
承認された臨床研究一覧（平成20年度～平成25年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

605 心臓血管外科 副部長 仁科　健 サピエンXT使用成績調査 H26.3.27

604 呼吸器内科 シニアレジデント 森本　千絵
造血幹細胞移植後の晩期非感染性肺合併症における間質性肺炎例の剖検例における後ろ
向き研究

H26.3.19

603 呼吸器内科 シニアレジデント 森本　千絵 造血幹細胞移植後の晩期非感染性肺合併症における間質性肺炎例の後ろ向き研究 H26.3.19

602 看護部 主任看護師 丹生　淳子 慢性疾患看護専門看護師の活動実態について H26.3.17

601 皮膚科 医員 藤井　弘子 皮膚潰瘍治療におけるシルクガーゼの安全性と有効性についての検討 H26.3.14

600 臨床検査部 臨床検査技師 阿部　教行 チトクロームP450（CYP)遺伝子多型（CYP2C9およびCYP２C19)検査院内実施の検討 H26.3.6

599 内視鏡センター センター長 大花　正也
C型慢性肝炎に対するインターフェロン療法において治療効果を規定するウィルス側因子
の検討

H26.2.25

598 地域医療連携室 医員 次橋　幸男 天理地区における「在宅医療導入プロセスの見える化」プロジェクト H26.1.22

597 循環器内科 副部長 泉　　知里 日本における人工弁置換術後の予後・心機能調査（後ろ向き調査） H26.1.6

596 看護部 看護師 田中　英行
総合病院救急外来における小児救急看護の質の向上への取り組みー看護師の困難感に焦
点を当てて

H25.12.27

595 循環器内科 医員 三宅　誠
大動脈弁狭窄症患者に対する治療法選択とその予後を検討する多施設後ろ向きコホート
研究

H25.12.25

594 内視鏡センター センター長 大花　正也 抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 H25.12.17

593 腎透析科 部長 金子　嘉志 自家移植用循環系組織体の開発に関する臨床研究Ⅱ H25.12.9

592 呼吸器外科 部長 中川　達雄 肺癌術前呼吸機能評価と術後早期のアウトカムの検討（後ろ向き研究） H25.12.4

591 循環器内科 医員 榎本　操一郎
鎖骨下動脈および上肢動脈病変に対する血管内治療の安全性と有用性における多施設後
向き研究

H25.11.21

590 麻酔科 シニアレジデント 浜川　綾子
開心術術後患者の集中治療室における鎮静法が術後経過に及ぼす影響ーデクスメデトミ
ジンとプロポフォールによる鎮静の比較

H25.12.2

589 放射線部 診療放射線技師 錦　一聡 下肢静脈瘤に対する単純CTを用いた３D画像描出の最適化 H25.11.27

588 循環器内科 副部長 泉　　知里 心エコー図法による心不全患者の予後推定に関する研究 H25.11.20

587 腹部一般外科 医員 門川　佳央 直腸癌手術後における生活の質の調査 H25.11.13

586 内分泌内科 部長 辻井　悟
新規２型糖尿病患者に対する経口糖尿病薬クラス別の治療効果とQOLの相関についての臨
床試験　〔第559号承認　改訂申請〕

H25.11.13
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585 血液内科 部長 大野　仁嗣 成人T細胞白血病/リンパ腫における腫瘍性増殖機構の解析 H25.11.13

584 血液内科 医員 前迫　善智
ALK融合遺伝子陽性の再発・治療抵抗性急性骨髄性白血病患者に対するクリゾチニブの投
与

H25.10.31

583 放射線部 診療放射線技師 北村　一司 心臓カテーテル検査におけるPCI支援ソフトウェアの有用性に関する検討 H25.11.18

582 循環器内科 部長 中川　義久
TIGRIS：心筋梗塞後安定型冠動脈疾患患者における長期リスク、臨床管理および医療資
源の利用に関する研究

H25.11.13

580 腹部一般外科 医員 浅生　義人
高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対する5－FU/ｌ－LV療法
VS，FLTAX(5－FU/ｌ－LV＋PTX）療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

H25.11.2

579 腹部一般外科 医員 浅生　義人 ステージⅢ胃癌に対する術前診断の妥当性についての研究 H25.10.9

578 総合診療教育部 医員 東　光久 透析中の進行期胃がん患者（１名）に対する抗がん薬（TS-1)治療導入 H25.9.30

577 天理医療大学 看護学科教授 林　みよ子 在宅移行後12ヶ月間の脳卒中患者の家族の生活調整プロセス H25.9.30

576 神経内科 シニアレジデント 田中　寛大 筋萎縮性側索硬化症患者の呼吸困難緩和に対するモルヒネ投与の有効性についての検討 H25.10.4

575 呼吸器内科 部長 田口　善夫 特発性肺線維症急性増悪症例の後ろ向き多施設共同研究 H25.8.27

574 内分泌内科 部長 辻井　悟
2型糖尿病患者における診療実態と患者アウトカムの検討　ーインスリンレジメンの観点
からー

H25.8.21

573 天理医療大学 講師 寺口　佐與子 周術期乳がん患者の体重増減に関する続発性リンパ浮腫予防プログラムの開発 H25.9.19

572 救急診療部 部長 泉　　知里 救急救命士の病院実習におけるま末梢静脈路確保の導入プロジェクト H25.7.26

571 血液内科 部長 大野　仁嗣
未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボルテゾミブを用いた寛解導入・地固
め・維持療法および大量抗がん剤併用自家末梢血幹細胞移植の安全性と有効性の検討：
臨床第Ⅱ相試験

H25.8.16

570 小児科 部長 南部　光彦 ダウン症児の体力テストの調査とそれに影響する因子の検討 H25.7.29

569 循環器内科 医員 田村　俊寛
リゾリュート・インテグリティを用いた日本の実地臨床における長期の有効性および安
全性に関する前向き多施設共同市販後臨床研究

H25.7.29

568 循環器内科 医員 近藤　博和
ダビガトラン内服患者におけるAPTT値と服用後経過時間の関係およびダビガトラン血中
濃度に関する検討

H25.8.21

567 先天性心疾患センター 医員 吉村　真一郎
日本Pediatric Interventional Cardiologyデータベース（Japan Pediatric
Interventional Cardiology Database,JPIC-DB)へのオンライン症例登録

