
受付番号 研　　　究　　　課　　　題　　　名 申請講座名 許可日 備考

臨Ａ１4-1
小児小腸バルーン内視鏡に関する多施設共同前方視的研
究

小児科学 横山孝二 学内講師 H26.6.3

臨Ａ１4-2
重度凍結肩に対する第5，6頚神経ブロック下肩関節授動術
の治療効果の検討

整形外科学 笹井秀幸 助教 H26.5.8 変更申請

臨Ａ１4-3
救命救急センターのオーバーナイト制度における患者の家
族がうける身体的・精神的影響

看護部
（救命救急セン

ター）
齋藤志保 看護師 H26.6.30 変更申請

臨Ａ１4-4 妊娠中の血清galectin-1による妊娠高血圧症候群発症予知 産科婦人科学講座 大口昭英 准教授 H26.5.21

臨Ａ１4-5
ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死（BRONJ）StageⅡに
対する外科的治療の有効性に関する調査

歯科口腔外科 野口忠秀 講師 H26.6.3

臨Ａ１4-6
低リスク骨髄異形成症候群（MDS）における末梢血WT1
mRNA値の治療反応性と臨床経過に与える影響についての
臨床研究

血液学 鈴木隆浩 講師 H26.5.21

臨Ａ１4-7 内科系疾患患者における血中、尿中のKｌotho蛋白調査 腎臓内科学 秋元　哲 准教授 H26.5.8 変更申請

臨Ａ１4-8
心拍動下冠動脈バイパス（OPCABG）周術期の炎症性サイト
カインの変動ー人工心肺使用冠動脈バイパス術
（conventional CABG)との比較

心臓血管外科 川人宏次 学内教授 H26.6.16

臨Ａ１4-9
骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）
疑い症例におけるGPIアンカー膜蛋白欠損血球の保存率と
その意義を明らかにするための観察研究

内科学講座
血液学部門

鈴木隆浩 講師 H26.5.8 変更申請

臨Ａ１4-10
肛門近傍の下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術の前向き
第II相試験（ULTIMATE TRIAL）

消化器一般外
科

堀江久永 准教授 H26.6.16

臨Ａ１4-11
皮質表面電位（Electrocorticogram,EcoG）によるヒト認知機能
の検討

先端医療技術
開発センター

平井真洋 准教授 H26.5.27 変更申請

臨Ａ１4-12 周術期管理および術後予後におよぼす酸化ストレスの影響 麻酔科学 佐藤正章 講師 H26.5.27 変更申請

臨Ａ１4-13
医師の服装に関するICU訪問者の意識調査：日本，カナダに
おける多国籍横断研究

集中治療部 布宮　伸 学内教授 H26.7.22

臨Ａ１4-14 ビデオ撮影による静脈ライン確保の教育への応用
小児手術・
集中治療部

大塚洋司 病院助教 H26.6.16

臨Ａ１4-15 精巣上体からの精子採取術の臨床病理学的検討
腎泌尿器外科学
講座泌尿器科学

部門
森田辰男 教授 H26.7.14

臨Ａ１4-16
筋萎縮性側索硬化症患者におけるバイオマーカー探索と解
析

神経内科学 森田光哉 講師 H26.7.28

臨Ａ１4-17
パーキンソン症候群（PS)の多施設での生体試料収集とその
収集・保存体制整備および解析に関する研究

脳神経センター
内化学部門

森田光哉 医員 H26.8.20

臨Ａ１4-18
ベッド上安静が必要な切迫早産妊婦の便秘に対するハッカ
油の芳香浴と温罨法との併用効果についての比較検討―日
本語版便秘評価尺度を用いて―

看護部
（3階西病棟）

寒河江かよ子 看護師長 H26.6.3 変更申請
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臨Ａ１4-19 細胞老化に関わる要因の検討 循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.6.12 変更申請

