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1
小児悪性腫瘍に対する有効な抗腫瘍薬の選定と投与プロートコールの
開発

小児外科学 横森　欣司 H17.9.26

2
アンジテンシンⅡ受容体拮抗薬オルメサルタンメドキソミルおよびロサル
タンの代謝に及ぼすフルコナゾールの影響に関する研究

臨床薬理学 杉本　孝一 H17.6.9

3 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 整形外科学 星野　雄一 Ｈ17.6.14.

4
局所性ジストニアの新しい治療としての経頭蓋的磁気刺激法の応用に
関する臨床研究

神経内科学 川上　忠孝 Ｈ17.7.7.

5
Diffuse large B-cell lymphomaの再発・治療抵抗性症例に対するR-
DHAP・R-ICU sequence療法

血液学 小澤　敬也 H17.8.23

6
Follicular Lymphomaの再発症例に対するR-DHAP療法・Rituxmabによる
invivo purging併用自家末梢血幹細胞移植の臨床試験第Ⅱ相試験

血液学 小澤　敬也 Ｈ17.7.7.

7 アトピー性皮膚炎患者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 H17.6.14

8 糖尿病網膜症の薬物治療に関する研究 総合医学第２ 栫　　　彰弘 H17.8.10

9
慢性腎疾患を対象としたダイアートとラシックスとの総合的な有用性を客
観的に検討するためクロスオーバー試験

総合医学第１ 田部井　薫 H18.3.17

10 急性感染症に対する体液調節異常の病態解析 総合医学第１ 石川　三衛 H17.8.10

11 橈骨動脈を用いた観血的血圧測定法の安全性に対する疫学的研究 麻酔科学 佐藤　正章 H17.8.3

12 新規プログラム血圧計における血圧コントロール：比較対照研究 循環器内科学 苅尾　七臣 H17.8.23

13
膠原病に合併した二次性肺高血圧症およびレイノー現象に対するクエン
酸シルデナフィルの長期効果に関する研究(パイロット試験)

アレルギー膠原病学 簑田　清次 H17.7.28
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14 発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）患者国際登録 血液学 小澤　敬也 H17.10.13

15
小児リンパ芽球型リンパ腫Stage　Ⅲ／Ⅳに対する多施設共同後期第Ⅱ
相臨床試験ALB-03

小児科学 郡司　勇治 Ｈ19.326

16 術後の嘔気嘔吐に対する鍼の治療効果について 麻酔科学 瀬尾　憲正 H17.11.15

17 パーキンソン病患者に対するPramipexole単独投与試験 神経内科学 藤本　健一 H17.7.28

18 進行・再発大腸癌に対するTS-1/CPT-11併用療法の第Ⅱ相臨床試験 消化器・一般外科学 岡田　真樹 H18.2.16

19
ハマダラカ唾液腺特異的タンパク質GE-rich protein (GERP)の血小板凝
集阻害作用に関する研究

医動物学 吉田　栄人 H17.7.28

20
早期特発性肺繊維症に対するN-アセチルシステイン吸入療法に関する
前向き多施設共同治療研究

呼吸器内科学 杉山幸比古 H18.3.7

21 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 整形外科学 星野　雄一 H17.6.14

22
特発性肺繊維症に対するシクロスポリン併用ステロイド療法に関する前
向き多施設共同治療研究

呼吸器内科学 杉山幸比古 H18.3.7

23 塩酸デクスメデトミジンを用いた心臓手術の周術期管理に関する研究 麻酔科学 佐藤　正章 H17.10.25

24
ＰＫ／ＰＤ研究会薬物動態/薬力学
(Pharmacokinetics/Pharmacodynamics: PK/PD)に基づくビアペネムの
効果的な投与方法の探索的研究

呼吸器内科学 杉山幸比古 H17.10.6

25
血液疾患に対するがん化学療法中の卵巣機能保護を目的とするリュー
プロレリン投与の検討

血液学 森　　　政樹 H17.10.25

26 各種硬膜外カテーテルの操作性・有用性の比較検討
麻酔科学・集中治

療医学
井上荘一郎 H17.10.25

28
局所性ジストニアの新しい治療としての、経頭蓋的磁気刺激法の応用に
関する臨床研究

神経内科学 川上　忠孝 H17.8.23

29 音楽療法の精神神経免疫学的・内分泌学的研究 精神医学 加藤　　敏 H17.10.25



30
癌患者における細胞性免疫機能抑制機序の解明(抹消血単核酸内ポリ
アミン濃度の上昇との関連)

