
臨Ｂ09 研究課題名 申請講座名 申請者氏名 許可日

１
関節リウマチ患者における血流依存性血管拡張反応（ｆｌｏｗ　mediated
ｄｉｌａｔｉｏｎ）を用いた血管内皮機能障害の検討

アレルギー膠原病学 永谷　勝也助教 H21.7.13

２

オルメサルタン投与中のアルブミン尿を伴う慢性腎臓病合併高血圧患
者におけるアゼルニジピントアムロジピンノ抗アルブミン尿効果の比較
「Japanese　evalution　between　Formula　of　Azelnidipine　and
amlodipne　and　on　olmesartan　to　Get　antialbuminuric　effect
study(Ｊ－FLAG)」

腎臓内科学 草野　英二教授 H21.5.25

３ ループル腎炎患者に対するミゾリビンの至適投与法の検討 アレルギー膠原病学 青木葉子病院助教 H21.4.28

４
根治切除不能卵巣癌および腹膜癌に対するＴＣ療法の新規投与法（腹
腔内Carboplatin／weekly　Paclitaxel）の検討－ゲノム薬理学的解析を
加えた第Ⅱ相試験－

産科婦人科学 藤原寛行准教授 H21.6.22

５
婦人科癌に対する塩酸イリノテカン（ＣＰＴ－11）／ネダプラチン(NDP)
併用化学療法における予測AUCに基づくNDP推奨投与量(AUC)の検
討(第１相試験)

産科婦人科学 藤原寛行准教授 H21.7.27

６

グループ２高ウィルス量のＣ型慢性肝炎患者を対象としたぺガシス単
独療法、ぺガシス・コペガス併用療法の陰性化時期ウイルス変異とイ
ンターフェロン感受性を考慮した至適投与法の有効性／安全性に関す
る検討

消化器・肝臓内科 礒田憲夫准教授 H21.8.20

７
慢性腎臓病（CKD）に合併する高尿酸血症に対する尿酸排泄促進治療
の臨床的有用性に関する検討

腎臓内科 高橋秀明病院助教 H21.5.25

８
再発卵巣がんに対するリポソーム化ドキソルビシン単剤療法における
手足症候群および口内炎予防のためのサポーティブケアに関する検
討(Feasibility試験)

産科婦人科学 藤原寛行准教授 H21.7.30

９
ロキソプロフェンによる小腸粘膜傷害の発生に関するカプセル内視鏡
を用いた評価とイルソグラジンマレイン酸塩による小腸粘膜傷害抑制
効果に関する検討

富士フィルム国際光
学医療講座

山本 博徳教授 H21.8.10

１０

J－DESsERT：Japan-Drug　Eluting　Stents　Evaluation；a
Randomized　Trial日本における薬剤溶出ステントの無作為化臨床試
験　本邦 における経皮的インターベンションが適用とんなる冠動脈疾
患患者を対象としたTAXUSステントとCypherステントの多施設医療機

循環器内科学 勝木孝明准教授 H21.6.1

１１
膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法とＳ－１
療法の第Ⅲ相比較試験

消化器外科学 佐田 尚宏教授 H21.6.1

１２
Ⅱb型高脂血症患者に対するフェノフィブラートとエゼチミブの単独療法
と併用療法のランダム化比較試験

総合医学第１ 加計 正文教授 H21.6.1

１３

WJOG4407G　切除不能・再発結腸／直腸がん初回化学療法例に対す
る５－fluorouracil（５－ＦＵ）／levofolinate　calcium（I-LV）+oxaliplatin
（L－OHP）+bevacizumab（BEV）併用療法対５－FU／I－ＬＶ+irinotecan
（CPT－11）+BEV併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

臨床腫瘍部 藤井 博文教授 H21.6.5

１４
フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤併用療法不応進行・再発胃が
んに対するＣＰＴ－11単独療法vs.Weekly　Pacltaxel療法のランダム化
第Ⅲ相試験

臨床腫瘍部 藤井 博文教授 H21.6.5

１５
２型糖尿病合併高コレステロール血症患者に対するスタチン系薬剤(ピ
タバスタチン)の脂質プロファイルに及ぼす効果の検討

総合医学第１ 河野　幹彦教授 H21.6.5
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１６ 慢性血液透析患者における心血管合併症の検討 腎臓内科学 草野  英二教授 H21.6.16

１７
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん患者に対
する術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験

