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１
新規HMG-CoA還元酵素阻害薬ピタバスタチンの代謝に及ぼすグレープ
フルーツの影響に関する研究

臨床薬理学 鶴岡　秀一 H16.7.15

２
二次性肺高血圧症およびレイノー現象対するクエン酸シルデナフィルの
効果に関する研究

アレルギー膠原病学 簑田　清次 H16.9.30

３
大腸腫瘍の質的診断におけるインジゴカルミンと２％酢酸散布の意義の
検討

総合医学第２ 河村　　裕 H16.9.7

４
Dffuse large B-cell lymphomaの再発・治療抵抗性症例に対するR-
DHAP・ICE sequence療法

血液学 小澤　敬也 H16.6.15

５
拡張期心不全の治療法確立のための大規模臨床試験－Japanese
Diastolic Heart Failure Study(J-DHF Study)

循環器内科学 山本　啓二 H16.7.15

６
早産児において胎内感染暴露が及ぼす全身性反応とその後の発達予
後への関与

小児科学 本間　洋子 H16.7.22

７ 新生児慢性肺疾患(CLD)の発症機序の解明 小児科学 本間　洋子 H16.7.22

８ ２型糖尿病を対象とした強化治療介入研究 内分泌代謝学 石橋　　俊 H16.8.31

９ 塩酸ピルジカイニドと塩酸セチリジンの薬物相互作用に関する検討 臨床薬理学 鶴岡　秀一 H16.7.15

１０
下肢人工関節手術における深部静脈血栓・肺塞栓の発生要因の解明
(臨03-19変更)

整形外科学 関矢　　仁 H16.8.4

１１
慢性骨髄性白血病に対するIFNα-2bとメシル酸イマチニブ併用療法の
有用性に関する研究

血液学 永井　　正 H16.11.12

１２
乳がんに対するCyclophosphamide、Eqirubicin、Capecitabineの併用療
法における忍容性の検討(薬物体内動態を含む)

一般外科学 穂積　康夫 H16.10.26
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１３ 気管支鏡検査における抗菌薬投与の有用性の検討 呼吸器外科学 佐藤　幸夫 H16.9.15

１４
抗血小板薬、ACE阻害薬、AT1受容体拮抗薬の併用の腎障害進展に対
する抑制効果の検討

腎臓内科学 海野　鉄男 H16.9.30

１５
多項目危険因子積極的(能動)コントロールによる糖尿病大血管障害の
発症および進展防止

内分泌代謝学 石橋　　俊 H16.9.7

１６ アゼルニジピン(カルブロック
®
)およびアムロジピンの２４時間血圧、圧受

容体反射に及ぼす影響
循環器内科 江口　和男 H16.9.30

１７
進展、再発子宮体癌に対するDP(Docetaxel+Cisplatin)、
DJ(Docetaxel+Carboplatin)、TJ(Paclitaxel+Carboplatin)のランダム化第
Ⅱ相試験

産科婦人科学 大和田倫孝 H16.9.30

１８
除菌治療薬のH2受容体拮抗薬(シメチジン)による潰瘍及び逆流性食道
炎の発生抑制効果の検討

消化器内科学 菅野健太郎 H17.2.14

１９
子宮対癌に対するTAC療法(パクリタキセル/ドキソルビシン/カルボプラ
チン併用化学療法)の検討

産科婦人科学 大和田倫孝 H16.9.9

２０
大腸癌肝転移例に対する5FU+l-LVを用いた肝動注療法の第Ⅲ相臨床
試験

総合医学第２ 小西　文雄 H16.9.7

２２
ホルモン感受性閉経後乳がん術後補助療法におけるタモキシフェン継
続投与とタモキシフェン－アナストロゾーン順次投与のランダム化比較
試験(02-60変更)