総合医学第2 中村　　豪 H17.10.13

31 遷延性意識障害患者への腹臥位療法 看護部 後藤　裕美 H17.11.29

36 橈骨動脈を用いた観血的血圧測定法の安全性に関する研究
麻酔科学・集中治療

医学
佐藤　正章 H17.9.22

37 自己免疫性溶血性貧血患者の血中ＳＴ２濃度の測定 地域医療支援部門 亀崎　豊実 H17.11.15

38 急性心不全治療におけるカルペリチドとニトログリセリンの効果の比較 循環器内科学 山本　啓二 H17.10.6

39
透析器が血液細胞ならびに血管内皮細胞に与える刺激及び障害性の
検討

腎臓内科学 安藤　康宏 H17.12.6

40
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 H17.12.20

41
慢性下気道疾患およびびまん性肺疾患におけるＨＡＴ(ヒト気道トリプシ
ン様プロテアーゼ)の役割とそのメカニズムの解明

呼吸器内科学 坂東　政司 H17.12.20

42
ホルモン感受性閉経後乳がん術後補助療法におけるエキセメスタン、ア
ナストロゾール、タモキシフェン投与のランダム化比較試験8変更)

一般外科学 穂積　康夫 H17.12.20

43
小児急性リンパ性白血病に対する寛解導入療法の有効性・安全性に関
する検討試験    (東京小児がん研究グループTCCSG ALL L04-16)

小児科学 郡司　勇治 H18.3.7

45
全消化管における細菌フローラの解析および、細菌数にかかわる消化
器系酵素や粘液分泌型ＩｇＡなどの検

細菌学 林　　俊治 H17.11.15

46 栄養介入の効果を評価する指標の検討 一般外科学 堀江　久永 H17.12.20

47
進行・再発胃癌を対象としたタキソテール注/ティーエスワンカプセル併
用療法とティーエスワンカプセル単独療法の第Ⅲ相試験

一般外科学 永井　秀雄 H17.12.20

48 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 H17.11.2

49
血液透析患者の心疾患診療における¹²³Ｉ－ BMIPP SPECT　の有効性検
討のための調査研究

腎臓内科学 草野　英二 H18.3.15



50 冠動脈疾患における冠動脈内血栓の解析と臨床予後に関する研究 分子病態研究部 坂田　洋一 H17.12.20

51
胆嚢収縮能に着目した新たな肥厚性幽門狭窄症の超音波診断法の確
立：正常新生児での胆嚢収縮能の評価

臨床検査医学 鯉渕　晴美 H18.2.22

52
カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体狭小サイズ（モデル2900-19 、
2900-21）の血行動態における有用性の検討

心臓血管外科学 上西祐一朗 H18.1.18

53
「脳梗塞を対象としたOUT COME研究 OASIS STUDY　」(Out come
Assessment usingSF-36 v2 In Stroke Patient Study)

総合医学第2 篠田　宗次 H18.1.18

54 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 H17.11.28

55
子宮体癌に対するTJ療法（パクリタキセル／カルボプラチン併用化学療
法）の認容性確認試験

産科婦人科学 藤原　寛行 H18.1.5

56
健常人における小柴胡湯に対する薬剤リンパ球刺激試験Drug
Lymphocyte Stimulation Test :DLSTの検討

呼吸器内科学 杉山幸比古 H18.2.9

57
特発性肺線維症を中心とした間質性肺炎急性増悪に対するエンドトキシ
ン吸着療法（PMX-DHP）の効果の検討

総合医学第１ 小山信一郎 H18.3.7

58 乳癌患者の血液中に存在する新しい腫瘍マーカーの探索 病態生化学 岩花　弘之 H18.1.16

59
日本心血管インターベンション学会が構築した経皮的心血管インターベ
ンションレジストリー

循環器内科学 勝木　孝明 ―

60
日本心血管インターベンション学会が構築した経皮的心血管インターベ
ンションレジストリー

総合医学第１ 久保　典史 ―

61
非小細胞肺癌患者におけるゲムシタビン（ＧＥＭ）＋カルボプラチレ（ＣＢ
ＤＣＡ）による術前・術後補助化学療法の検討

呼吸器外科学 佐藤　幸夫 H18.5.8

62 5-ALA及び紫色半導体レーザー装置を用いた脳腫瘍の術中蛍光診断 脳神経外科学 山口　　　崇 H18.2.2

63
造血幹細胞移植後に発症した難治性急性ＧＶＤＨに対する血縁者由来
間葉系幹細胞を用いた治療

血液学 佐藤　一也 H18.1.16

64
難治性ネフローゼ症候群におけるプレドニゾロンとシクロスポリンの併用
療法に関する多施設共同研究(臨04-89継続)