臨Ａ１4-20
子宮体癌リンパ節郭清の省略条件として腫瘍径あるいは
volume indexは有用であるかの後方視的検討

産婦人科 藤原寛行 准教授 H26.8.1

臨Ａ１4-21
自己血回収装置３機種ソーリン社製エレクタＴＭ、ソーリン社
製エレクトラＴＭ，ヘモネティクス社製セルセーバーＥ１iteＴ
Ｍ）の性能評価

臨床工学部 関野敬太
臨床工学

技師
H26.6.16 変更申請

臨Ａ１4-22 肝移植後におけるグラフト肝のキメリズムの解明 移植外科 眞田幸弘 病院助教 H26.6.16 変更申請

臨Ａ１4-23
口腔粘膜疾患組織標本に含まれる微量元素の状態分布と臨
床診断への応用に関しての研究

歯科口腔外科
学

神部芳則 教授 H26.6.16 変更申請

臨Ａ１4-24 内シャントに対するシャントマッサージの効果
看護部

（透析ｾﾝﾀｰ）
吉川友恵 看護師 H26.8.7

臨Ａ１4-25
リン管理が必要な血液透析患者への援助
ー変容ステージモデルを使用してー

看護部
（透析ｾﾝﾀｰ）

吉川友恵 看護師 H26.7.14

臨Ａ１4-26 嗅覚スクリーニング検査の基準値の設定 耳鼻咽喉科学 牧野伸子 講師 H26.6.23 変更申請

臨Ａ１4-27
安静の違いによる妊婦の重心動揺の比較
ー切迫早産治療後の転倒予防の援助ー

看護部
（3階南病棟）

渡辺道子 看護師長 H26.6.24 変更申請

臨Ａ１4-28
中咽頭扁平上皮癌に対する集学的治療の効果とヒト乳頭腫
ウイルス感染との相関に関する臨床研究

耳鼻咽喉科学 金澤丈治 准教授 H26.8.26

臨Ａ１4-29 発達障害児の光トポグラフィーによる脳機能解析 脳神経外科学 渡辺英寿 教授 H26.7.14 変更申請

臨Ａ１4-30
口腔扁平苔癬治療におけるセファラチン投与例に対する臨
床効果および有害事象の多施設・後方視的共同研究

歯科口腔外科
学

神部芳則 教授 H26.6.24 変更申請

臨Ａ１4-31
安全帯解除基準の安全性の検証
～安全帯を使用した退院患者からの分析～

看護部
（7W)

福原江美 看護師 H26.9.12

臨Ａ１4-32
各種非侵襲計測による定型・非定型発達児（者）の認知機能
解析

先端医療技術
開発センター

平井真洋 准教授 H26.7.7 変更申請

臨Ａ１4-33 遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究 緩和ケア部 岡島美朗 准教授 H26.8.11

臨Ａ１4-36
極低出生体重児における新版K式発達検査とBayley　III検査
の相関に関する研究

小児科 河野由美 准教授 H26.7.14 変更申請

臨Ａ１4-37
C型肝炎ウイルス（HCV）母子感染、及び感染後のウイルス量
に与えるウイルス変異と免疫複合体との関連についての検討

小児科学 横山孝二 学内講師 H26.7.14 変更申請

臨Ａ１4-38
超低体重摂食障害の身体合併症に対する、精神科病棟での
管理と治療についての臨床的検討

精神医学教室 小林聡幸 准教授 H26.8.12

臨Ａ１4-39 救急医療における向精神薬の過量服薬の臨床調査 精神医学教室 小林聡幸 准教授 H26.8.12

臨Ａ１4-40
術後ICUへ入室し人工呼吸管理を受けた食道腫瘍患者にお
ける早期離床プロトコールの効果

看護部
（集中治療室）

小曽根佳江看護師長 H26.8.18 変更申請

臨Ａ１4-41 骨盤内手術における最適な体温モニターの検討
麻酔科学・集
中治療医学講

座
清水かおり 助教 H26.8.1



臨Ａ１4-42
びまん性肺疾患患者を対象とした生活習慣記録機ライフコー
ダ゛による身体活動度評価の臨床的意義に関する研究

呼吸器内科 坂東政司 准教授 H26.7.24 変更申請

臨Ａ１4-43 日常診療下における心臓CTの被爆線量に関する調査研究 放射線医学講座 杉本英治 教授 H26.9.12

臨Ａ１4-44 尿路結石症症例の臨床的検討
腎泌尿器外科学
講座泌尿器科学

部門
高山達也 准教授 H26.10.23

臨Ａ１4-45
小腸内視鏡的バルーン拡張術におけるφ3.2鉗子チャンネル
搭載ダブルバルーン内視鏡を使用した追加造影の有用性に
関する検討

光学医療セン
ター

山本博徳 教授 H26.8.6 変更申請

臨Ａ１4-46 類上皮型腎血管筋脂肪腫の臨床病理学検討
腎泌尿器外科学
講座泌尿器科学

部門
森田辰男 教授 H26.8.20

臨Ａ１4-47
整形外科病棟感染防御特別ルールによりMRSA感染で個室
隔離となった患者の思い

看護部
（７A)

