
研究課題名 申請講座名 許可日 備　考

臨Ｂ13- 1
DPP-4阻害薬服用中2型糖尿病患者におけるテネグリプチン切
り替えによる血糖コントロール状況の検討

内分泌代謝 岡田健太 講師 H25.7.26

臨Ｂ13- 2 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 H25.3.30 変更申請

臨Ｂ13- 3

日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI　肝細胞造影
相における肝エンハンスメントと肝機能に関わる臨床検査項目
との相関性並びに肝細胞造影相撮像タイムポイントに関する検
討

放射線医学
講座

杉本英治 教授 H25.5.29 変更申請

臨Ｂ13- 4

「JCOG1113：進行胆道癌を対象としたゲムシタビン+シスプラチ
ン併用療法（GC 療法）とゲムシタビン+S-1 併用療法（GS 療
法）の第III 相比較試験」
Randomized phase III study of gemcitabine plus S-1
combination therapy versus　gemcitabine pluscisplatin
combination therapy in advanced biliary tract cancer　略称
BTC_GS/GC_P3　Tegafur-gimeracil-oteraci plus gemcibtabine
versus cisplatin plus gemcitabine in advanced biliary　tract
carcinoma.(FUGA-BT)

消化器・一般
外科

佐田尚宏 教授 H25.7.8

臨Ｂ13- 5
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての
TS-1＋Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験JACCRO GC-07 (START-2)

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H25.5.29

臨Ｂ13- 6
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）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.5.16 変更申請

臨Ｂ13- 7
除細動デバイス植え込み症例における循環器作動薬併用に関
する観察研究

循環器内科 甲谷知之 病院助教 H25.5.15 変更申請

臨Ｂ13- 8
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床
研究実施計画書（LCHー12）

小児科 森本　哲 学内教授 H25.7.1 変更申請

臨Ｂ13- 9 アジルサルタンの夜間血圧に対する効果の検討 循環器内科 星出　聡 講師 H25.6.4 変更申請

臨Ｂ13- 11 睡眠構造から抗うつ薬の治療反応性を推測する研究
精神医学講

座
西多昌規 講師 H25.7.31

臨Ｂ13- 13
アンジオテンシンII受容体拮抗薬の適正使用法の検討
～バルサルタンとオルメサルタンの比較～

臨床薬理学 藤村昭夫 教授 H25.6.4 変更申請

臨Ｂ13- 14
小児心臓手術におけるレミフェンタニル併用麻酔の全身性炎症
反応に与える影響の解明

子ども医療セ
ンター

小児手術・集
中治療部

大塚洋司 病院助教 H25.8.27

臨Ｂ13- 15
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（JASPAC01）

消化器一般
外科学

佐田尚宏 准教授 H25.6.14 変更申請

臨Ｂ13- 16
心房細動を合併する高血圧患者を対象とした降圧治療の投与
時期に関する多施設共同試験（ACROBAT試験）

循環器内科
学

星出　聡 講師 H25.6.4 変更申請

臨Ｂ13- 17
麻酔導入期デキサメタゾン予防投与によるPONV（術後悪心嘔
吐）抑制効果についてのランダム化比較試験

乳腺科 櫻木雅子 病院助教 H25.11.5

臨Ｂ13- 18
2型糖尿病合併心疾患患者に対するミグリトールの血糖・血圧・
心拍変動への影響について

循環器内科
学

江口和男 講師 H25.8.16 変更申請
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臨Ｂ13- 19 降圧不十分な高血圧に対する配合錠の使い分けの検討
循環器内科

学部門
苅尾七臣 教授 H25.6.21 変更申請

臨Ｂ13- 20 新規Activity－Trigger　ABPMの開発と臨床応用に関する研究
循環器内科

学
苅尾七臣 教授 H25.7.1 変更申請

臨Ｂ13- 21
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）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.7.1 変更申請

臨Ｂ13- 22
早朝高血圧に対する不眠改善による降圧効果と降圧薬就寝時
投与の比較

循環器内科 苅尾七臣 教授 H25.6.25 変更申請

臨Ｂ13- 23
高血圧患者に対するアンジオテンシンII受容体拮抗薬/カルシ
ウム拮抗薬合剤の時間降圧療法による夜間血圧・臓器障害へ
の影響の検討

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.6.25 変更申請

臨Ｂ13- 24
イオパミロン注を使用した腹部CTおよび冠動脈CT検査におけ
る投与ヨード量と造影効果に関する観察研究

放射線医学
講座

杉本英治 教授 H25.6.25 変更申請

臨Ｂ13- 25
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 秋元　哲 准教授 H25.7.1 変更申請

