胃原発Low－ｇｒａｄｅ　ＭＡＬＴ（ｍｕｃｏｓａ－ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｌｙｍｐｈ
ｏid　ｔｉｓｓｕｅ ）ＬＹＭＰＨＯＭＡに対する非外科的治療
（多施設共同研究）

H12.3.3
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