総合医学第１ 田部井　薫 H18.3.3



65
ヒアルロン酸カルボキシメチルセルロースシートの人工膝関節術後斯拘
縮に対する予防効果の解明

整形外科学 関矢　　仁 H18.1.18

66 循環血液量変化率モニターによるドライウエイト管理の検討 総合医学第１ 田部井　薫 H18.3.27

67 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 H17.12.12

68
潰瘍性大腸炎に対するムコスタ注腸剤とペンタサ注腸剤の有用性の検
討

消化器内科 砂田圭二郎 H18.5.11

69 インスリン抵抗性改善薬の臨床効果の検討―インスリンとの併用 内分泌代謝学 長坂昌一郎 H18.1.18

70 低用量ネオーラル療法による有用性とＱＯＬの改善の検討 皮膚科学 大槻マミ太郎 H18.5.8

71
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　(臨04-66変更)

眼科学 水流　忠彦 H17.12.20

72
急性期離脱後に発症する超低出生体重児の重篤な循環不全の病態の
解明

小児科学 矢田ゆかり H18.1.16

73 ネオーラルに適した降圧剤の検討 皮膚科学 大槻マミ太郎 H18.3.10

74
敗血症に伴う播種性血管内凝固症候群(ＤＩＣ)の早期診断および治療に
関する臨床研究

分子病態研究部 坂田　洋一 H18.2.9

75 慢性血液透析における心血管合併症に関する検討 腎臓内科学 草野　英二 H18.5.8

76
間質性肺炎症例におけるハト糞添加末梢血リンパ球刺激試験(pigeon
drop LymphocyteStimulation Test :pigeon drop LST)の有用性に関する
検討

呼吸器内科学 坂東　政司 H18.2.9

77
高血圧合併２型糖尿病患者におけるテルミサルタン、カンデサルタンの
比較検討

内分泌代謝学 長坂昌一郎 H18.2.9

７９(１)
カルシウム拮抗薬アムロジビン10mg.の降圧降下に関する研究(中央事
務局用)

循環器内科学 苅尾　七臣 Ｈ 18.4.7

７９(２) カルシウム拮抗薬アムロジビン10mg.の降圧降下に関する研究(本学用) 循環器内科学 苅尾　七臣 H18.4.7



80 膝蓋骨関節軟骨変性のＭＲＩ所見と病理組織学的所見の対比 放射線医学 小林　　茂 H18.3.27

82
子宮頸部悪性腺腫(Adenoma malignum)とその類縁疾患の術前診断お
よび治療ガイドライン確立に向けた臨床研究

産科婦人科学 大和田倫孝 H18.4.7

83
子宮体癌に対する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(臨床第二相試験)

産科婦人科学 大和田倫孝 H18.4.7

84 尋常性乾癬患者に対するオキサロール軟膏外用療法によるＱＯＬ調査 皮膚科学 大槻マミ太郎 H18.7.10

85
精神疾患ないし脳神経疾患患者における脳機能画像を用いた前頭葉機
能検査法に関する研究

精神医学 菊地千一郎 H18.5.8

86 関節リウマチ疾患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 岩本　雅弘 H18.3.3

87 糖尿病性腎症の寛解を目指したチーム医療による集約的治療 総合医学第１ 為本　浩至 H18.5.31

88
非切除膵頭部癌による胆道閉塞に対するステントの開存性を検討する
多施設共同無作為化比較試験

消化器内科学 玉田　喜一 H18.5.24

89 新生児各種疾患におけるサイトカイン関与の多項目網羅的検討 小児科学 高橋　尚人 H18.4.7

90 小児科各種疾患におけるサイトカイン関与の多項目網羅的検討 小児科学 高橋　尚人 H18.4.7

91 プロポフォホルの血管痛とキシロカインの投与方法に関して 総合医学第２ 讃井　將満 H18.7.31

92 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 H18.3.17

93
新しい内視鏡画像診断支援機能(FUJI　Intelligent Chromo Endoscopy ,
FICE)を用いた大腸ポリープの内視鏡診断

内視鏡部 冨樫　一智 H18.4.3

94 潰瘍性大腸炎における顆粒球除去療法と白血球除去療法の比較試験 総合医学第１ 中島　嘉之 H18.5.11

95
非侵襲的陽圧換気(ＮＰＰＶ)の呼吸管理におけるカブノメータの臨床的
意義について

救急医学 阿野　正樹 Ｈ 18.4.17



96
超音波３次元画像による乳腺腫瘤の自動診断支援システムに関する研
究

臨床検査医学 尾本きよか H18.5.24