臨Ｂ13- 26

【WJOG7212G】HER2陽性切除不能または再発胃癌に対する、
初回化学療法におけるTS-1＋シスプラチン＋トラスツズマブ併
用療法の第相II試験
Phase II sutudy of TS-1+Cisplatin+Trastuzumab for patiest
with Human Epidermal Growth Facter Receptor type-2 (HER-
2)-positive Advance Gastric Cancer
"Trastuzumab,TS-1 plus Platinum ACtivity Evaluation"
T-SPACE study

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H25.7.1 変更申請

臨Ｂ13- 27
保存期慢性腎臓病患者におけるダルベポエチンアルファの投
与方法に関する検討

腎臓内科 伊藤千春 講師 H25.7.8 変更申請

臨Ｂ13- 28
保存期慢性腎臓病患者におけるエポエチンベータペゴルの投
与方法に関する検討

腎臓内科 伊藤千春 講師 H25.7.8 変更申請

臨Ｂ13- 29
ピタバスタチン（リバロ錠）投与によるCKD（慢性腎臓病）患者の
脂質及び腎機能、Klotho蛋白への影響

腎臓内科学 伊藤千春 講師 H25.7.8 変更申請

臨Ｂ13- 30
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての
TS-1＋Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験　JACCRO GC-07 (START-2)

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H25.7.1 変更申請

臨Ｂ13- 31

粘膜治癒をゴールとした軽～中等症潰瘍性大腸炎の治療検討
ペンタサ12週間投与による粘膜治癒導入効果および非導入例
におけるペンタサ継続投与の検討ー多施設共同非盲研前向き
研究ー

消化器セン
ター

佐藤博之 助教 H25.9.25 変更申請

臨Ｂ13- 32

JCOG1106　局所進行膵癌に対するS-1併用放射線療法にお
ける導入化学療法の意義に関するランダム化第II相試験
Randomized phase Ⅱstudy of S-1 and concurrent radiotherapy
with versus without induction chemotherapy for locally
advanced pancr eatic cancer LAPC-Induct-rP2

消化器・一般
外科

鏡視下手術
部

（担当：臨床
腫瘍部）

佐田尚宏 教授 H25.7.8 変更申請

臨Ｂ13- 33
Nobori　And　Uncoated　Stent　In　Coronary　Attack
（NAUSICA－AMI　Study　急性心筋梗塞に対する薬剤溶出性
ステント・金属ステントの無作為割り付け試験

循環器内科 勝木孝明 准教授 H25.7.8 変更申請

臨Ｂ13- 35
２型糖尿病患者における血糖及び脂質の管理状況に対する
αーグルコシターゼ阻害薬とDPP－4阻害薬シタグリプチンの比
較研究

内分泌代謝
科

岡田健太 助教 H25.7.16 変更申請

臨Ｂ13- 36
バゼド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
研究

薬理学講座
臨床薬理学

部門
藤村昭夫 教授 H25.8.6



臨Ｂ13- 37 アジルサルタンの夜間血圧に対する効果の検討 循環器内科 星出　聡 講師 H25.7.24 変更申請

臨Ｂ13- 38 アイミクス®配合錠投与による血圧変動パターン変化の把握 循環器内科 苅尾七臣 教授 H25.9.11

臨Ｂ13- 39 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 学内教授 H25.8.9 変更申請

臨Ｂ13- 40
Nobori　And　Uncoated　Stent　In　Coronary　Attack
（NAUSICA－AMI　Study　急性心筋梗塞に対する薬剤溶出性
ステント・金属ステントの無作為割り付け試験

循環器内科 勝木孝明 准教授 H25.8.6 変更申請

臨Ｂ13- 41
心房細動を合併する高血圧患者を対象とした降圧治療の投与
時期に関する多施設共同試験（ACROBAT試験）

循環器内科
学

星出　聡 講師 H25.8.16 変更申請

臨Ｂ13- 42
関節リウマチ患者に対する生物学的製剤投与における心血管
イベントリスクの推移

アレルギー膠
原病学

丸山暁人 病院助教 H25.8.22 変更申請

臨Ｂ13- 43
フェブキソスタット（キサンチンオキシターゼ阻害薬）の血管機能
に与える影響

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.11.5

臨Ｂ13- 44
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）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.9.11 変更申請