H25.7.9

566 呼吸器内科 部長 田口　善夫 慢性過敏性肺炎にみられるUIPと特発性肺線維症のHRCT画像所見の比較 H25.7.12

565 腎透析科 部長 金子　嘉志 腹膜透析患者の血清および排液中の糖化最終産物濃度に関する臨床研究 H25.7.12

564 腹部一般外科 医員 浅生　義人 ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST)に対する完全切除後の治療に関する研究 H25.8.21
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563 腹部一般外科 副部長 古山　裕章 手術の摘出組織の利用を患者さんが要望した場合の対応について H25.6.18

562 循環器内科 副部長 泉　　知里 大動脈プラークを有する症例に対する予後の調査 H25.6.11

561 天理医療大学 助教 松井　利江
壮年期の進行期婦人科がん患者の配偶者が体験する支援ニーズに基づくケアモデルの構
築

H25.6.28

559 内分泌内科 部長 辻井　悟
新規２型糖尿病患者に対する経口糖尿病薬クラス別の治療効果とQOLの相関についての臨
床試験　〔第460号承認　延長申請〕

H25.6.5

558 呼吸器内科 医員 辻　貴宏
びまん性汎細気管支炎における非結核性抗酸菌の検出率に関する検討‐当院におけるレ
トロスペクティブ研究

H25.6.7

557 総合診療教育部 医員 佐田  竜一 臨床医としてのGeneralistはどのような学問分野に特に関心を持つのか？ H25.5.27

556 看護部外来 看護師 桑垣　陽子 乳腺外科外来におけるタッチパネル端末による外来問診の導入と効果 H25.7.11

555 腹部一般外科 副部長 古山　裕章 肝中央切除術を施行した肝切除症例における術後胆汁ろう予防策の検討 H25.6.1

554 呼吸器内科 医員 橋本　成修 膠原病的背景を有する特発性間質性肺炎の多施設共同コホート研究 H25.5.21

553 腹部一般外科 副部長 古山　裕章 大腸癌肝転移切除後無病生存の予測nomogramの外的妥当性の検証 H25.5.16

552 循環器内科 副部長 泉　　知里 本邦における拡張期心不全の実態に関する多施設共同調査研究 H25.5.21

551 血液内科 部長 大野　仁嗣 CML患者のQOL把握のための観察研究 H25.4.17

550 心臓血管外科 部長 山中　一朗 生体弁マイトロフローの有用性に関する探索的検討 H25.10.21

549 呼吸器内科 部長 田口　善夫 関西・北陸地区2府７県喘息患者実態追跡調査 H25.3.18

548 呼吸器内科 部長 田口　善夫
エベロリムスによる肺障害モニタリングにおける血清ＫＬ－６測定の有用性の検証(第
512号承認　プロトコール改訂申請）

H25.3.8

547 呼吸器内科 医員 中塚　賀也
医療・介護関連肺炎ガイドラインに従った耐性菌カバーと治療アウトカムとの関連につ
いての検討

H25.3.8

545 呼吸器内科 副部長 羽白　高 わが国のCOPD患者を対象としたBODE　indexの妥当性の検討 H25.2.28

543 神経内科 部長 末長　敏彦
重症筋無力症におけるシクロスポリンの至適使用法の検討【シクロスポリンAUC測定によ
る検討】〔第307号H21.7.8変更申請〕

H25.6.18

542 小児科 部長 南部　光彦
アトピー性皮膚炎の子どものFamily Impactの概念分析とChildhood Atopic Dermatitis
Impact Scale（CADIS)日本版の開発

H25.2.2

541 呼吸器内科 部長 田口　善夫 過敏性肺炎における環境中鳥関連および真菌抗原測定の有用性に関する検討 H25.1.22

540 呼吸器内科 部長 田口　善夫 長期酸素療法導入後の特発性肺線維症患者の予後調査と予後因子の前向き検討 H25.1.22
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539 呼吸器外科 部長 中川　達雄 高齢者非小細胞癌における手術と体幹部定位放射線の治療成績に関する共同研究 H25.1.23

538 産婦人科 副部長 住友  理浩 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 H25.1.12

537 内分泌内科 医員 松永 佐澄志 ギテルマン症候群の遺伝子検査 H25.1.9

536 小児科 部長 南部　光彦 小児気管支喘息診療における布団丸洗いの有効性について H25.1.21

535 内視鏡センター 臨床検査技師 藤北　尭彦
洗浄後内視鏡の残留蛋白質を指標とする洗浄効果判定　～クーマシー法（CBB法）を用い
て～

H25.2.1

534 神経内科 シニアレジデント 奥宮　太郎 先天性血液凝固異常症の遺伝子診断 H25.6.18

533 呼吸器外科 医員 齊藤　正男 肺葉切除可能肺癌症例における縮小手術成績調査 H24.12.28

532 放射線部診断部門 部長 野間　恵之
各種胸部疾患における320列area-detector ＣＴを用いた逐次近似再構成法 の有用性の
検討（継続）

H24.12.11

531 腎透析科 部長 金子　嘉志
腹膜透析排液中の糖化最終産物（advanced glycation endprpducts：AGEs)濃度に関する
研究

H24.12.10

530 泌尿器科 医員 川西　博晃 泌尿器系癌の診断用新規腫瘍マーカーＣＸＣＬ１の開発 H24.12.19

528 循環器内科 副部長 泉　　知里
Asian Prospective Registry for Valvular Heart Disease ：アジア人における弁膜症
研究

H24.11.29

527 小児科 部長 南部　光彦
小児気管支喘息の発症・進展に及ぼす鼻アレルギーの影響に関する研究　「ペット調査
と経過観察期間の追加」

H24.11.9

526 臨床病理部 技師長 岡山　幸成
各種CRP-Lipid complex同時測定による動脈硬化発症の予後予測能　～各種CRP-Lipid
complex同時測定の試薬開発～

H24.2.12

525 臨床病理部 主任臨床検査技師 河野　久 潰瘍性大腸炎発症に対する大腸内常在細菌の免疫学的関与に関する研究 H24.2.12

524 臨床病理部 副技師長 畑中　徳子 PIVKAⅡ測定系に影響を及ぼす種々の要因分析 H24.2.12

523 臨床病理部 副技師長 畑中　徳子 IgG測定における潜在高IgG4サブクラスの検出方法の開発 H24.2.12

522 臨床病理部 主任臨床検査技師 大峠　和彦
血液像自動分類装置CellaVisionDM96を応用した学生および初学者教育における血液細胞
形態学習システムの構築