乳腺・総合外科 穂積康夫准教授 H21.8.7

１８
放射線治療後の口腔乾燥に対するピロカルピン酸塩の有用性に関す
る研究

歯科口腔外科学 草間 幹夫教授 H21.6.16

１９
難治性腰下肢痛に対するRaczカテーテルを用いた硬膜外腔への薬剤
投与の有効性についての研究

麻酔科学 茂木康一病院助教 H21.8.11

２０ ラロキシフェンの適切な投与時刻を明らかにするための臨床試験 臨床薬理学 安藤 仁准教授 H21.8.7

２１
大腸癌イレウスに対する内視鏡的減圧法における先端細径フードの有
用性と安全性に関する検討

光学医療センター 宮田知彦病院助教 H21.8.10

２２
大腸３Ｄ－ＣＴ検査（ＣＴ colonography）と大腸内視鏡検査による大腸
腫瘍検出能の精度比較に関する検討－コンピューター支援診断を活
用した多施設共同臨床試験

放射線医学 杉本 英治教授 H21.8.10

２３
ＪCＯＧ0706：根治切除不能な頭頸部扁平上皮癌に対するＳ－１
+CDDPを同時併用する化学放射線療法の第Ⅱ相試験

臨床腫瘍部 藤井 博文教授 H21.6.25

２４
進行胆道癌を対象としたゲムシタビン+S－１併用療法とＳ－１単剤療
法のランダム化第Ⅱ相試験

臨床腫瘍部 藤井 博文教授 H21.6.25

２５
COPDを併存する高血圧症患者における、COPD治療による呼吸機能
や血圧に対する影響の検討

循環器内科学 苅尾 七臣教授 H21.7.2

２６
高血圧患者の家庭血圧に対するロサルタンカリウム／ヒドロクロロチア
ジド合剤と高用量アムロジピン投与による比較試験

循環器内科学 苅尾 七臣教授　 H21.7.2

２７
頸動脈ステント留置術後の血管イベント発症に関する前向き観察研
究：Investigation　on　device　and　anti－platelet　therapy　ｆｏｒ
carotid　artery　stenting

血管内治療部 根本　　繁教授 H21.7.2

２８
Ⅱb型高脂血症患者に対するフェノフィブラートとエゼチミブの単独療法
と併用療法のランダム化比較試験

内分泌代謝学 野牛　宏晃講師 H21.7.2

２９
特発性肺線維症（ＩＰＦ）に対する抗線維化薬ピルフェニドンの有効性に
関する多施設共同研究

呼吸器内科学 杉山幸比古教授 H21.8.18

３０
治療抵抗性早朝高血圧に対する低用量の選択的アルドステロン受容
体拮抗薬の効果

循環器内科学 苅尾　七臣教授 H21.9.3

３１
非ステロイド性アロマターｾﾞ阻害剤無効の進行・再発乳癌を対象とした
高用量クエン酸トレミフェンとエキセメスタンの無作為化比較試験

乳腺・総合外科 穂積康夫准教授 H21.9.24

３２
糖尿病合併骨粗鬆症患者におけるアレンドロネート(フォサマック錠)の
オステオプロテジュリン及び動脈硬化に対する効果

総合医学第１ 豊島秀男准教授 H21.8.24



３３
下部消化管内視鏡検査における「サード・アイ後方視補助画像システ
ム」の有効性の検討

フジノン国際講学医
療講座

砂田圭二郎助教 H21.8.10

３４

WJOG4407G　切除不能・再発結腸／直腸がん初回化学療法例に対す
る５－fluorouracil（５－ＦＵ）／levofolinate　calcium（I-LV）+oxaliplatin
（L－OHP）+bevacizumab（BEV）併用療法対５－FU／I－ＬＶ+irinotecan
（CPT－11）+BEV併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

臨床腫瘍部 藤井博文教授 H21.8.24

３５
臨床病期Ⅱ／Ⅲ期（Ｔ４を除く）胸部食道癌を対象としたドセタキセル+
シスプラチン+５－ＦＵ(DCF)の併用療法による術前補助化学療法の実
施可能性試験

臨床腫瘍部 藤井博文教授 H21.9.28

３６
大腸癌イレウスに対する内視鏡的減圧法における先端細径フードの有
用性と安全性に関する検討

光学医療センター 宮田知彦病院助教 H21.9.7

３７
大腸３Ｄ－ＣＴ検査（ＣＴ colonography）と大腸内視鏡検査による大腸
腫瘍検出能の精度比較に関する検討－コンピューター支援診断を活
用した多施設共同臨床試験