廣瀬由美 看護師長 H26.11.6

臨Ａ１4-48
関節リウマチ患者に合併した感染症の種類と予後の変遷について
の研究

ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病
学

秋山陽一
郎

助教 H26.10.1

臨Ａ１4-49
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎の臨床像と予後に関する
研究

ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病
学

室崎貴勝 病院助教 H26.8.26

臨Ａ１4-50
圧迫性頚髄症手術前後の転倒にとる症状悪化に関する検討
－多施設後ろ向き研究－

整形外科学 木村　敦 講師 H26.8.20

臨Ａ１4-51
血管内大細胞型リンパ腫におけるランダム皮膚生検方法に
ついての検討

皮膚科学 前川武雄 講師 H26.10.24

臨Ａ１4-52
胃癌周術期プロシュア投与による体重減少の防止と術後
QOLへの影響

消化器外科学 倉科憲太郎 病院講師 H26.8.25 変更申請

臨Ａ１4-53
乳腺MRIにおける月経周期・年齢による画像変化に関する研
究

放射線医学講座 杉本英治 教授 H26.8.25 変更申請

臨Ａ１4-54
各種非侵襲計測による健常者・運動機能障害者の動作解析
およびリハビリテーション効果に対する評価

先端医療技術
開発センター

渡邉英寿 教授 H26.8.13 変更申請

臨Ａ１4-55
小児特発性ネフローゼ症候群患者における血清アポリポ蛋
白のプロファイリング

小児科 小高　淳 講師 H26.9.12

臨Ａ１4-56 停留精巣症例の臨床的検討 小児泌尿器科 中井秀郎 教授 H26.9.29

臨Ａ１4-57
症候性腱板断裂患者の上腕二頭筋長頭腱損傷に対する超
音波ガイド下結節間溝内ブロックの有用性

整形外科 笹井秀幸 病院助教 H26.11.6

臨Ａ１4-58 小児有熱性尿路感染発症症例の臨床的検討 小児泌尿器科 中井秀郎 教授 H26.9.12

臨Ａ１4-59
脂肪注入による乳房再建症例における術後経過の後ろ向き
研究

形成外科 宇田宏一
学内准教

授
H26.9.26

臨Ａ１4-60
腹部遊離皮弁の挙上による腹壁屈筋力への影響の定量的
調査（後ろ向き研究）

形成外科 宇田宏一
学内准教

授
H26.9.19

臨Ａ１4-61 抗環状シトルリン化ペプチド（CCP）抗体の真の抗原の探索
アレルギー
膠原病学

岩本雅弘 准教授 H26.8.20 変更申請



臨Ａ１4-62
2型糖尿病腎症の発症と進展に寄与する臨床的および栄養
学的因子の解明と栄養指導による介入がこれらの諸因子に
及ぼす効果に関する研究

内分泌代謝科 石橋　俊 教授 H26.8.25 変更申請

臨Ａ１4-63
パーキンソン病の遺伝子治療における認知・運動機能の定
量評価

脳神経外科 渡辺英寿 教授 H26.11.10

臨Ａ１4-64
生体肝移植術後における服薬管理の現状ー家族から患児へ
の移行の実態ー

看護部
（３Ａ）

相場雅代 看護師 H26.9.11 変更申請

臨Ａ１4-65
子宮内膜液状化検体細胞診を用いた子宮体癌スクリーニン
グ多施設共同試験

産婦人科 藤原寛行 准教授 H26.9.19

臨Ａ１4-66 歯周組織幹細胞の発生・分化・再生機構の解明 細胞生物学研究部川上　潔 教授 H26.9.19

臨Ａ１4-67 尿路性器癌におけるCD44variant発現の臨床的検討
腎泌尿器外科

学
高山達也 准教授 H26.9.29

臨Ａ１4-68 患者・家族に対する支援体制の構築に関する研究
地域医療連携・

患者支援部
黒田光恵 看護師 H26.12.16

臨Ａ１4-69 キャピラリ電気泳動による血清蛋白分画の性能評価 臨床検査医学 山田俊幸 教授 H26..11.19

臨Ａ１4-70
表皮下水疱を呈する自己免疫性水疱症における自己抗体の