一般外科学 穂積　康夫 H16.8.9

２３
JCOG306腫瘍径2ｃｍ以上のⅠ－ⅢＡ期原発乳がんに対する術前化学
療法とそれに続く放射線照射の有効性・安全性試験

一般外科学 穂積　康夫 H16.11.12

２４
グラルギンと経口血糖降下薬(OHA)との併用療法とブレミックス30R製剤
との血糖コントロール状況等に関する比較

総合医学第１ 石川　三衛 H16.11.12

２５
治療抵抗性濾胞性リンパ腫に対するクラドリビン・ミトキサイトロン・イリノ
テカン併用サルベージ化学療法の臨床第Ⅰ・Ⅱ相試験

血液学 小澤　敬也 H16.9.30

２６ 処置用ダブルバルーン小腸内視鏡の臨床使用 消化器内科学 山本　博徳 H16.10.26

２７ 連続血糖モニターによる血糖日内変動の検討 内分泌代謝学 長坂昌一郎 H16.10.26



２８ アトピー性皮膚炎患者のそう痒に対する抗ヒスタミン薬の効果 皮膚科学 大槻マミ太郎 H16.9.30

２９
健常者における経頭蓋的磁気刺激(TMS)による抑制時間(silent period)
の検討

神経内科学 川上　忠孝 H16.10.25

３０

StageⅡ-Ⅳ Mullerian carcinoMa(Ⅱ期からⅣ期の上皮性卵巣がん、卵
管がん、腹膜がん)に対するConventional TJ(PaclitAxel+Carboplatin:標
準治療である3週間毎の化学療法(パクリタキセルとカルボプラチン)と
Dose Dense T+J(Weekly PacLitaxel+Carboplath:毎週毎の化学療法(パ
クリタキセルとカルボプラチン)のランダム化比較試験

総合医学第２ 今野　　良 H17.3.15

３１
大腸腫瘍の内視鏡的切除におけるヒアルロン酸ナトリウム注入の意義
の検討

総合医学第２ 河村　　裕 H16.11.12

３２
下肢人工関節手術における深部静脈血栓・肺塞栓の発生要因の解明
[臨０３－０９、臨０４－１０(変更)]

整形外科学 星野　雄一 H16.11.12

３３
Follicular lymphomaの再発症例に対するR-DHAP療法・Rituximabによる
in vivo purging併用自家末梢血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験

血液学 小澤　敬也 H16.10.26

３４
Diffuse large B-cell lymphOmaの再発・治療抵抗性症例に対するR-
DHAP・R-ICE sequence療法［臨０４－０４（変更）］

血液学 小澤　敬也 H16.10.25

３５ 機能性食品「ミセラピスト超微粒子β－グルカン」の臨床研究 消化器内科学 礒田　憲夫 H16.12.16

３８
二次性肺高血圧症およびレイノー現象対するクエン酸シルデナフィルの
長期効果に関する研究

アレルギー膠原病
学

簑田　清次 H16.11.12

３９
難消化性デキストリン付加による糖・脂質代謝、便秘に与える影響の検
討

病院栄養部 小野　量子 H16.12.10

４０ 市販食品及び栄養剤による胆嚢収縮能の評価 消化器内科学 玉田　喜一 H16.12.28

４１ 赤血球膜上エラスターゼ活性による血栓化傾向の評価 麻酔科学 瀬尾　憲正 H17.1.18

４２
腎疾患における副腎皮質ホルモンの投与後のDehydroepiandrosteron
濃度と副腎皮質ホルモンの副作用との関連について

腎臓内科学 武藤　重明 H16.12.16

４３
大脳優位半球同定のためのアイオナールテスト(アミタールテストの代替
として)

脳神経外科学 山口　　　崇 H17.8.10



４５ 中皮細胞診とMMP解析によるSEP/EPS早期判定等に関する研究 腎臓内科学 草野　英二 H17.5.23

４６
進行大腸がんに対する腹腔鏡下手術と開腹手術の根治性に関するラン
ダム化比較試験

総合医学第２ 河村　　裕 H17.2.14

４７
悪性リンパ腫に対するRituximab－CHOP療法の細胞傷害効果に関する
研究

血液学 小澤　敬也 H17.3.3

５０
２型糖尿病治療における塩酸メトホルミン有効例と無効例の臨床医学的
特徴に関する研究

総合医学第１ 　　　川上　正舒 H17.1.27

５１
末梢静脈留置型中心静脈カテーテル(PICC)と従来の中心静脈カテーテ
ル(CVカテーテル)の多面的比較

感染制御部 森澤　雄司 Ｈ17.12.13

５２ 酵素免疫測定法を用いた血清トリプシン測定用試薬の臨床評価 総合医学第１ 櫻林郁之介 H17.3.3

５３
ヒトパピローマウイルステストを用いる効率的な子宮頸がん検診開発の
ための大規模試験

総合医学第２ 今野　　　良 H17.2.14

５５
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)重症例に対するone-day IVIG療法の
臨床試験

血液学 小澤　敬也 H17.1.18

５６
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の味覚に及ぼす影響－オルメサルタ
ンとバルサルタンとの比較検討－