H24.2.12

521 臨床病理部 臨床検査技師 中村　彰宏
レーザーイオン化飛行時間型質量分析（MALDI-TOF-MS)を用いた感染症迅速診断システム
の開発

H24.2.12

520 医学研究所 主任研究所技師 林田　雅彦 真菌感染症に関与する感染防御機構についての検討 H25.3.22

519 内視鏡センター センター長 大花　正也
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）

H24.12.1

517 麻酔科 医員 野口　輝夫 レミフェンタイルを用いた麻酔管理が周術期の血糖値推移に与える影響に関する検討 H24.12.28
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516 看護部白川分院Ｂ１病棟 看護師長 宮脇　佳代子 精神科における隔離身体拘束最小化のためのアセスメントツールと評価指標の開発 H25.2.18

513 腹部一般外科 医員 浅生　義人
未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の適応拡大に関する第Ⅱ相試験（変
更申請）

H24.10.25

512 呼吸器内科 部長 田口　善夫 エベロリムスによる肺障害モニタリングにおける血清ＫＬ－６測定の有用性の検証 H24.11.21

511 天理医療大学 看護学科助手 石橋　かず代
がんの子どもをもつ母親が語る当事者参加授業における看護学生の学び　～長期的な家
族支援の必要性を中心に～

H24.11.12

510 脳神経外科 部長 秋山　義典 ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究 H24.10.24

509 看護部67病棟 看護師 水谷　元樹
呼吸を整える知識・技術の習得　～新人看護師へのシュミレータを活用した知識・技術
修得の継続的な関わりを振り返って～

H24.10.10

507 呼吸器内科 部長 田口　善夫 レジオネラ尿中抗原迅速診断キットの有用性の検討 H24.10.25

506 血液内科 医員 飯岡　大 遺伝子診断研究：第Ⅷ因子遺伝子異常に関する研究 H24.11.22

505 消化器内科 医員 宮島　真治 分岐型膵管内乳頭粘液性腫瘍（ＩＰＭＮ）に対する前向き経過観察 H24.9.19

504 薬剤部 薬剤師 池西　政幸
抗がん剤　カペシタビンと抗血液凝固剤ワルファリンの相互作用に関する多施設共同研
究

H24.10.5

503 内分泌内科 部長 辻井　悟 高齢期にある糖尿病者の教育入院後における生活行動の特徴 H24.9.14

500 看護部 看護副部長 横山　しのぶ 臨地実習指導体験が看護師のキャリア形成に及ぼす影響 H24.8.31

499 神経内科 副部長 景山　卓 アルツハイマー病におけるガランタミン投与の臨床的有用性に関する検討 H24.9.6

498 看護部 看護副部長 堀畑　佐知子
大規模イベントにおける救護活動に看護学生が奉仕活動として参加することの経験的意
味

H24.8.28

497 天理医療大学 助教 石田　寿子 天理市における食物アレルギーを持つ子供の保護者と学校との連携の実態 H24.8.21

496 眼科 部長 西脇　弘一 Macular Hole Surgery with Air Tamponade and Three-Day Face-Down positioning H24.8.16

495 神経内科 副部長 景山　卓 正常圧水頭症の予後予測および鑑別診断における髄液マーカーの有用性の検討 H24.8.21

494 循環器内科 医員 中島　誠子
非代償性心不全で入院し、体液貯留に対してトルバプタン治療を受けた患者に関する多
施設共同前向きコホート研究

H24.7.30

493 血液内科 部長 大野　仁嗣
再発又は難治性ＣＤ20陽性低悪性度Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リン
パ腫患者を対象にしたベンダムスチン、リツキシマブ併用療法の有効性と安全性の検
討：臨床第Ⅱ相試験（ＢＲサルベージ試験）

H24.7.30

492 消化器内科 部長 鍋島　紀滋 IgG4関連疾患における疾患関連遺伝子の解析 H24.8.6

491 内分泌内科 部長 辻井　悟 糖尿病患者の予後に関する前向きコホート研究（研究計画の修正に関する申請） H24.7.30
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490 院長 上田　裕一
１．天理医療大学との共同研究について  （２．臨床研究・教育に伴なう同意につい
て：保留）

H24.7.20

489 小児科 部長 南部　光彦 食物アレルギー患児に対する急速経口免疫療法の実施について H24.7.31

488 歯科・口腔外科 歯科衛生士 小西　智子
マザークラス初期受講者の口腔衛生に対する意識調査とマザークラスでの歯科保健指導
内容の検討

H24.7.20

486 小児科 部長 南部　光彦 ダウン症児における熱性けいれんの頻度調査 H24.7.18

485 内分泌内科 部長 辻井　悟
SU薬治療下の２型糖尿病患者に対するＤＰＰ－４阻害薬（ビルダグリプチン）追加投与
の臨床的有用性とＱＯＬに及ぼす影響の検討試験

H24.7.17

483 感染症管理センター 看護師長 萱島　すが 電動ディスペンサーを用いた手指衛生実施率の定量的評価 H24.7.3

482 心臓血管外科 部長 山中　一朗 本邦におけるウシ心膜生体弁の長期遠隔成績に関する多施設共同研究 H24.7.12

481 呼吸器内科 部長 田口　善夫 鳥関連過敏性肺炎における特異的 IgG、IgA抗体測定の有用性に関する研究 H24.6.29

480 呼吸器外科 部長 中川　達雄 臨床症例におけるBirt‐Hogg‐Dubé(BHD)遺伝子変異の検査 H24.6.21

479 腹部一般外科 医員 浅生　義人
切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用（CS)療法とドセタキセル/
シスプラチン/S-1併用(DCS)療法のランダム化第三相試験

H24.7.3

478 腹部一般外科 医員 浅生　義人 近畿GIST研究会GIST登録事業 H24.7.11

477 心臓血管外科 部長 山中　一朗 ＳＪＭトライフェクタ生体弁の血行動態能に関する調査 H24.7.30

476 呼吸器内科 部長 田口　善夫 保存検体を用いたレジオネラ尿中抗原迅速診断キットの有用性の検討 H24.6.22

475 呼吸器内科 部長 田口　善夫 慢性肺アスペルギルス症を対象とした予後調査後ろ向き研究 H24.6.27

474 循環器内科 医員 貝谷　和昭
Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Passive versus Active fixation leads on the Magnitude of
Troponin Relese after pacemaker implantation

H24.7.7

473 循環器内科 副部長 泉　　知里 心不全患者における退院時心エコー指標と予後の関係 H24.6.18

472 循環器内科 副部長 泉　　知里 中等症から重症大動脈弁狭窄症の進行度および予後に関する前向き観察研究 H24.6.18

471 神経内科 シニアレジデント 奥宮　太郎
延髄梗塞における眼球側方突進（ocular lateropulsion)の病態機序を明らかにするため
の神経画像的検討