役割

皮膚科学 小宮根真弓 准教授 H26.9.11 変更申請

臨Ａ１4-71 自己免疫性水疱性疾患のライブラリーの構築 皮膚科学 小宮根真弓 准教授 H26.9.2 変更申請

臨Ａ１4-72
乾癬患者における生化学的調査，栄養調査，ならびにQOL
調査

皮膚科学 小宮根真弓 准教授 H26.12.19

臨Ａ１4-73 精神疾患患者を対象とした認知機能解析 脳機能研究部門 平井真洋 准教授 H26.10.14

臨Ａ１4-74 敗血症における凝固障害の病態の解明 集中治療部 小山寛介 病院助教 H26.9.22 変更申請

臨Ａ１4-75 妊娠高血圧症候群における血中LIGHT及びDcR3の動態
産科婦人科学

講座
大口昭英 准教授 H26.10.14

臨Ａ１4-76
サイトカイン測定および核内転写因子発現の解析による新生
児感染症の免疫学病態解析

小児科 小池泰敬 講師 H26.10.24

臨Ａ１4-77
下部内視鏡下粘膜下層剥離術施行前の腸管洗浄に対する
患者の思いについての研究

看護部
（5階東）

工藤清子 看護師長 H26.10.14

臨Ａ１4-78 肝切除手術の周術期管理におよぼす酸化ストレスの影響 麻酔科学部門 佐藤正章 講師 H26..11.17

臨Ａ１4-79 肝移植手術の周術期管理におよぼす酸化ストレスの影響 麻酔科学部門 佐藤正章 講師 H26.11.17

臨Ａ１4-80
早期食道扁平上皮癌に対する内視鏡粘膜下層剥離術にお
けるヒアルロン酸ナトリウムの有用性の検討

消化器内科 山本博徳 教授 H26.12.2

臨Ａ１4-81
慢性腎臓病患者の健康行動を促す初期教育への取り組みの
考察ー慢性疾患患者の健康行動に関する尺度（ＳＥ尺度）を
用いてー

看護部（２Ｅ） 佐藤里美 看護師長 H26.10.3 変更申請



臨Ａ１4-82
看護師の教育的関わりによる上部消化管がん術後患者の術
後機能障害の緩和と生活のあり様

看護学部
成人看護学

樅山定美 助教 H26.10.29

臨Ａ１4-83
IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設
共同研究

腎臓内科 佐藤隆太 病院助教 H26.10.3 変更申請

臨Ａ１4-84
大腸CT検査と直腸MR検査における腫瘍深達成度評価に関
する後ろ向き調査研究

放射線医学講
座

杉本英治 教授 H26.10.27

臨Ａ１4-85
腎臓MRおよび腎動態シンチグラフィ（レノグラム）における腎
機能評価に関する後ろ向き調査研究

放射線医学講
座

杉本英治 教授 H26.10.14

臨Ａ１4-86
循環器リスク患者における情報技術を用いた家庭血圧予測
研究（Predict研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.10.14

臨Ａ１4-87
φ3.2鉗子チャンネル搭載ダブルバルーン内視鏡を使用した
バルーン拡張の有用性に関する検討

光学医療セン
ター

山本博徳 教授 H26.10.3 変更申請

臨Ａ１4-88 脊椎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 井上泰一 臨床助教 H26.9.26 変更申請

臨Ａ１4-89
大腸CT検査における子宮および卵巣切除後の腸管拡張度
に関する後ろ向き調査研究

放射線医学講座 杉本英治 教授 H26.10.23

臨Ａ１4-90 CT所見による卵巣捻転の角度の予測
放射線医学講

座
杉本英治 教授 H26.10.14

臨Ａ１4-91 白血病と告知された子どもの父親の体験
看護部
（４Ａ）

三田智子 看護師 H26.10.14 変更申請

臨Ａ１4-92
SIBO（Ｓｍａｌｌ　Ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　Ｂａｃｔｅｒｉａｌ　Ｏｖｅｒｇｒｏｗｔｈ小腸内
細菌異常増殖）を有する患者の小腸細菌叢の解析

