
承認された臨床研究一覧（平成28年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

816 放射線部治療部門 部長 根来　慶春 間質性肺炎合併肺癌に対する放射線治療の全国実態調査 H29.3.24

815 循環器内科 医員 榎本　操一郎
1・2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント血栓症に関するレトロスペクティブ
多施設レジストリー

H29.3.24

814 神経内科 医員 月田　和人 パーキンソン病における迷走神経超音波検査の検討 H29.3.24

813 放射線部診断部門 部長 野間　惠之 低侵襲・動的呼吸機能検査技術の開発とその評価 H29.3.10

812 循環器内科 医員 坂本　二郎
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する
前向き観察研究（多施設共同研究）

H29.3.10

811 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビデンス構築〔一部変更
№787より〕

H29.2.28

810 循環器内科 部長 中川　義久 レパーサ皮下注140㎎　特定使用成績調査 H29.3.6

809 呼吸器外科 部長 中川　達雄 胸腔鏡下肺部分切除におけるV-LocTM180の有用性と安全性の評価試験 H29.2.28

808 心臓血管外科 部長 山中　一朗
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの
有効性及び安全性に関する登録観察研究

H29.2.28
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807 呼吸器内科 医員 橋本　成修
特発性肺線維症（IPF）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-アセチルシステイン（NAC）吸入併用療法に関する前向き多施設共同治療研究

H29.2.28

806 神経内科 シニアレジデント 酒巻　春日
MRIのSTIR画像と超音波検査のvolume navigation systemを用いた筋生検部位の決
定

H29.2.3

805 循環器内科 シニアレジデント 西村　俊亮 心房中隔欠損症閉鎖術後僧帽弁逆流増悪の頻度およびその予測因子について H29.1.24

804 天理医療大学 看護学科　教授 林　みよ子 脳卒中患者の在宅移行に向けた家族支援に関する看護師の認識を実践 H29.1.12

803 呼吸器内科 医員 橋本　成修
特発性肺線維症における白血球テロメア長と血中バイオマーカーおよび臨床指標の
関連についての検討

H29.1.12

802 呼吸器内科 医員 橋本　成修 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 H28.12.26

801 乳腺外科 部長 山城　大泰
乳癌微小環境形成に関わる分子生物学的機序の生体試料を用いた探索研究《一部改訂　№718
より》

H28.12.26

800 放射線部 診療放射線技師 錦　一聡 パラレルイメージング併用BLADE法の基礎的検討 H28.12.26

799 臨床検査部 臨床検査技師 南　睦
輸液ポンプ又はシリンジポンプを使用して血小板輸血を行った際の血小板機能の安定性
の評価

H28.12.26

2/9



承認された臨床研究一覧（平成28年度）

798 血液内科 医員 飯岡　大
悪性リンパ腫に対する自家造血幹細胞移植を併用した高用量化学療法後に発症する血
栓性微小血管障害症（thrombotic microangiopathy;TMA）に関する後方視的調査研究

H28.12.20

797 循環器内科 医員 西村　俊亮
日本人における収縮性心膜炎に対する心膜剥離術後の長期予後及びその予測因子につ
いて

H28.12.20

796 総合内科 医員 長野　広之
若手内科医が在宅副主治医として地域医療をサポートするためには？-緊急訪問診療マ
ニュアル作成を目指して phase2-

H28.12.6

794 天理医療大学 講師 畑中　徳子 検査データの信頼性確保と有効な追加検査を行うためのロジックツリー開発 H28.12.6

793 地域医療連携室 看護師長 河合　のり子
腹膜透析と地域包括ケアシステムの研究　CAPD認定指導看護師教育研修受講者の地域
連携に関する意識調査

H28.12.6

792 放射線部 診療放射線技師 東　慎之介 オーバーチューブ型TV装置に据え付けた鉛ガラス遮蔽板の有用性 H28.11.17

791 呼吸器外科 部長 中川　達雄
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコアバリデーションスタ
ディ