H24.6.21

470 総合診療教育部 医員 次橋　幸男 天理よろづ相談所病院における救命救急士病院研修プログラムの検証 H24.6.5

469 総合診療教育部 医員 次橋　幸男 菌血症の臨床予測ルール開発に関する研究 H24.6.5

468 看護部 主任看護師 丹生　淳子
急性期病院の病棟看護師が行う退院支援における現状と課題　ーがん、慢性疾患の違い
に焦点をあててー

H24.6.29
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467 心臓血管外科 部長 山中　一朗 被覆人工血管（Ｊ－Ｇｒａｆｔ ＳＨＩＥＬＤ NEO）の有用性に関する臨床評価 H24.7.12

466 呼吸器内科 部長 田口　善夫 間質性肺炎増悪患者におけるシクロスポリンの１日１回投与（食前）に関する検討 H24.7.2

465 循環器内科 医員 近藤　博和
Coronary Angiography(CAG)およびPercutaneous Coronary Intervention(PCI)後のCI-
AKI（造影剤腎症）発症に関する観察研究

H24.6.8

464 腎透析科 部長 金子　嘉志 自家移植用循環系組織体の開発に関する臨床研究 H24.6.1

463 臨床病理部 部長 中村　文彦 アンプリコア®HPVにおけるSurePath検体安定性の検討 H24.5.17

462 循環器内科 医員 貝谷　和昭 心サルコイドーシスの前向き登録 H24.5.14

461 呼吸器外科 医員 齊藤　正男 臨床症例におけるBirt‐Hogg‐Dube(BHD)遺伝子変異の検査 H24.5.7

460 内分泌内科 部長 辻井　悟
新規２型糖尿病患者に対する経口糖尿病薬クラス別の治療効果とQOLの相関についての臨
床試験

H24.3.25

458 腹部一般外科 医員 浅生　義人
病理学的StageⅡ胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討するランダ
ム化比較第Ⅲ相試験実施計画書（JCOG1104)

H24.3.25

457 腹部一般外科 医員 錦織　達人 上部消化管疾患の症状およびQOL尺度開発 H24.6.22

456 呼吸器内科 部長 田口　善夫 重症ＣＯＰＤ患者に対する長期非侵襲的換気（ＮＩＶ）療法の有用性の検討 H24.3.27

455 循環器内科 医員 貝谷　和昭
atHome研究；「ペースメーカ患者フォローアップにおける遠隔モリタリングと定期通院
の有効性と安全性の比較」

H24.3.19

454 循環器内科 医員 貝谷　和昭
ＥＳＴＩＭＡＴＩＯＮ　（冠動脈疾患）；「ICD(植込み型除細動器）による持続的ＳＴ
モリタリングの有効性に関する検討」

H24.3.6

453 内分泌内科 部長 辻井　悟
ＧＬＰ－１作動薬（リラグルチド）新規導入患者に対する心理的態度及び血糖コント
ロールの有効性に関する研究（ＰＡＧＥ1）

H24.3.5

452 神経内科 シニアレジデント 田中　寛大
頸椎ＭＲＩでの頚神経の評価が、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（ＣＩＤＰ）の診断に
有用か否かの検討

H24.1.31

450 呼吸器外科 部長 中川　達雄
縦隔リンパ節転移を有するⅢＡ期Ｎ２非小細胞肺癌に対する術前の化学放射線療法と手
術を含むtrimodality治療の実施可能性試験

H24.1.26

449 血液内科 医員 飯岡　大
造血幹細胞移植患者および血液悪性腫瘍患者における2009Ｈ1Ｎ1インフルエンザ院内感
染の後方視的調査研究【学術論文投稿許可申請】

H24.1.30

448 手術部 看護師 北島　政幸 導電率を指標としたマイクロ手術機器の有効なすすぎ方法の確立 H24.3.9

447 放射線部 診断部門 部長 野間　恵之
各種胸部疾患における320列area-detector ＣＴを用いた逐次近似再構成法 の有用性の
検討

H23.12.27

446 リハビリセンター 理学療法士 田中　武一 慢性期病院における転倒事故要因の調査 H23.12.22

445 泌尿器科 医員 川西　博晃
限局性前立腺癌・前立腺全摘徐後のＰＳＡ再発に対する代替療法（フコイダン）の臨床
効果と安全性

H23.12.22
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444 神経内科 シニアレジデント 奥宮　太郎
メファキン錠（成分名：メフロキン塩酸塩）を用いた進行性多巣性白質脳症に対する新
しい治療の実施

H23.11.17

443 神経内科 シニアレジデント 奥宮　太郎
メファキン錠（成分名：メフロキン塩酸塩）を用いた進行性多巣性白質脳症に対する新
しい治療の実施

H23.11.17

442 呼吸器内科 部長 田口　善夫 MRSA肺炎診断・治療の実態調査 H23.11.18

441 小児科 部長 南部　光彦 アレルギー患児に対する免疫療法（減感作療法）（ラッシュ法）の実施について H23.11.14

440 放射線部治療部門 副部長 根来　慶春
前立腺癌術後ＰＳＡ再燃（再発）に対する救済放射線治療及びアジュバンド放射線治療
に関する調査研究

H23.11.17

439 薬剤部 薬剤師 梶田　貴司
抗てんかん薬バルプロ酸ナトリウム錠の先発医薬品と後発医薬品における臨床効果に関
する多施設共同研究

H23.11.17

438 内分泌内科 副部長 辻井　悟
SU薬治療下の２型糖尿病患者に対するＤＰＰ－４阻害薬（ビルダグリプチン）追加投与
の臨床的有用性とＱＯＬに及ぼす影響の検討試験

H23.11.17

437 感染症管理センター 医員 佐田　竜一
総合内科・血液内科におけるインフルエンザワクチン接種状況把握・患者の認識把握の
ためのアンケート調査

H23.10.27

436 消化器内科 医員 森澤　利之
大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的粘膜下剥離術（ＥＳＤ）の治療導入 【平成２３年７月
１日より厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準に適合】

H23.10.19

435 リハビリセンター 理学療法士 池上　健太郎 人工股関節置換術前後における骨盤アライメントと腰痛との関係 H23.10.27

434 内分泌内科 副部長 辻井　悟 ビクトーザ皮下注１８ｍｇ特定使用成績調査ー長期使用調査ー H23.10.26

433 腹部一般外科 医員 浅生　義人 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前Docetaxel＋CDDP＋S-1の第Ⅱ相試験 H23.10.20

