
承認された臨床研究一覧（平成26年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

663 産婦人科 医員 三木　通保 腹腔鏡下広汎子宮全摘術 H27.3.23

662 天理医療大学 教授 金井　恵理 がん化学療法における酸化ストレスの評価と有害事象の発現予測に関する研究 H27.3.19

661 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（再継続）

H27.3.13

660 総合内科 部長 八田　和大 メトトレキサート（MTX）関連リンパ増殖性疾患発症予測因子の同定 H27.3.13

659 神経内科 部長 末長　敏彦 アルツハイマー病脳におけるABCA7蛋白発現の解析 H27.3.19

658 泌尿器科 医員 川西　博晃 第7回　三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　-複雑性尿路感染症2015- H27.3.6

657 内視鏡センター センター長 沖永　　聡 消化器内視鏡に関連した偶発症の後ろ向き全国調査 H27.3.6

656 消化器内科 医員 宮島　真治 胆膵疾患、消化管粘膜下腫瘍における造影超音波診断 H27.3.3

655 呼吸器内科 医員 橋本　成修 閉塞性細気管支炎の全国調査 H27.2.18

654 神経内科 副部長 景山　卓 シクロスポリンおよびプレドニゾロン併用療法の抗アクアポリン4抗体価に対する影響 H27.2.18

653 呼吸器外科 部長 中川　達雄 本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析：多施設共同研究 H27.2.18

652 臨床検査部 臨床検査技師 猪田　猛久
生化学自動分析装置における試薬の分注量異常を検出する新しい検査データ保証方法の
開発

H27.2.12

651 呼吸器内科 医員 橋本　成修
抗MDA5抗体陽性間質性肺炎合併皮膚筋炎に対する3剤併用療法プロトコールの有用性と安
全性の検討

H27.2.5

650 放射線部 診療放射線技師 山田　和弥 ポータブル撮影におけるFPDとCRの再撮影頻度の相違に関する検討 H27.2.26

649 放射線部 診療放射線技師 東　慎之介 一般撮影における体動自動検出ソフトウェアの有用性に関する検討 H27.2.26

648 循環器内科 シニアレジデント 天野　雅史
Left Ventricular Function and Prognosis after Aortic Valve Replacement in
Patients with Severe Chronic Aortic Regurgitation;Long-term follow-up data

H27.2.5

647 血液内科 医員 飯岡　大 血液腫瘍患者の菌血症における分離菌検出状況と分子生物学的形質の後方視的調査研究 H27.1.7

646 循環器内科 シニアレジデント 天野　雅史
Surgical outcomes and postoperative prognosis beyond 10 years of double-
chambered right ventricle

H27.1.7

645 呼吸器内科 部長 田口　善夫
EGFR遺伝子変異サブタイプ（Exon 19 del,Exon 21 L858R）と体表面積がEGFR-TKIの効果
に与える影響に関する臨床的検討

H26.12.26

644 放射線部 部長 野間　惠之 じん肺の診断基準及び手法に関する後向き調査研究 H26.12.26
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643 放射線部 部長 野間　惠之 じん肺の診断基準及び手法に関するCTによる観察研究 H26.12.26

642 救急診療部 医員 次橋　幸男
救急救命士の病院実習における処置拡大：血糖測定・ブドウ糖投与およびその他の基礎
行為、特定行為の導入

H26.12.11

641 小児科 部長 南部　光彦
小児気管支喘息診療における家庭訪問による環境整備指導の有効性に関する研究（疫学
調査）

H26.12.11

640 循環器内科 医員 田巻　庸道
日本における急性うっ血性心不全入院患者の多施設レジストリ及び前向きコホート研究-
Kyoto Congestive Heart Failure（KCHF）Study-

H26.12.1

639 臨床検査部 臨床検査技師 中村　彰宏
日本の入院患者および健常人の糞便中extended-spectrum　β-lactamse（ESBL）産生
E.coliの分子疫学的特徴の解析

H26.12.1

638 腹部一般外科 副部長 古山　裕章 肝切除後肝不全予測に関する外的妥当性の検証 H26.12.11

637 循環器内科 医員 田村　俊寛 大動脈弁狭窄症に消化管出血を合併するハイド症候群の頻度および予後に関する検討 H26.11.7

636 呼吸器内科 医員 橋本　成修
特発性肺繊維症の進行防止におけるピルフェニドンおよびピルフェニドン+N-アセチルス
テイン吸入併用療法に関する前向き多施設共同治療研究