消化器内科 磯田憲夫 准教授 H26.9.26 変更申請

臨Ａ１4-93 妊娠糖尿病と診断された妊婦が夫に求める情緒的サポート
看護部

（８階西病棟）
飯田久子 看護師長 H26.9.26 変更申請

臨Ａ１4-94 頭頸部癌幹細胞の生物学的活性の検討 耳鼻咽頭科 西野　宏 教授 H26.10.23

臨Ａ１4-95
大腸CT検査と大腸内視鏡検査における腫瘍深達度評価に
関する後ろ向き調査研究

放射線医学講
座

杉本英治 教授 H26.10.27

臨Ａ１4-96 前立腺癌診断における前立腺MRIの有用性の検討
腎泌尿器外科

学
泌尿器科学

鷲野　聡 助教 H26.11.6

臨Ａ１4-97
思春期クローン病患者と担当教員が、退院・復学において
感じる困難

看護部
（２Ａ）

田中由紀子 看護師 H27.1.13

臨Ａ１4-98
心電図同期SPECTにおける減弱補正用X線CTを用いた
LVEFの改善の試み

中央放射線部 高松伸郎
診療放射
線技師

H26.11.17

臨Ａ１4-99
急性腎障害についての国際レジストリー研究（国際腎臓学会
による多施設共同研究）

腎臓内科 森下義幸 講師 H26.11.19

臨Ａ１4-100
大腸CT検査における腹部手術歴患者の腸管拡張度に関す
る後ろ向き調査研究

放射線医学講
座

杉本英治 教授 H26.10.23

臨Ａ１4-101 外リンパ瘻の確定診断（CTP検出検査） 耳鼻咽喉科 中村謙一 助教 H26.10.14 変更申請

臨Ａ１4-102 静脈血栓症前向き追跡研究 循環器内科学 新保　昌久 准教授 H26.11.27



臨Ａ１4-103
腹部臓器を対象とした造影剤減量時のDual　energy　CT撮
影と逐次近似法の応用

放射線医学 杉本英治 教授 H26.12.15

臨Ａ１4-104 肺葉外肺分画症の梗塞の画像所見に関する検討 放射線医学 杉本英治 教授 H26.12.12

臨Ａ１4-105 肺胞蛋白症の合併症等についての研究 呼吸器内科 杉山幸比古 教授 H27.2.5

臨Ａ１4-106
特発性側弯症に対する脊椎固定システムを使用した無作為
化割り付け比較試験（多施設共同研究）

整形外科 竹下克志 教授 H27.1.8

臨Ａ１4-107
フローサイトメトリーを用いたヒト間葉系幹細胞のプロスペク
ティブな単離、培養法の確立

血液学部門 佐藤一也 講師 H26.11.17

臨Ａ１4-108
術後患者の非侵襲的酸素飽和度及び呼吸監視モニタに関
する臨床研究

中央手術部 丹羽康則 講師 H26.10.23 変更申請

臨Ａ１4-109
母体血中cell－freeDNAを用いた無侵襲的出生前遺伝子学
的検査の臨床研究

遺伝子カウン
セリング室

岩本禎彦 室長 H26..11.17

臨Ａ１4-110
小児自閉症スペクトラム障害の発症に関する腸管検疫学的
解析

小児科科学 熊谷秀規 准教授 H26.10.23 変更申請

臨Ａ１4-111 超音波顕微鏡による腎臓組織の観察 小児科学 伊東岳峰 助教 H26.11.7 変更申請

臨Ａ１4-112 口腔顎顔面再建における機能・整容性の後ろ向き評価 形成外科 去川俊二 学内講師 H26..11.17

臨Ａ１4-113 頭頸部癌患者におけるQOL評価 形成外科 去川俊二 学内講師 H26.11.20

臨Ａ１4-114
ヘム分解産物ビリルビン、一酸化炭素（CO）の脳保護・脳循
環調節作用に関する研究

脳神経外科 横田英典 講師 H26.11.28

臨Ａ１4-115
生体肝移植ドナーの術後精神状態に関する１年間のフォ
ローアップ研究

精神医学 小林聡幸 准教授 H26.12.10

臨Ａ１4-116
生体肝移植ドナーの術後精神状態に関する横断的アンケー
ト調査

精神医学 小林聡幸 准教授 H26.11.18

臨Ａ１4-117 患者年齢が及ぼす、麻酔管理および周術期経過への影響
麻酔科学・集
中治療医学講

座
清水かおり 助教 H26.10.23 変更申請

臨Ａ１4-118 重症胎児発育不全の前方視的コホート研究 産科婦人科学 松原茂樹 教授 H26.11.27

臨Ａ１4-119
本邦における冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込み症
例の実態調査

循環器内科 甲谷友幸 学内講師 H26.12.15

臨Ａ１4-120
透析患者におけるPROMUS®/XIENCE®ステントの検討
（OUCH－PRO　registry）