432 天理医療大学設立準備室 教員 志野　泰子
精神科病院（白川分院）における敷地内禁煙の実施ー看護師等医療従事者の肯定的理解
が及ぼす禁煙効果についてー

H23.10.12

431 リハビリセンター 理学療法士 田中　武一 人工関節置換術後の活動量と入院日数との関係 H23.9.29

430 看護部 主任看護師 森 里美副部長 堀畑佐知子 患者からの看護部職員に対する暴力の実態調査：種類別に暴力被害の影響を検討して H23.9.22

429 循環器内科 医員 貝谷　和昭
ＫＰＡＦ試験：心房細動に対するアブレーションの長期成績向上を目的とした薬理学的
アプローチの有効性を検討する多施設前向き無作為化試験 及び、ＫＰＡＦレジスト
リー：関西を中心とした多施設による心房細動アブレーションの前向きレジストリー。

H23.9.22

428 腹部一般外科 医員 浅生　義人
根治切除可能な大型３型、４型胃癌に対する術前ＴＳ－１＋ＣＤＤＰ併用療法による第
Ⅲ相試験

H23.10.19

427 56病棟（IVHセンター） 看護師 角田　すみ代 HPN施行患者の調剤薬局変更調整を経験して H23.9.6

426 乳腺外科外来 看護師 桑垣　陽子 乳がん患者の食事に関する意識 H23.8.25

425 栄養ケア対策チーム 看護師 和泉　智江 自家末梢血幹細胞移植後の栄養管理～早期に経口採取を再開できた２事例の検討～ H23.8.25

424 腎透析科外来 看護師 上田　康代 腹膜透析在室移行に難渋した３例（症例発表） H23.8.25
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423 ３０病棟 看護師長 吉田　和実 天理よろづ相談所病院におけるＰＤ看護システム再構築に向けての取り組み H23.8.25

422 呼吸器内科 部長 田口　善夫 多発性筋炎/皮膚筋炎に合併した間質性肺疾患の予後因子の検討 H23.8.9

421 腹部一般外科 医員 浅生　義人
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の開腹幽門側胃切除に対する非劣性
を検証するランダム化比較試験研究

H23.9.12

420 腹部一般外科 医員 浅生　義人 未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の適応拡大に関する第Ⅱ相試験 H23.9.12

419
リハビリセンター
（入院生活支援チーム）

理学療法士 田中　武一 急性期病院における転倒事故要因の経年的調査 H23.7.25

418 天理医療大学設立準備室 教員 布谷　麻耶 クローン病患者への行動分析学的アプローチに基づく食事指導プログラムの開発と検証 H23.9.1

417 神経内科 副部長 景山　卓 多発性硬化症と視神経脊髄炎の臨床像および病態の類似点および相違に関する研究 H23.7.11

416 薬剤部 薬剤師 黒松　誠 ジクロスポリンとアゾール系抗真菌剤の薬物動態学的相互作用に関する調査 H23.6.28

415 腹部一般外科 医員 浅生　義人
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(手術療
法）

H23.6.28

414 神経内科 副部長 景山　卓 自己免疫疾患患者における抗アクアポリン４抗体保有率に関する検討 H23.6.9

413 内分泌内科 医員 松永佐澄志 副腎偶発腫の臨床的特徴と臨床経過に関する研究 H23.6.6

412 消化器内科 内視鏡センター長 大花　正也 膵石症患者に対するＥＳＷＬ治療について H23.5.26

411 皮膚科 部長 森田　和政 ステラーラ皮下注45ｍｇシリンジ特定使用成績調査（ＤＬＱＩ、ＰＤＩ） H23.5.23

410 腹部一般外科 医員 浅生　義人
深達度ＳＳ/ＳＥの切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比較第Ⅲ相
試験（ＪＣＯＧ1001）

H23.5.12

409 腹部一般外科 医員 浅生　義人
治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除術の意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試験（Ｊ
ＣＯＧ0705）

H23.5.12

407 ジュニアレジデント 医師 田中　寛大 穿孔急性虫垂炎の超音波診断に関する検討 H23.5.9

405 薬剤部 主任薬剤師 山口　和美
外来化学療法レジメンにおける制吐療法の変更に伴う、悪心・嘔吐の変化の調査と評価
研究

H23.3.23

404 ジュニアレジデント 医師 長畑　洋佑 肺血栓塞栓症の診断にFDPは有用か？： FDPとD‐dimerとの比較 H23.3.25

403 呼吸器内科 部長 田口　善夫 ＩＰＦ/ＵＩＰ以外の間質性肺炎急性増悪症例の臨床像に関する検討 H23.3.4

402 薬剤部 薬剤師 梶田　貴司 カルボプラチン後発医薬品の製剤学的および治療学的同等性試験 H23.3.23

401 腹部一般外科 医員 浅生　義人 日本臨床腫瘍研究グループ（ＪＣＯＧ）胃がんグループ参加について H23.3.4
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400 消化器内科 医員 大花　正也 分子型ＩＰＭＮに対する多施設共同前向き経過観察 H23.3.31

399 内分泌内科 医員 古家　美幸
インスリン治療中の２型糖尿病患者の適切な血糖自己測定（SMBG)の頻度およびタイミン
グに関する調査

H23.2.10

398 呼吸器内科 医員 橋本　成修 間質性肺炎の重症度と予後に関する観察研究 H23.2.16

396 循環器内科 医員 貝谷　和昭 心房細動に対するアブレーション後の一時的抗不整脈薬投与の効果 H23.2.23

395 腹部一般外科 副部長 古山　裕章
肝葉切除を伴わない胆道癌切除例に対するゲムシタビンとシスプラチン併用療法による
術後補助化学療法の第Ⅰ相試験

H23.4.5

394 呼吸器内科 部長 田口　善夫 IＰＦ/ＵＩＰのＣＴ診断の標準化のための臨床画像病理データベースの作成 H23.2.23

393 総合診療教育部 医員 次橋　幸男 高血圧診療におけるステップ式個別化生活指導法の開発と検証 H23.2.23

392 泌尿器科 部長 奥村　和弘 三学会合同抗菌感受性サーベイランス　-複雑性尿路感染症- H23.3.4

391 (代表)
 腹部一般外科 部長 吉村　玄浩
一般社団法人National Clinical Database（日本臨床ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ機構）への手術・治療情
報登録における個人情報の取り扱いについて

H23.1.19

390 腹部一般外科 副部長 古山　裕章
肝転移を有する治療切除不能な結腸・直腸癌患者（初回治療患者）に対するベシズマブ
（bev）またはセツキシマブ（cet）併用mFOLFOX6療法の検討