臨Ｂ13- 45
脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を
検討する大規模臨床研究（略称　RESPECT　Study　）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.9.19 変更申請

臨Ｂ13- 46
局所進行頭頸部扁平上皮癌に対する導入化学療法（ドセタキ
セル＋シスプラチン＋セツキシマブ）と放射線治療及びセツキ
シマブ併用療法の第相II試験

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H25.10.25

臨Ｂ13- 47 本態性高血圧症に対するカルシウム拮抗薬高用量投与の検討
循環器内科

学
星出　聡 准教授 H25.12.24

臨Ｂ13- 48

文部科学省次世代がん研究戦略推進プロジェクトがん薬物療
法の個別適正化プログラム　ホルモン受容体陽性転移・再発乳
がんに対するタモキシフェンの CYP2D6遺伝子型に基づく個別
化投薬と固定用量の比較研究
TARGET(Tamoxifen Response by CYP2D6 Genotype-based
Treatment)-1 Study

乳腺科 穂積康夫 科長 H25.11.13

臨Ｂ13- 49
川崎病急性期における免疫グロブリン療法（IVIG）短時間投与
の有用性に関する臨床研究

小児科 南　孝臣 准教授 H25.11.22

臨Ｂ13- 50
2回の除菌治療抵抗例に対するH.pylor i除菌
“THIRD study：3次除菌Study”　Treatment of H. pylori
Infection for Resistance of Double era dications

消化器内科 佐藤貴一 准教授 H25.10.25

臨Ｂ13- 51
入浴が夜間血圧変動性および中心動脈圧変動性に与える影
響に関する研究

循環器内科
学

石川譲治 助教 H25.12.9

臨Ｂ13- 52 経頭蓋直流電気刺激を用いた非定型発達児の認知機能解析 小児科 門田行史 講師 H26.2.3

臨Ｂ13- 53 小児炎症性腸疾患における顆粒球吸着療法の有用性の検討 小児学講座 熊谷秀規 講師 H26.1.9

臨Ｂ13- 54
「J－BRAND　Registry」
Japan-Based clinical ReseArch Network for Diabetes Registry

内分泌代謝
科

安藤明彦 助教 H25.10.9 変更申請

臨Ｂ13- 55
急性心不全または慢性心不全急性増悪に対する高張輸液/フ
ロセミド輸液療法の有効性と安全性の確立に関する多施設共
同研究ーカルペリチドとの比較ー

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H26.1.16



臨Ｂ13- 56
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 堀田訓久 講師 H25.10.23 変更申請

臨Ｂ13- 57 新規膵臓癌診断マーカー臨床性能の研究
消化器内科

学
菅野健太郎教授 H26.1.6

臨Ｂ13- 58
ダルベポエチンアルファによる非糖尿病性慢性腎疾患患者の
透析導入延長効果に関する検討ー多施設共同研究

腎臓内科学 秋元　哲 准教授 H25.12.2

臨Ｂ13- 59
腎移植患者におけるエベロリムス（サーティカン®）＋タクロリムス
（グラセプター®）併用療法の有効性・安全性の検討

腎臓外科学 八木澤隆 教授 H26.2.3

臨Ｂ13- 60

子宮体がん術後再発中・高リスク群に対する術後化学療法とし
てのTEC（Paclitaxel＋Epirubicin＋Carboplatin)療法、TAC
（Paclitaxel＋Doxorubicin＋Carboplatin）療法、ddTC（Dose⁻
dense　Paclitaxel＋Carboplatin）療法のランダム化第II 相試験

産婦人科学 藤原寛行 准教授 H25.11.11 変更申請

臨Ｂ13- 61
冠動脈ステント留置術後12ヶ月超を経た心房細動患者に対す
るワーファリン単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試
験