放射線医学 杉本 英治教授 H21.9.15

３８
軽症糖尿病におけるインスリン抵抗性改善による心筋梗塞再発予防に
関する研究（PRAR　Ｓｔｕｄｙ）

総合医学第２ 百村　伸一教授 H21.9.11

３９
耐糖能異常症例における食後高血糖改善による心筋梗塞再発予防に
関する研究（ＡＢＣ　Ｓｔｕｄｙ）

総合医学第２ 百村　伸一教授 H21.9.11

４０
レーニンアンジオテンシン系抑制剤投与中の慢性腎臓病（ＣＫＤ）合併
高血圧患者におけるベニジピﾟンとヒドロクロロチアジドの腎機能に及ぼ
す影響についての比較

内分泌代謝学 大須賀淳一講師 H21.11.10

４１
腎細胞癌患者を対象とした天然型インターフェロン+ソラフェ二ブ併用
療法の有効性および安全性の検討を目的とした多施設共同臨床第Ⅱ
相試験

腎泌尿器外科 森田　辰男教授 H21.10.30

４２
高コレステロール血症を伴う２型糖尿病患者に対するEzetimibeによる
血清脂質、ＣＲＰ等の変動に対する検討

内分泌代謝学 石橋　　俊教授 H21.10.15

４３
口腔カンジタ症の臨床診断法ならびに抗真菌薬の臨床効果の適切な
判定方法に関する研究

歯科口腔外科学 神部　芳則准教授 H22.1.6

４４
免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬によるＢ型肝炎ウイルス再生活性化の実
態解明と対策法の確立

臨床腫瘍科 藤井博文学内教授 H21.10.30

４５
口腔水分計ムーカス®における口腔粘膜湿潤度の生理的状態と病的
状態の境界値の設定に関する臨床試験

歯科口腔外科学 神部　芳則准教授 H21.11.30

４６

WJOG4407G　切除不能・再発結腸／直腸がん初回化学療法例に対す
る５－fluorouracil（５－ＦＵ）／levofolinate　calcium（I-LV）+oxaliplatin
（L－OHP）+bevacizumab（BEV）併用療法対５－FU／I－ＬＶ+irinotecan
（CPT－11）+BEV併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

臨床腫瘍部 藤井 博文教授 H21.10.15

４７
非血縁者間骨髄移植における急性GVHD予防のためのシクロスポリン
持続静注とダクロリムス持続静注の非盲検無作為割付比較試験

 総合医学第１ 神田　善伸教授 H21.10.15

４８
慢性腎臓病（CKD）に合併する高尿酸血症に対する尿酸排泄促進治療
の臨床的有用性に関する検討

腎臓内科学 高橋秀明病院助教 H21.10.19

４９
Ⅱb型高脂血症患者に対するフェノフィブラートとエゼチミブの単独療法
と併用療法のランダム化比較試験

内分泌代謝学 野牛　宏晃講師 H21.10.19



５０ 超音波ガイド下に行う最適な区域神経ブロック法の検討 麻酔科学 堀田訓久講師 H21.10.19

５１
糖尿病／耐糖能障害合併高血圧患者の積極的降圧治療についての
研究

循環器内科学 江口和男病院助教 H21.12.4

５３
ダルベポエチン(DPO)とエリスロポエチン(EPO)を用いたＥＳＡ週１回投
与によるHb変動の検討

腎臓内科学 草野　英二教授 H22.1.25

５４
透析患者におけるTAXUS®　Liberteステントの成績(OUCH-TL
registry)