H23.3.4

389 腹部一般外科 副部長 古山　裕章
切除不能進行胆道癌に対するゲムシタビン/シスプラﾁﾝ/S-1併用療法（GCS療法）の第Ⅰ/
Ⅱ相試験

H23.4.8

387 呼吸器内科 副部長 羽白　高 鼻腔合併喘息患者におけるQOLに関する観察研究 H23.1.27

385 腹部一般外科 副部長 古山　裕章
胆道癌の術後再発症例と非切除症例の予後の違いについてのｒｅｔｒｏｓｐｅｃｔｉｖ
ｅな検討

H22.12.28

384 呼吸器内科 医員 橋本　成修 剖検症例によるアスベスト肺急性増悪の検討 H23.1.17

383 総合診療教育部 医員 東　光久
MTXまたはTNF阻害剤使用中に発生した関節リウマチ関連リンパ増殖性疾患の臨床病理学
的特徴に関する後方視的調査

H22.12.16

382 整形外科 部長 西松　秀和 椎間板変性と血清コレステロール特に酸化ＬＤＬとの関連性の解明 H22.12.24

381 白川分院 非常勤医師 橋本　修治 筋萎縮性側索硬化症に対するセフトリアキソンの効果に関するパイロット・スタディ H22.11.24

380 腹部一般外科 医員 山之口　賢 進行直腸がんに対する術前化学療法の意義 H22.12.3

379 小児科 医員 芝　剛 Ⅰ型糖原病の遺伝子検査 H22.11.25

378 小児科 副部長 三木　直樹 奈良県重度心身障害児・者等在宅医療胃炎調査 H22.11.15

377 呼吸器内科 医員 寺田　邦彦
胃食道逆流症、不顕性誤嚥、および睡眠障害が慢性呼吸器疾患(気管支喘息、慢性閉塞性
肺疾患、間質性肺疾患、肺抗酸菌症)、および切除不能進行肺癌症例の臨床経過、予後に
及ぼす影響に関する観察研究

H22.12.24
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376 総合診療教育部 部長 郡　 義明 自己炎症性症候群の原因遺伝子の解析 H22.11.11

375 呼吸器外科 副部長 中川　達雄 肺癌手術後間質性肺炎増悪リスクファクターに関する共同研究 H22.11.11

374 心臓血管外科 部長 山中　一朗 自己心膜を使用した大動脈弁形成術 H22.10.14

373 在宅世話どりセンター 看護師長 河合　のり子
急性期病院の在宅医療部門における薬剤管理　－薬剤管理台帳の開発とその薬剤管理に
おける有効性の検証－

H22.10.12

372 総合診療教育部 医員 東　光久
高齢者ANCA関連血管炎に対するステロイド量に応じた重篤な有害事象の発症についての
検討

H22.9.9

371 放射線部 診療放射線技師 日浦　之和
３Ｄ－ＳＰＡＣＥを用いた撮像パラメータの最適化　－プラークイメージングへの応用
－

H22.9.7

370 内分泌内科 医員 増谷　剛 ノルディトロピン 特定使用成績調査（成人成長ホルモン分泌不全症：重症に限る） H22.9.1

369 乳腺外科 副部長 松谷　泰男 乳癌患者における骨転移発見を含む骨関連事象に関する実態調査 H22.8.16

368 内分泌内科 副部長 辻井　悟
二相性インスリンアスパルト混合製剤導入患者に対するＱＯＬ及び血糖コントロールに
関する観察研究

H22.8.12

367 呼吸器外科 副部長 中川　達雄 臨床症例におけるBirt‐Hogg‐Dube(BHD)遺伝子変異の検査 H22.8.10

366 小児科 部長 南部　光彦
小児気管支喘息の発症・進展に及ぼす鼻アレルギーの影響に関する研究－アレルギー
マーチにおけるアレルギー性鼻炎のインパクト－

H22.7.20

365 呼吸器内科 部長 田口　善夫 間質性肺炎患者の保存肺標本を用いた遺伝子発現の網羅的解析 H22.7.23

364 放射線部 診療放射線技師 山﨑　良 ３Ｄ‐ＳＰＡＣＥ法における信号強度特性の検討 H22.7.20

363 内視鏡センター センター長 大花　正也
切除不能・再発小腸癌に対するオキサリプラチン併用フルオロウラシル持続静注/アイソ
ボリン療法（mFOLFOX6）に関する第二相試験

H22.6.29

362 泌尿器科 部長 奥村　和弘
Laparoacopic Radical Prostatectomy（LRP)におけるネオアジュバント療法の有用性に
関する多施設共同研究

H22.6.21

361 耳鼻咽喉科 医員 松原　真美 頭頸部腫瘍に対する穿刺吸引細胞疹の改良　－穿刺器具の開発－ H22.6.17

360 総合診療教育部 医員 東　光久
抗ＴＮＦ製剤不応のステロイド併用ＲＡ患者に対するトシリズマブ（ＴＣＺ）によるス
テロイド減量可能性の検討

H22.6.14

359 消化器内科 医員 森澤　利之 大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的粘膜下剥離術（ＥＳＤ）の治療導入 H22.6.24

358 呼吸器内科 部長 田口　善夫
UGT１A１遺伝子多型に基づくCPT-11based regimens の有効性・安全性に影響を及ぼす因
子に関する検討「プラチナ製剤併用療法を行う患者を対象とする観察研究」

H22.5.19

357 放射線部 診断部門 部長 野間　恵之 びまん性肺疾患に対する320列ＣＴを用いたwide volum scan の有用性の検討 H22.4.26

356 麻酔科 医員 宇治満喜子
人工心肺を用いた心臓手術における手術中、後のフィブリノゲン値と止血、輸血量の関
連性の検討-輸血使用量の低減のために-

H22.4.12
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355 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 H22.4.9

354 乳腺外科 副部長 ※ まだ
松谷　泰男
転移再発乳癌に対するＴＳ-1療法が循環血液中血管内皮細胞数に及ぼす影響に関する探
索的試験

H22.3.24

353 放射線部 RI部門 部長 御前　隆
骨転移の疼痛緩和における塩化ストロンチウム-89の有効性の検証と背景因子との関係を
探索する多施設共同前向き観察研究

H22.3.15

352 リハビリセンター 理学療法士 後藤　健一
外科術後の呼吸リハビリ（咳嗽練習）時の枕・手の使用による術創部痛軽減の妥当性の
検討－腹部外科術後患者を対象として－

H22.3.10

351 消化器内科 医員 岡野 明浩
C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα2a少量長期療法とグリチルリチン酸製剤(強力ネオミノ
ファーゲンシー：SNMC)療法の有効性と安全性の比較試験