H26.10.31

635 呼吸器内科 部長 田口　善夫 慢性間質性肺炎の予後に関する多施設共同研究 H26.10.31

634 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　第559号延長申請　再延長申請〕

H26.10.31

633 看護部 看護師長 鶴巻　智恵 小児病棟で働く看護師がもつ信念～信念を形成した過程から～ H26.10.31

632 呼吸器外科 部長 中川　達雄 胸腔鏡下気管支形成におけるV-LocTM180の有効性と安全性の評価試験 H26.10.31

631 神経内科 医員 島　淳
院内で経験したメソトレキセート脊髄症症例におけるmethylenetetrahydrofolate
reductase(MTHFR)遺伝子多型の検索

H26.12.26

629 循環器内科 医員 貝谷　和昭
治療抵抗性高血圧・循環器疾患における睡眠血圧と呼吸障害の頻度と予後に関する研究
（SPREAD研究）

H26.9.9

628 内分泌内科 部長 辻井　悟
インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究-　I-UNITE
Study

H26.9.9

627 呼吸器内科 シニアレジデント 安田　有斗 造血幹細胞移植後上葉優位型肺繊維症における臨床的特徴 H26.9.1

626 看護部 看護副部長 横山　しのぶ
実習指導合同研修会による実習指導者と看護教員の指導行動および協働認識の変化と実
習指導の変化プロセス

H26.8.25

625 泌尿器科 医員 川西　博晃 Active　surveillance可能な前立腺がん患者の前立腺全摘標本の病理学的検討 H26.7.24

624 泌尿器科 医員 川西　博晃 ソラフェニブ、スニチニブの効果予測バイオマーカーの探索（CROSS-J-RCC付帯研究） H26.7.24

623 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（変更） H26.7.18

622 耳鼻咽喉科 副部長 堀　　龍介 外リンパ瘻の確定診断（CTP検出検査）の検討 H26.7.15
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621 整形外科 非常勤医師 神谷　宣広 小児大腿骨頭壊死症（ペルテス病）の患者レジストリーならびに検体採取 H26.7.24

619 循環器内科 医員 近藤　博和
Xa阻害薬内服患者におけるPT値、APTT値と服用後経過時間の関係および抗Xa活性に関す
る検討

H26.7.3

617 乳腺外科 部長 山城　大泰
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を検討す
る観察研究（変更）

H26.6.27

616 看護部 主任助産師 河野　しづゑ 救急救命士の産科救急対応の実態と研修効果 H26.6.27

615 放射線部 放射線技師 日浦　之和 ZOOMｉｔを併用したＥＰＩ-ＤＷＩにおける歪みの低減について H26.6.18

614 循環器内科 医員 田村　俊寛 大動脈弁狭窄症に消化管出血を合併するハイド症候群の頻度および予後に関する検討 H26.7.15

613 歯科・口腔外科 歯科衛生士 鴻池　智恵
歯科衛生士実習生の臨床実習中におけるヒヤリ・ハットの実態調査と臨床実習中の安全
管理体制の整備について

H26.6.18

612 放射線部 放射線技師 山﨑　良
可変フリップアングルのプロファイルカーブの違いが3D-T2強調像（3D-SPACE）のコント
ラストに与える影響

H26.6.18

611 歯科・口腔外科 部長 川本　知明
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（Bisphosphonete-Related Osteonecrosis of the
Jaw,BRONJ）stageⅡ症例の治療に関する実態調査

H26.6.13

610 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　［第462号承認　延長申請］ H26.5.20

609 腹部一般外科 副部長 古山　裕章 再肝切除症例の術後癒着の状態と癒着防止対策の検討 H26.5.20

608 腹部一般外科 医員 浅生　義人
腹膜転移を有する進行胃癌に対するティーエスワン+ドセタキセル＋シスプラチン併用療
法（DCS療法）による導入化学療法の臨床第Ⅱ相試験（KUGC06)

H26.5.2

607 薬剤部 薬剤師 黒松　誠
CML患者におけるチロシンキナーゼインヒビター（イマチニブ、ニロチニブ、ダサチニ
ブ）の血中濃度と副作用および有効性との相関についての検討

H26.5.2

606 内視鏡センター センター長 大花　正也
切除不能悪性腫瘍による胃通過障害に対する消化管ステント留置の有用性をカバーの有
無により比較検討する多施設共同無作為比較試験

H26.5.12
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