H28.11.9

790 乳腺外科 部長 山城　大泰
原発性乳癌におけるnab-Paclitaxel起因性末梢神経障害に対する、手術手袋を用いた圧
迫療法の予防効果に関するsingle-armed studyによる第３相試験

H28.11.4

789 放射線部 診療放射線技師 東　慎之介 X線TV装置取り付け型鉛ガラス遮蔽板の有用性 H28.11.4
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788 内分泌内科 部長 辻井　悟
「レニン‐アンジオテンシン‐アルドステロン・システムに対するダパグリフロジンの影響の検
討」研究〔一部変更　№771より〕

H28.11.4

787 内分泌内科 医員 岡村　真太郎 重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビデンス構築 H28.11.4

786 循環器内科 医員 榎本　操一郎 大腿膝窩動脈疾患に対する血管内治療の多施設共同実態調査 H28.11.4

785 内分泌内科 部長 辻井　悟
1型、2型糖尿病患者における尿中バイオマーカーと微小血管合併症や大血管合併症の
予発症予測の検討

H28.10.31

784 医学研究所 主任研究所技師 林田　雅彦 新たに樹立したホジキンリンパ腫細胞株AM-HLHの性状解析 H28.10.12

783 天理医療大学 准教授 近藤　明 PIVKA-Ⅱ産生量に影響を及ぼす種々の要因分析〔一部変更　№752、761より〕 H28.10.4

782 神経内科 部長 末長　敏彦
パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの
上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験

H28.10.4

781 耳鼻咽喉科 副部長 児島　剛 頭頚部希少がんに関する多施設共同での後ろ向き解析 H28.10.4

780 耳鼻咽喉科 副部長 児島　剛 頸動脈小体腫瘍の全国調査 H28.10.4
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779 泌尿器科 医員 河野　有香
根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドの臨
床効果及び安全性の検討

H28.10.4

778 泌尿器科 副部長 川西　博晃 悪性リンパ腫診断のための腹腔鏡下リンパ節生検の有用性の検討 H28.9.16

777 地域医療連携室 看護師長 河合　のり子 腹膜透析と地域包括ケアシステム　研修参加者の意識調査 H28.9.5

776 総合内科 医員 長野　広之
若手内科医が在宅副主治医として地域医療をサポートするためには？-緊急訪問診療マ
ニュアル作成を目指して-

H28.9.5

775 心臓血管外科 部長 山中　一朗
J-ORCHESTRA Study（J-Open Cardiac aortic arCH disEase replacement Surgical
TheRApy Stidy）

H28.9.5

774 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Ⅲ（追加申請）〔№758より〕 H28.8.25

773 循環器内科 医員 三宅　誠
日本における成人先天性心疾患患者の通院状況に関する調査(多施設共同後ろ向き観察
研究)

H28.8.25

772 放射線部 診療放射線技師 北村　一司 ドパミントランスポータシンチグラフィにおける線条体体積比（SBR）算出方法の改良 H28.8.23

771 内分泌内科 部長 辻井　悟
「レニン‐アンジオテンシン‐アルドステロン・システムに対するダパグリフロジンの影響の検
討」研究

H28.8.23
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770 循環器内科 医員 坂本　二郎 心房細動合併患者における冠動脈インターベンション施行後の抗血栓療法の実態調査 H28.8.23

769 心臓血管外科 部長 山中　一朗 末期腎不全患者に対する大動脈弁人工弁置換術の遠隔成績に関する多施設共同研究 H28.8.23

768 麻酔科 医員 尾野　直美
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における頭低位時の酸素予備能についての臨床
研究