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H25.12.17

臨Ｂ13- 62
ピタバスタチン（リバロ錠）投与によるCKD（慢性腎臓病）患者の
脂質及び腎機能、Klotho蛋白への影響

腎臓内科学 伊藤千春 講師 H25.11.26 変更申請

臨Ｂ13- 63 アイミクス®配合錠投与による血圧変動パターン変化の把握 循環器内科 苅尾七臣 教授 H25.12.9 変更申請

臨Ｂ13- 64
パーキンソン病の便秘に対する麻子仁丸と大黄甘草湯の臨床
的検討

地域医療学
センター

東洋医学部
門

村松慎一 教授 H26.3.25

臨Ｂ13- 65
髄液シャント手術に用いるシャント・パッサー回転防止器具の開
発

脳神経外科
学

益子敏弘 准教授 H26.2.20

臨Ｂ13- 67
WJOG7412Ｂ　ホルモン受容体陽性・ＨＥＲ2陽性閉経後原発性
乳癌における術前トラスツズマブ、アナストロゾール併用療法の
第2相試験

乳腺科 穂積康夫 准教授 H26.2.3

臨Ｂ13- 68

Stage III 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法として
のmFOLFOX6療法またはXELOX療法における5－FU系抗が
ん剤およびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム
化第 III 相比較臨床試験　ACHIEVE Trial　（Adjuvant
Chemotherapy for colon cancer with HIgh EVidencE ）

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H25.12.18

臨Ｂ13- 69
再発高リスク乳癌術後患者の標準的フオロ」アップとインテンシ
ブフオローアップの比較第III相試験

乳腺科 穂積康夫 科長 H26.2.3

臨Ｂ13- 70
ダルベポエチンアルファによる非糖尿病性慢性腎疾患患者の
透析導入延長効果に関する検討ー多施設共同研究

腎臓内科学 秋元　哲 准教授 H26.1.9 変更申請

臨Ｂ13- 71
脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を
検討する大規模臨床研究（略称　RESPECT　Study　）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H26.1.16 変更申請

臨Ｂ13- 72
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床
研究実施計画書（LCHー12）

小児科 森本　哲 学内教授 H26.1.16 変更申請

臨Ｂ13- 73
麻酔導入期デキサメタゾン予防投与によるPONV（術後悪心嘔
吐）抑制効果についてのランダム化比較試験

乳腺科 櫻木雅子 病院助教 H26.1.16 変更申請

臨Ｂ13- 74
「J－BRAND　Registry」
Japan-Based clinical ReseArch Network for Diabetes Registry

内分泌代謝
科

安藤明彦 助教 H26.1.16 変更申請



臨Ｂ13- 75

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
Multicenter Tolvaptan study For Uncontrolled volume overload
in Japanese acute decompensated heart failure patients: A
prospective observational multicenter cohort study
MT FUJI study

循環器内科
学

西村芳興 病院助教 H26.3.25 変更申請

臨Ｂ13- 76
心筋梗塞急性期のHMG－CoA還元酵素阻害薬高用量投与の
有効性と安全性に関する研究

循環器内科 苅尾七臣 教授 H26.1.31 変更申請

臨Ｂ13- 78
高血圧患者に対するアンジオテンシンII受容体拮抗薬/カルシ
ウム拮抗薬合剤の時間降圧療法による夜間血圧・臓器障害へ
の影響の検討

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H26.2.3 変更申請

臨Ｂ13- 79

根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS－1療法の
第III相試験
A phase III trial of S-1 vs. observation in patients with
resected biliary tract cancer
ASCOT : Adjuvant S-1 for CholangiOcarcinoma Trial

消化器・一般
外科

佐田尚宏 教授 H26.3.25

臨Ｂ13- 80
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の
予後予測因子および副作用発現の危険因子についての探索
的研究JACCRO GC-07　AR

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.2.27

臨Ｂ13- 81
バゼド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
研究

薬理学講座
臨床薬理学

部門
藤村昭夫 教授 H26.2.3 変更申請

臨Ｂ13- 82
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての
TS-1＋Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験　JACCRO GC-07 (START-2)

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.2.7 変更申請

臨Ｂ13- 83
Epoetin Beta Pegolによる移植後貧血の正常化と天然型ビタミン
D3の補充が移植腎機能に及ぼす影響を検討するランダム化比
較試験

腎臓外科学 木村貴明 病院助教 H26.4.4

臨Ｂ13- 84 本態性高血圧症に対するカルシウム拮抗薬高用量投与の検討
循環器内科

学
星出　聡 准教授 H26.2.20 変更申請

臨Ｂ13- 85
2型糖尿病患者におけるSodiumーGlucose Cotransporter－2
（SGLT2）阻害薬追加投与後の効果予測因子を探るための検
討