H22.3.8

350 乳腺外科 副部長 松谷　泰男 HER2陽性の原発性乳癌を対象とした補助療法としてのトラスツズマブの有用性 H22.3.5

349 乳腺外科 副部長 松谷　泰男
トラスツズマブの補助療法治療歴を有する再発性乳癌患者を対象としたトラスツズマブ
の有用性を検討する観察研究

H22.3.5

348 麻酔科 医員 蓮輪　恭子
長時間腹臥位手術における術中視覚誘発電位・眼圧の変化と術後視機能障害との関連性
についての検討

H22.2.24

347 心療内科 部長 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 H22.2.19

346 精神神経科 医員 長内　清行 統合失調症の急性期におけるエビリファイ錠の効果の臨床研究 H22.2.19

345 循環器内科 シニアレジデント 西賀　雅隆 日本人におけるClopidgrel High Doseの有用性の検討 H22.2.16

344 麻酔科 医員 宇治満喜子 人工心肺を用いた心臓手術におけるトラネキサム酸の至適投与量の検討 H22.2.5

343 放射線部 診断部門 部長 野間　恵之 各種肺病変に対する320列area-detector ＣＴを用いたwide volum scan の有用性の検討 H22.2.3

342 小児科 部長 南部　光彦
小児の喘息患児における新型インフルエンザの重症化機序分析のための全国調査及び対
応ガイドラインに関する研究

H22.1.29

341 循環器内科 医員 近藤　博和
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

H22.1.20

340 循環器内科 シニアレジデント 西賀　雅隆
慢性完全閉塞に対する冠動脈インターベンションにおいて第一選択ガイドワイヤーを検
討する多施設前向き無作為試験

H22.1.14

339 膠原病センター センター長 八田　和大 好中球細胞質抗体関連血管炎患者のgenomic DNA収集に関する研究 H21.12.25

337 呼吸器内科 呼吸器内科 田口　善夫
特発性間質性肺炎WEB登録患者におけるインフルエンザ感染および急性増悪時におけるア
ンケート調査

H21.12.4

336 腹部一般外科 副部長 古山　裕章 大腸がんのKRAS遺伝子変異率に関する観察研究 H21.12.3

335 総合内科 シニアレジデント 佐田　竜一 天理よろづ相談所病院総合外来における未治療高血圧患者の実態調査 H21.12.3

334 歯科口腔外科 医員 有本絵美子 抗凝固薬服用中患者の抜歯後出血を予防する為にトランサミン含嗽を行う H21.11.26
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333 呼吸器内科 医員 橋本　成修
鳥関連慢性過敏性肺炎のリンパ球刺激試験における日本鳩・孔雀鳩血清の有用性に関す
る観察研究

H21.11.26

332 心臓血管外科 部長 山中　一朗 活動期感染性心内膜炎手術例の周術期管理と予後に関する観察研究 H21.11.16

331 泌尿器科 医員 岡所　広祐 多施設共同研究　泌尿器科領域における周術期感染症阻止薬プロトコールの検討 H21.11.16

330 腹部一般外科 医員 長谷川　傑
UGT１A１遺伝子多型に基づくCPT-11based regimens の有効性・安全性に影響を及ぼす因
子に関する検討「プラチナ製剤併用療法を行う患者を対象とする観察研究」

H21.11.12

329 腹部一般外科 医員 長谷川　傑
UGT１A１遺伝子多型に基づくCPT-11based regimens の有効性・安全性に影響を及ぼす因
子に関する検討「大腸癌患者を対象とする観察研究」

H21.11.12

328 血液内科 副部長 林　　 孝昌 慢性骨髄性白血病に対するニロチニブの有効性の検討に関する臨床研究 H21.11.12

327 呼吸器内科 部長 田口　善夫 間質性肺疾患における気管支肺胞洗浄液中プロスタノイドの測定 H21.11.12

326 天理看護学院 教務主任 梶間　敦子 出生後の家族意識形成における助産師の関わり　～父親自身のニーズの把握～ H21.10.28

325 循環器内科 医員 近藤　博和
実施臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（XIENCE VTM）とシロリムス溶出性ステ
ント（CYPHERTM）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

H21.10.28

324 呼吸器内科 部長 田口　善夫 慢性肺アスペルギルス症における疾患感受性遺伝子の検討 H21.10.28

322 リハビリセンター 理学療法士 平川みな子 心臓外科術後の自宅生活および運動習慣に関するアンケート調査 H21.9.30

321 白川分院 非常勤医師 橋本　修治 家族性てんかんの臨床的遺伝子診断 H21.9.30

320 泌尿器科 医員 岡所　広祐 腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績に関する多施設共同研究 H21.9.14

319 呼吸器内科 部長 田口　善夫
慢性肺アスペルギルス症を対象としたアムホテリシンBリポソーム製剤とボリコナゾール
の比較試験

H21.8.31

318 リハビリセンター 理学療法士 平川みな子 心臓外科術後の自宅生活および運動に関するアンケート調査 H21.8.21

317 内分泌内科 医員 岡村真太郎 糖尿病患者の予後に関する前向きコホート研究 H21.8.21

316 内視鏡センター 副部長 大花　正也
非切除中下部胆管癌による胆道閉塞に対するステントの有用性を比較検討する多施設共
同無作為化比較試験　－Covered metallic stent vs Uncovered metallic stentー

H21.7.8

315 内視鏡センター 副部長 大花　正也
非切除膵癌による胆道閉塞に対するステントの有用性を比較検討する多施設共同無作為
化比較試験　ーCovered metallic stent vs Uncovered metallic stentー

H21.7.8

314 循環器内科 副部長 泉　知里 心臓再同期療法適応診断におけるスペックルトラッキング法の有用性評価に関する試験 H21.7.2

313 総合診療教育部 医員 佐田竜一
筋炎関連急性間質性肺炎に対する血漿交換療法及びポリミキシンB吸着療法の是非につい
て

H21.6.22

312 泌尿器科 医員 千菊　敦士 両側同時発生腎癌の単クローン性についての研究 H21.6.18
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311 呼吸器内科 部長 田口　善夫 在宅ＮＰＰＶ療法中の慢性呼吸不全患者の予後調査 H21.6.11