循環器内科学 勝木孝明准教授 H21.12.4

５５
ホルモン療法による末梢白血球数の増加に関与する血清造血因子の
検索

腎泌尿器外科 森田　辰男教授 H21.11.30

５７
高血圧症合併透析患者におけるアリスキレンフマル酸塩の降圧効果
および安全性の検討

腎臓内科学 草野　英二教授 H22.1.7

５８
Ⅱb型高脂血症患者に対するフェノフィブラートとエゼチミブの単独療法
と併用療法のランダム化比較試験

総合医学第１ 加計 正文教授 H21.12.8

５９ 乳癌患者のトラスツズマブ使用による心毒性に関する研究 循環器内科学 苅尾七臣教授 H21.1.29

６０
疾患や治療に伴う免疫抑制状態患者に対する新型インフルエンザ（Ａ
/HIN１）ワクチン接種後の血清抗体価の推移

アレルギー膠原病学 岩本雅弘准教授 H22.1.5

６２ 化学伝達物質におけるヒト鼻粘膜血流の変化 耳鼻咽喉科学 菊池恒病院助教 H22.3.25

６３
転倒・転落事故防止用マットセンサーの作動実態に関する調査　　　～
高齢の転倒・転落ハイリスク患者を対象に～

看護学部 川上　勝講師 H22.3.11

６４
透析患者における活性型ビタミンＤの心血管イベント抑制効果－日本
透析活性型ビタミンＤ試験（Ｊ－ＤＡＶＩＤ）－

 腎臓内科学 草野英二教授 H22.3.1

６５
家族性高コレステロール血症に対する脂質低下療法の有効性および
安全性に関する調査－ＦＡＭＥ　Ｆorum－

内分泌代謝学 石橋　　俊教授 H22.2.18

６６

J－DESsERT：Japan-Drug　Eluting　Stents　Evaluation；a
Randomized　Trial日本における薬剤溶出ステントの無作為化臨床試
験　本邦 における経皮的インターベンションが適用とんなる冠動脈疾
患患者を対象としたTAXUSステントとCypherステントの多施設医療機

循環器内科学 勝木孝明准教授 H21.12.24

６７
花粉症患者に対する鼻噴霧用ステロイド薬単独と鼻噴霧用ステロイド
薬＋内服抗ヒスタミン薬の効果比較

耳鼻咽喉科学 市村　恵一教授 H22.3.8

６８ 早期糖尿病の進展制御に関する無作為化比較臨床試験(ＪＥＤＩＳ-2) 内分泌代謝学 石橋　　俊教授 H22.1.21

６９
糖尿病網膜症での汎網膜光凝固後の黄斑浮腫に対する非ステロイド
系消炎点眼薬の効果判定

眼科学 　茨木　信博教授　　 H21.1.29



７０ 第一再発小児急性リンパ性白血病に対するリスク別臨床研究 小児科学 森本　哲准教授 H22.3.25

７１
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の受容体占有動態と多面的作用と
の関連を明らかにする研究

臨床薬理学 安藤　仁准教授 H22.3.29

７２ 新規新機図測定装置による測定および計測 総合診療部 黒木茂広准教授 H22.4.28

７３ Sonazoidを用いた造影超音波検査による膵腫瘍診断の検討 消化器・一般外科学 小泉　大助教 H22.5.25

７４
高血圧患者におけるβ遮断薬カルベジロールとビソプロロールの中心
血圧及び動脈硬化性指標に及ぼす影響の比較検討

循環器内科学 苅尾　七臣教授 H22.7.16

７６ 日本における最適なH．ｐｙｌｏri３次除菌治療法の検討 消化器内科学 佐藤貴一准教授 H22.4.27

７７
ＤＰＰ－ＩＶ阻害薬シタグリプチンとスルホニル尿素薬の臨床効果の比
較検討

内分泌代謝学 長坂昌一郎講師 H22.5.25

７８
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈する巣状糸球体硬化症に対す
るＬＤＬアフェレシス療法の有効性に関する多施設共同研究

腎臓内科学 湯村　和子教授 H22.3.31

７９ 多孔式カテーテルを用いた持続浸潤麻酔法による術後鎮痛の研究 麻酔科学 瀬尾 憲正教授 H22.4.15

８０
造血幹細胞移植後に発症した難治性急性GVHDに対する血縁者由来
間葉系幹細胞を用いた治療(臨05-63変更)

血液学 佐藤一也病院助手 H20.4.25

７７
ＤＰＰ－ＩＶ阻害薬シタグリプチンとスルホニル尿素薬の臨床効果の比
較検討

内分泌代謝学 長坂昌一郎講師 委員確認中

７８
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈する巣状糸球体硬化症に対す
るＬＤＬアフェレシス療法の有効性に関する多施設共同研究

腎臓内科学 湯村　和子教授 迅速審査

７９ 多孔式カテーテルを用いた持続浸潤麻酔法による術後鎮痛の研究 麻酔科学 瀬尾 憲正教授 迅速審査

８０
造血幹細胞移植後に発症した難治性急性GVHDに対する血縁者由来
間葉系幹細胞を用いた治療(臨05-63変更)

血液学 佐藤一也病院助手
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H20.4.7学
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委員確認中


