
臨Ｂ０７ 研究課題名 申請講座名 申請者氏名 許可日

１ 超音波ガイド下に行う 適な区域神経ブロック法の検討 麻酔科学 堀田　訓久 H19.6.6

２
パーキンソン病のジスキネジアに対する塩酸アマタジン(シンメトレ
ル等)の有効性と安全性に関する多施設共同ランダム化プラセボコ
ントロール二重盲検クロスオーバー試験

神経内科学 中野　今治　 H19.7.9

３ Febrile　Neutropeniaに対するビアペネムの臨床効果検討に関する研 血液学 外島　正樹　 H19.7.9

４
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

消化器一般外科学 佐田　尚宏　 H19.6.27

５ 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 岩本　雅弘　 H19.5.25

６
２型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と
従来治療しのランダム化比較試験

総合医学第１ 石川　三衛　 H19.5.25

７ 電子内視鏡XEC-530Pの臨床的有用性の確認
フジノン国際光学医

療講座
山本　博徳 H19.6.27

９ 各種術後鎮痛法に関する研究
麻酔科学・集中治

療医学
井上　荘一郎　 H19.8.27

１０
HMG－CoA還元酵素阻害薬(スタチン)の慢性心不全改善効果－多
施設共同無作為割付試験－(PEARL　Study)

循環器内科学 山本　啓二　 H19.9.12
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１１

JCOG　0407　初回化学療法不応(フッ化ピリミジン系抗がん剤を含
む化学療法に対して不応)の腹膜転移を有する進行・再発胃癌に対
するbest　availble　５－ＦＵ療法vs　Paclitaxel少量分割療法による
ランダム化第Ⅱ相試験

臨床腫瘍部 藤井　博文　 H19.9.7

１２
切除不能進行膵癌(局所進行又は転移性)に対するGemcitabine療
法／TS-1療法／Gemcitabine＋TS-1併用療法の第Ⅲ相無作為化
比較試験

臨床腫瘍部 藤井　博文　 H19.8.27

１３
持続性骨粗鬆症におけるビスホスホネート連日製剤からアレンドロ
ネート週1回製剤への切り替えに対する患者の意識調査

アレルギー膠原病学 岩本　　雅弘　 H19.8.27

１４
2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と
従来治療とのランダム化比較試験

内分泌代謝学 石橋　　　俊 H19.7.13

１６ ゲムシタビン耐性胆道がんにおけるＳ－１の臨床第Ⅱ相試験 臨床腫瘍部 藤井　博文　 H19.8.27

１７
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 H19.8.27

１８
慢性糸球体腎炎症例の糖質コルチコイド誘発性骨粗鬆症(GIO)に
おけるオステオプロテジェリン(OPG)の治療的変動

腎臓内科学 伊藤　千春　 H19.9.18

１９ 電子内視鏡装置EPX-4500の臨床的有用性の確認
フジノン国際光学医

療講座
山本　博徳　 H19.8.27

２０ 総合ビタミン剤配合高カロリー輸液製剤の投与量とビタミンＢ１濃度 総合医学第２ 讃井　將満　 H19.11.12

２１ 磁性クリップを用いた乳腺非触知病変検出についての研究 乳腺・総合外科 穂積　康夫　 H19.10.25

２２ ＭＲＩ造影剤(リゾビスト)を用いた乳癌のセンチネルリンパ節同定法の研 乳腺・総合外科 塩澤　幹雄　 H19.9.21



２３
本邦における低用量アスピリンによる上部消化管合併症に関する
調査研究－ 心筋梗塞、脳梗塞などの動脈血栓性疾患を対象として

循環器内科学 山本　啓二　 H19.10.25

２４ 硬膜外併用全身麻酔中の低血圧に対する低用量バソプレッシンの効 総合医学第２ 讃井　將満　 H19.11.9

２５ ２型糖尿病患者に対するミグリトールの効果の検討 総合医学第１ 石川　三衛　 H19.10.18

２６

COLM－Study(コルムスタディ)心血管系疾患の危険因子を有する高
齢者高血圧患者に対するAT1受容体拮抗薬を基礎薬としたカルシウ
ム拮抗薬または少量利尿薬の併用試験combination　of　OLMesartan
and　Calcium　channel　blocker ｏｒ　diuretics　in　high　risk　elderly
hypertensive　patients　Study

神経内科学 中野　今治　 H19.12.17

２７
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　 H19.12.4

２８ 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　 H19.11.6

２９ 電子内視鏡装置EPX-4500の臨床的有用性の確認
フジノン国際光学医

療講座
山本　博徳　 H19.10.29

３０ ＭＲＩ造影剤(リゾビスト)を用いた乳癌のセンチネルリンパ節同定法の研 乳腺・総合外科 穂積　康夫　 H19.10.29

３１ 胃切除の周術期におけるビタミンＢ1に関する研究 消化器外科学 細谷　好則　 H20.1.10

３２
2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と
従来治療とのランダム化比較試験

内分泌代謝学 石橋　　　俊 H19.10.29

３３
閉経後乳がんの術後内分泌療法５年終了患者に対する治療終了
とアナストロゾール５年延長のランダム化比較試験

一般外科学 穂積　康夫　 H19.12.17



３４ 塩酸デクスメデトミジンを用いた鎮静と術後悪心・嘔吐に関する研究 集中治療医学 佐藤　正章　 H20.1.16

３５
二次性肺高血圧症またはレイノー現象に対するクエン酸シルディナ
フィル、塩酸バルディナフィル水和物、タダラ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　 H19.12.7