310 呼吸器内科 部長 田口　善夫
特発性間質性肺炎の気管支肺胞洗浄液および肺生検組織を用いたマイクロアレイによる
遺伝子発現の網羅的解析

H21.6.11

309 腹部一般外科 医員 長谷川　傑 進行直腸癌を対象とした術前TS-1/CPT-11併用療法の臨床第II相試験 H21.6.11

308 眼科 医員 大橋　啓一
硝子体手術時の硝子体可視化およびぶどう膜炎、黄斑浮腫に対するTriamcinolone
acetonideの使用

H21.7.8

307 神経内科 部長 末長　敏彦
重症筋無力症におけるシクロスポリンの至適使用法の検討【シクロスポリンAUC測定によ
る検討】

H21.7.8

306 呼吸器内科 副部長 羽白　高 遠隔転移を有する非小細胞肺癌患者における循環血液中腫瘍細胞数測定の臨床的意義 H21.5.27

305 呼吸器内科 医員 橋本　成修
慢性下気道感染症に対するエリスロマイシン少量長期投与によるMycobacterium avium
complexのマクロライド耐性に関する観察研究

H21.5.19

304 呼吸器内科 部長 田口　善夫 間質性肺炎におけるシ抗ＡＲＳ抗体測定の意義に関する研究 H21.5.13

303 呼吸器外科 副部長 中川　達雄
非小細胞肺癌完全切除症例に対する術後補助化学療法の検討　（カルボプラチン+パクリ
タキセルとＵＦＴとの無作為化比較試験）

H21.4.20

302 呼吸器外科 副部長 中川　達雄 p-N2非小細胞肺癌完全切除例症例に関するアウトカム調査 H21.3.23

301 小児科循環器センター 副部長 松村　正彦
心臓血管疾患成因調査（患者さんおよびその御家族へのアンケート調査）（日本小児循
環器学会「心血管疾患の遺伝子疫学委員会」からの依頼）

H21.3.2

300 呼吸器内科 部長 田口　善夫 特発性肺線維症急性増悪と急性薬剤性肺障害の遺伝学的比較研究 H21.2.23

299 放射線部　診断部門 部長 野間　恵之 320-row Area Detector　CTを用いた肺野呼吸同期撮影の有用性 H21.2.23

298 循環器内科 副部長 泉　知里 肥大型心筋症と誤診されているファブリ病の検出に関する検討 H21.2.18

297 循環器内科 副部長 泉　知里
リアルタイム3D経胸壁心エコー法による大動脈基部径の評価　ー経食道心エコーおよび
320列CT検査との比較ー

H21.2.18

296 循環器内科 副部長 泉　知里
大動脈弁弁口面積の評価における320列CT検査およびリアルタイム3D経胸壁心エコー法の
有用性

H21.2.18

295 消化器内科 医員 大花 正也
潰瘍性大腸炎におけるケモカインレセプター（CXCR4)を用いた白血球除去療法（LCAP療
法）の治療効果予測の検討

H21.2.6

294 呼吸器内科 部長 田口　善夫 ピレスパⓇ錠２００mgに関する特定使用成績調査　実施医療機関公表について H21.1.26

293 腹部一般外科 医員 長谷川　傑 切除可能大腸癌肝転移に対する術前m-FOLFOX6療法Feasibility Study H21.1.26

292 腹部一般外科 医員 長谷川　傑 StageIII胃癌に対する術前ティーエスワン+シスプラチン併用化学療法の第II相臨床試験 H21.1.26

291 血液内科 医員 前迫　善智 難治性骨髄患者（杉山正明氏）へのサリドマイド投与について H21.1.22
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290 血液内科 医員 前迫　善智 サリドマイド投与（多発性骨髄腫　増田里子氏）について H20.12.27

289 泌尿器科 副部長 石戸谷　哲
骨転移を有する前立腺癌患者の一次内分泌療法に対するゾレドロン酸初期併用療法のラ
ンダム化比較試験（ZAPCA試験）

H20.12.11

288 輸血療法科 副部長 中村 文彦 難治性骨髄腫患者に対するレナリドマイドの臨床応用 H20.12.5

287 消化器内科 医員 岡野 明浩 Perfusion CTを用いた重症急性膵炎予後予測法の確立 H20.12.5

286 呼吸器内科 部長 田口　善夫 肺炎による急性呼吸不全患者の実態調査 H20.11.27

285 腎透析科 部長 金子嘉志
敗血症性ショックに対するエンドトキシン吸着療法時の血中熱ショック蛋白質70濃度の
測定

H20.11.12

284
内分泌内科
糖尿病センター

センター長 辻井　悟 レベミル注特定使用成績調査PREDICTIVETM　STUDY H20.10.24

283 内視鏡センター センター長 中村武史 肝硬変患者に対するBCAA投与はインスリン抵抗性と肝脂肪化改善に寄与できるか H20.9.30

282 循環器内科 シニアレジデント 坂本　二郎
RESTART(REgistry of Stent Thrombosis for review And Re-evaluation)シロリムス溶
出性ステント（SES)留置後のステント血栓症発症例の全国レジストリー

H20.8.21

281 血液内科 医員 飯岡　大 難治性多発性骨髄腫に対するサリドマイド治療（辻本正子氏） H20.8.21

280 内分泌内科 医員 田中　正巳 カルシウム代謝異常症における抗カルシウム感知受容体抗体の関与に関する研究 H20.8.21

279 循環器内科 医員 花澤康司 家族性不整脈に関する多施設遺伝子解析研究 H20.8.11

278 神経内科 部長 末長　敏彦 症候性脳梗塞患者の二次予防と画像情報に関する前向き疫学研究 H20.7.23

277 神経内科 部長 末長　敏彦 運動ニューロン疾患関連遺伝子の単離同定に向けた研究 H20.7.23

276 呼吸器内科 部長 田口善夫
EGFR遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対するゲフィチニブとプラチナ併用
化学療法との無作為化比較試験

H20.7.23

275 血液内科 副部長 林　孝昌 難治性骨髄腫患者（久川清美氏）へのサリドマイド投与 H20.7.1

274 小児科 医員 岡田雅行 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 H20.6.27

273 循環器内科 医員 花澤康司 CUBIC試験　CRT Utilizaion By Interventional Cardiologists H20.6.27

272 循環器内科 医員 和泉俊明
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〕

H20.6.12

271 呼吸器内科 部長 田口善夫 肺炎球菌性肺炎における細菌学的および臨床的検討に関するサーベイランスの確立 H20.6.4

270 小児科循環器センナー 副部長 松村正彦 先天性心疾患に起因する肺高血圧症に対するボセンタンの治療効果と安全性の検討 H20.5.30
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269 腹部一般外科 副部長 古山裕章
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/LV療法とTS-1療法の
第III相比較臨床試験

H20.5.27

268 内分泌内科 シニアレジデント 松永佐澄志 濃厚糖尿病家系の実態調査 H20.4.8
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