H28.8.23

767 神経内科 シニアレジデント 月田　和人 ドパミンチャレンジテストと123I-ioflupane SPECTの関連についての検討 H28.8.23

766 看護部 副看護師長 丹生　淳子 慢性疾患看護専門看護師の実践の特徴（仮） H28.8.12

765 総合内科 医員 長野　広之 高齢内科入院患者における日常生活動作能力（ADL）低下予測モデルの開発・検証 H28.8.12

764 消化器・一般外科 医員 加藤　茂 大腸がん患者の予後を予測する病理診断マーカー H28.7.12

763 呼吸器内科 医員 加持　雄介 レジオネラ尿中抗原迅速診断キットの臨床試験 H28.7.6

762 循環器内科 医員 天野　雅史 European Infective Endocarditis Registry（ヨーロッパ感染性心内膜炎登録） H28.6.9
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761 天理医療大学 准教授 近藤　明 PIVKA-Ⅱ産生量に影響を及ぼす種々の要因分析〔一部変更　№752より〕 H28.6.9

760 循環器内科 シニアレジデント 西村　俊亮 無症候性重症大動脈弁狭窄症の進行速度と予後の予測因子について H28.6.3

759 放射線部 主任診療放射線技師 寺口　昌和
放射線医薬品納品システムの変更に伴う201T1T1心筋SPECT検査の臨床画像への影響および
対応策の検討に向けた共同研究

H28.6.1

758 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Ⅲ〔一部変更　№677より〕 H28.6.1

757 消化器外科 医員 門川　佳央 胃癌に対するda Vinci Surgical systemによるロボット支援手術に関する臨床研究 H28.6.3

756 消化器内科 医員 南　竜城 IgG4関連疾患のステロイド投与における免疫応答に関する網羅的オミックス解析 H28.5.26

754 呼吸器外科 部長 中川　達雄 呼吸器手術前後における身体活動量測定の有用性と安全性の評価試験 H28.5.19

753 循環器内科 医員 坂本　二郎 静脈血栓塞栓症患者の診察実態とその予後を検討する多施設ヒストリカルコホート研究 H28.5.19

752 天理医療大学 准教授 近藤　明 PIVKA-Ⅱ産生量に影響を及ぼす種々の要因分析 H28.5.19
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751 消化器外科 医員 門川　佳央
高齢胃癌患者における胃切除後の予後予測ノモグラムの開発：多施設共同後方視的コホー
ト研究

H28.5.19

750 医学研究所 主任研究所技師 林田　雅彦 CFU-GMコロニー形成試験の刺激因子・胎盤培養液の作製 H28.5.9

749 耳鼻咽喉科 部長 堀　龍介 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 H28.5.11

748 看護部 副看護師長 丹生　淳子
専門看護師（CNS）によるケア困難患者への在宅療法移行支援（TC）の実態と評価に関す
る研究

H28.4.27

746 血液内科 副部長 赤坂　尚司
GVHD予防法に抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたgraft-versus-host方向HLA一抗原不
適合血縁者からの造血幹細胞移植療法の多施設共同第Ⅱ相試験

H28.4.19

745 循環器内科 医員 榎本　操一郎
《有害事象報告》経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法に
よる血栓性イベント、出血性イベント、抗血小板凝集抑制作用の実態調査

H28.12.20

745 循環器内科 医員 榎本　操一郎
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法による血栓性イベン
ト、出血性イベント、抗血小板凝集抑制作用の実態調査

H28.4.19

744 整形外科 非常勤医師 神谷　宣広
スポーツにおける怪我予防プログラムの構築に関する研究（スポーツ外傷・障害の早期診
断と予防トレーニング法の確立）

H28.4.11

743 臨床検査部 臨床検査技師 松村　充子
CLEIA法を原理とした自動化学発光酵素免疫分析装置Accuraseedにおける活性型レニン濃
度（ARC）、アルドステロン濃度(PAC)の基礎的評価

H28.6.23
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736 放射線部診断部門 医員 富松　浩隆
肝細胞がんに対する選択的エピルビシン含浸ビーズの肝動脈化学塞栓療法と選択的エピル
ビシン/リピオドール/ゼラチン塞栓剤の肝動脈化学塞栓療法の局所治癒割合に関するラン
ダム化比較試験

H28.5.19

735 心臓血管外科 部長 山中　一朗 非生物由来製品使用による炎症反応抑制に関する臨床調査 H28.5.11
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