臨床薬理学 杉本　孝一 H17.1.27

５７
微小変化型ネフローゼ症候群における効果的薬物治療のための新たな
尿中マーカーの同定

小児科 金井　孝裕 H17.1.27

５８ 多胎児の発達予後に関する多角的研究 小児科学 本間　洋子 H17.1.27

５９
慢性腎不全患者における経口吸着炭素製剤(クレメジン)の腎不全進行
抑制効果に関するランダム化並行群間比較臨床試験

腎臓内科学 海野　鉄男 H17.3.3

６０ 皮膚免疫アレルギー疾患におけるST2タンパク質の発現の検討 構造生化学 柳澤　　健 H17.1.18

６１
関節リウマチ患者に対するミゾリビン1日1回150ｍｇ投与で有用性がさら
に向上するかを検討

アレルギー膠原病学 岩本　雅弘 H17.1.27



６２ 嗅覚障害に対するフルチカゾン点鼻療法 耳鼻咽喉科学 太田　　　康 H17.4.15

６３
JMS-TOP研究　治療中早期高血圧患者に対するアンジオテンシン受容
体拮抗薬を用いた早朝血圧管理による臓器障害抑制に関する研究

循環器内科学 苅尾　七臣 H17.6.14

６４ バシリキシマブ投与後のCD25陽性細胞動態研究 消化器・一般外科学 佐久間康成 H17.6.8

６５ 腰痛症に対する運動療法の効果－無作為化比較試験－ 整形外科学 星野　雄一 H17.1.27

６６
緑内障治療点眼薬の併用投与による眼圧下降効果、安全性に関する
多施設共同研究

眼科学 水流　忠彦 H17.4.1

６７
再発卵巣癌に対するIrinotecan(CPT-11)とNedaplatin(254-S)併用療法
の第Ⅱ相試験

総合医学第２ 今野　　良 H17.5.18

６８ 慢性糸球体腎炎の活動性とST2遺伝子産物の関連について 腎臓内科学 安藤　康裕 Ｈ17.1.17

６９
自己末梢血単核球反復移植による膠原病性末梢血管疾患の血管新生
療法

アレルギー膠原病学 岩本　雅弘 H17.4.20

７０ 大学病院精神科患者における血圧日内変動に関する研究 精神医学
　

加藤　　敏 H17.5.23

７１ 生活習慣改善指導効果に対するフォーミュラ食品と通常食の比較試験 内分泌代謝学 石橋　　俊 H17.2.10

７２ 腰痛症に対する運動療法の効果－無作為化比較試験－ 総合医学第２ 税田　和夫 H17.1.31

７３
メタボリック症候群患者におけるテルミサルタンとばバルサルタンの比較
試験－血圧及び糖・脂質代謝の効果－

循環器内科学 苅尾　七臣 H17.7.28

７４
進行・再発胃癌患者を対象としたTS－1とDocetaxel(TXT)の併用化学療
法の検討

消化器・一般外科
学

細谷　好則 H17.6.2

７５ 難治性視床痛に対する修正電気痙攣療法 神経内科学 森田　光哉 H17.3.15



７６ Augmentation Index(AI)と心拍数の関係に関する研究 循環器内科学 宮下　　　洋 H17.2.10

７７
高コレステロール血症患者におけるHMG-CoA還元酵素阻害薬のインス
リン感受性に及ぼす影響な関する研究

臨床薬理学 杉本　孝一 H17.3.15

７８ 臨床薬理学BSL実習theophyllineの血中濃度測定 臨床薬理学 杉本　孝一 H17.4.15

７９ 三次元（３Ｄ）心エコー図法を用いた小児の心腔容積計測と心機能評価 小児科学 白石裕比湖 H17.4.1

８０ 糖尿病患者における精神疾患の合併に関する研究 精神医学 山家　邦章 Ｈ17.3.14

８１
転移性肝腫瘍早期診断におけるMRI：SPIO造影MRIならびに他の撮像
シーケンスの有用性に関する検討

放射線医学 杉本　英治 H17.4.15

８３
漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorialDesignに
よるランダム化比較試験

総合医学第２ 清崎　浩一 H17.8.23

８６ 腎横紋筋肉腫様腫瘍に対する化学療法プロトコールの開発 小児外科学 横森  欣司 H17.7.7

８８ 乳癌組織内核酸代謝関連酵素の発現に関する検討 総合医学第２ 蓬原　一茂 H17.7.7

９０
婦人性器悪性腫瘍におけるpositrone emission tomography
(PET)/computed tomography(ＣＴ)の有効性の検討

産科婦人科学 大和田倫孝 H17.5.24