３６
二次性肺高血圧症またはレイノー現象に対するクエン酸シルディナ
フィル、塩酸バルディナフィル水和物、タダラ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　 H19.12.7

３７
漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial
Designによるランダム化比較試験(臨04-83変更)

総合医学第２ 清崎　浩一　 H20.3.31

３８
超音波造影剤(ソナゾイド)を用いた口腔癌のセンチネルリンパ節同
定法の研究

歯科口腔外科学 草間　幹夫 H20.5.8

３９ ＮＯカテーテルによる血管内皮障害の臨床的検討 総合医学第１ 百村　伸一　 Ｈ20.17

４０
眼内新生血管に対するベバシズマブ硝子体注射の効果と安全性
の検討

眼科学 堀　　　秀行　 H20.1.18

４１ 糖尿病における血中FGF２１濃度の病態生理学的意義の検討 内分泌代謝学 江藤　一弘　 H20.1.25

４２
慢性期慢性骨髄性白血病における標準的イマチニブ増量法と積極
的イマチニブ増量法のランダム化比較第Ⅲ相臨床試験

血液学 永井 　　正　 H19.12.25

４３ 先端細径透明フードの小腸または大腸狭窄性病変に対する有用性
フジノン国際光学医

療講座
砂田啓二郎　 H20.1.16

４４
肥満２型糖尿病患者に対する各種α－グルコシダーゼ阻害薬の臨
床的有用性に対する検討

総合医学第１ 加計　正文　 H20.1.11

４５ 頭頸部扁平上皮癌根治治療後のTS-1補助化学療法の検討 耳鼻咽喉科学 西野　　宏 H19.12.17



４６
２型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と
従来治療しのランダム化比較試験

総合医学第１ 石川　三衛　 H19.12.17

４７
自閉性障害における神経生理学検査を用いた薬物(多動性障害治
療薬)反応性の検討

小児科学 森　　　雅人　 H20.7.18

４８ 悪性リンパ腫に対する新規移植前処置ＦＡＭＥの安全性の評価  総合医学第１ 神田　善伸　 H20.3.10

４９ 骨髄破壊的前処置による非血縁者間臍帯血移植の有効性と安全性の  総合医学第１ 神田　善伸　 H20.3.10

５０ 持続静注から経口への投与経路変更時のシクロスポリン血中濃度の検  総合医学第１ 大島　久美　 H20.3.10

５１
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　 H20.3.10

５２ 電子内視鏡装置ＥＰＸ－４５００の臨床的有用性の確認
フジノン国際光学医

療講座
山本　博徳　 H19.12.5

５３ 慢性活動性胃炎に対するH.pylori除菌療法の検討 消化器内科学 佐藤　貴一　 H20.2.6

５４ 非血縁者間臍帯血移植の有効性と安全性の検討  総合医学第１ 神田　善伸　 H20.3.10

５５
通常用量ＡＲＢ服薬中の降圧目標未達成患者におけるロサルタン
カリウム／ヒドロクロロチアジド合剤切り替え投与の降圧効果に関
する研究

 総合医学第１ 百村　伸一　 H19.2.20

５６
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　 H20.2.22

５８ 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) 内分泌代謝学 石橋　　俊　 H20.3.3



５９
小児急性骨髄性白血病(AML)に対する、日本小児白血病リンパ腫
研究グループ(JPLSG)AML05プロトコールを用いた多施設共同後
期第Ⅱ相臨床試験研究

小児科学 郡司　勇治　 H20.3.10

６０
臨床的腋窩リンパ節転移陰性の原発性乳癌に関するセンチネルリ
ンパ節生検の安全性に関する多施設共同臨床試験

一般外科学 穂積　康夫　 Ｈ20.314

６１ 糖尿病における血中FGF２１濃度の病態生理学的意義の検討 内分泌代謝学 江藤　一弘　 H20.3.6

６２
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
血中・尿中マーカーの同定

小児科学 金井　孝裕　 H20.3.3

６３ アナログ混合製剤ヒューマログミックス５０注の有用性の検討 総合医学第１ 加計　正文　 H20.4.25

６５
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

血液学部門 佐藤一也 H20.4.25

６６
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

総合医学第１ 田部井　薫　 H21.3.11

６７
尿中ミオイノシトール測定による耐糖能異常の検出：有用性の確認
と使用方法の検討

総合医学第１ 加計　正文　 H20.5.19

６８ 非喫煙者女性における術後悪心・嘔吐と術中ＨＲＶ(心拍変動) 麻酔科学 瀬尾　憲正　 H20.6.4

６９
進行食道がんに対する術前Docetaxel,，Cisplation，5－FU併用療
法の安全性を確認する臨床第Ⅱ相試験

臨床腫瘍部 藤井博文　 H20.4.25

７０ 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術 鏡視下手術部 佐田　尚宏　 H20.5.1

７２ 慢性活動性胃炎に対するH.pylori除菌療法の検討 内視鏡部 佐藤　　貴一　 H20.4.23



７３ 経鼻内視鏡における分光内視鏡画像診断の有用性の確認 消化器内科学 大澤　博之　 H20.6.30