内分泌代謝
科

岡田健太 講師 H26.3.28

臨Ｂ13- 86
成人フィラデルフィア染色体陰性未熟B細胞性急性リンパ性白
血病に対する多剤併用化学療法による第II相臨床試験

血液学 翁　家国 講師 H26.3.5

臨Ｂ13- 87 高血圧患者における睡眠時血圧と予後に関する研究
循環器内科

学
苅尾七臣 教授 H26.2.20 変更申請

臨Ｂ13- 88
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）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H26.2.20 変更申請

臨Ｂ13- 89
口腔扁平上皮がんに対する時間治療
－DCF療法に伴う副作用軽減の試みー

歯科口腔外
科

野口忠秀 講師 H26.3.7 変更申請

臨Ｂ13- 90
再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するPaclitaxel＋Carboplatin
＋Cetuximab（PCE）併用療法の第II試験

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.3.25

臨Ｂ13- 92
高尿酸血症に対するキサンチンオキシターゼ阻害薬フェブキソ
スタットの血管障害予防効果に関する多施設共同ランダム化比
較試験　PRIZE　study（プライズスタディー）

循環器内科 苅尾七臣 教授 H26.5.7

臨Ｂ13- 93
アンジオテンシンII受容体拮抗薬テルミサルタンのPPAR‐γ活
性化作用に関する研究

薬理学講座
臨床薬理学

部門
藤村昭夫 教授 H26.4.15

臨Ｂ13- 95
周術期乳癌AC/EC/FAC/FEC療法に対する制吐効果におけ
る、デキサメタゾン/ホスアプレピタント併用下でのグラニセトロン
vs パロノセトロン ランダム化二重盲検第3相試験

乳腺・総合外
科

穂積康夫 准教授 H26.5.27



臨Ｂ13- 96

Oxaliplatin  bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応の
KRAS野生型進行・再発結腸・直腸癌に対するFOLFILI＋
Panitumumab(Pmab）併用療法VSFOLFIRI＋BV併用療法のラン
ダム化第Ⅱ相試験及び治療感受性・予後予測因子の探索的研
究

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H23.4.4 変更申請

臨Ｂ13- 97
成人precursor T細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用
化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG　T－ALL213-0)

血液学 翁　家国 講師 H26.5.7

臨Ｂ13- 98

JCOG1008
局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対す
る3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法と
Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関
するランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験
Phase II/III Trial of Postoperative Chemoradiotherapy
Comparing 3-Weekly Cisplatin with Weekly Cisplatin in High-
risk Patients with Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck
略称： HNC-Adjuvant CDDP+RT-P3

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.4.16 変更申請

臨Ｂ13- 99
2回の除菌治療抵抗例に対するH.pylor i除菌
“THIRD study：3次除菌Study”　Treatment of H. pylori
Infection for Resistance of Double era dications

消化器内科 大澤博之 准教授 H23.4.1 変更申請

臨Ｂ13- 100
Microneurography（微小神経電図法）による筋交感神経活動評
価と循環器疾患に関する臨床応用研究

循環器内科 苅尾七臣 教授 H26.3.28 変更申請

臨Ｂ13- 101
臨床的FIGO IVb期子宮体がんに対する 寛解導入化学療法後
の腫瘍摘出術に関するFeasibility Study

産婦人科 竹井裕二 講師 H26.4.25

臨Ｂ13- 102
早産予防に対するプロゲステロン膣坐薬の有効性に関する多
施設共同、プラセボ対照、二重盲検、ランダム化並行群間比較
試験

産科婦人科
学講座

大口昭英 准教授 H26.5.7

臨Ｂ13- 103
化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌に対するL-
OHP+CPT-11+5FU/l-LV併用療法modified regimen（mFFX）の
第II相試験

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.4.25

臨Ｂ13- 104
オキシコドン塩酸塩を用いた経静脈的自己調節術後鎮痛法に
関する研究

麻酔科学 ・
集中治療医

学講座
平　幸輝 助教 H26.5.27

臨Ｂ13- 105
ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助
化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験

産科婦人科
学

藤原寛行 准教授 H26.4.15 変更申請

臨Ｂ13- 106
Borderline resectable 膵癌に対する術前S-1併用放射線療法の
第Ⅱ相試験

消化器一般
外科

佐田尚宏 教授 H26.5.27

臨Ｂ13- 107
川崎病急性期における免疫グロブリン療法（IVIG）短時間投与
の有用性に関する臨床研究

小児科 南　孝臣 准教授 H26.4.18 変更申請

臨Ｂ13- 108
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）

循環器内科
学

苅尾七臣 教授 H26.4.18 変更申請