循環器内科学 池本　智一 助教 H26.10.23 変更申請

臨Ａ１4-122
脊柱管狭窄を伴う非骨傷性頚椎損傷に対する早期手術と待
機治療のランダム化比較試験

整形外科学 遠藤照顕 助教 H26.10.29 変更申請

臨Ａ１4-123 術中輸液・輸血療法と術後経過の検討 麻酔科学部門 佐藤正章 講師 H27.1.7

臨Ａ１4-124 血算・生化学・凝固検査値の周術期変動の検討 麻酔科学部門 佐藤正章 講師 H27.1.7



臨Ａ１4-125 神経病変を伴う疾患の免疫学的解析 小児科 森本　哲 学内教授 H27.1.7

臨Ａ１4-126
骨粗鬆症患者へのTPTD治療による上腕骨近位部骨密度変
化

整形外科 笹沼秀幸 病院助教 H26.11.17

臨Ａ１4-127
気管支鏡検査中の唾液排液量と患者ストレスとの関係に関す
る研究

呼吸器内科 中山雅之 助教 H26.11.19

臨Ａ１4-128 当科で経験した薬剤性肺障害症例の検討 呼吸器内科 杉山幸比古 教授 H27.1.19

臨Ａ１4-129
各種非侵襲計測による健常者・運動機能障害者の動作解析
およびリハビリテーション効果に対する評価

先端医療技術
開発センター

渡邉英寿 教授 H26.11.10 変更申請

臨Ａ１4-130 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義
消化器一般外

科
堀江久永 准教授 H26.11.19

臨Ａ１4-131
咽頭全摘出術を受けた患者がシャント発声による音声再建で
音声獲得に至るまでの思い

看護部
（第１外来診療

部）
金子弓子 看護師 H26.12.25

臨Ａ１4-132
日本語版Pediatric　Quality　of　Life　InventoryTM

（PedsQLTM）Transplant Moduleの開発：多施設共同研究
移植外科学 水田耕一 准教授 H27.1.13

臨Ａ１4-133 小児集中治療室の現状把握と環境改善に向けての研究 看護部 渡井　恵 看護師 H26.11.10 変更申請

臨Ａ１4-134
小児生体肝移植術後患者におけるE型肝炎の感染状況の実
態調査（多施設共同研究）

移植外科学 浦橋泰然 講師 H27.1.19

臨Ａ１4-135
ベンダムスチン療法におけるサイトメガロウイルス再活性化に
ついての前方視的研究

内科学講座血
液部門

佐藤一也 講師 H26.12.15

臨Ａ１4-137
Direct fast scarlet 4BS(DFS)染色液調整法およびClE　Lab色
差式を用いた染色性評価法の検討

病理診断部 松本　祐弥
臨床検査

技師
H26.12.15

臨Ａ１4-138
骨髄異形成症候群における移植決断から治療戦略に関する
前方視的検討

内科学講座
血液学

神田善伸 教授 H27.1.5

臨Ａ１4-139
血液疾患患者における全身化学療法および放射線照射後
の抗ミュラー管ホルモンを用いた妊孕性温存の評価に対する
前方視的研究

内科学講座
血液学

神田善伸 教授 H27.1.14

臨Ａ１4-140
非還元未端糖を指標としたムコ多糖症II型の新規診断法の
開発

小児科学 山形崇倫 教授 H27.1.7

臨Ａ１4-141
再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤ｆｒee期間が化学療法
の効果に及ぼす影響の後方視的検討

産科婦人科学
講座

佐藤尚人 病院助教 H26.12.24

臨Ａ１4-142

HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ＋化学療法にお
けるKi－67　indexを用いた治療選択研究ーランダム化第Ⅱ
相試験における外科付随研究-術前化学療法前後での乳房
温存術の適応についての研究

乳腺科 穂積康夫 科長 H26.12.15

臨Ａ１4-143 発達障害児の光トポグラフィーによる脳機能解析 脳神経外科学 渡辺英寿 教授 H26.11.27 変更申請

臨Ａ１4-144
循環器リスク患者における情報技術を用いた家庭血圧予測
研究（Predict研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.12.2 変更申請

臨Ａ１4-145
Quadra　Registry“左室4極リードの留置後移動と極性選択に
関する研究”

循環器内科学 今井　靖 准教授 H27.3.5



臨Ａ１4-146
レジンフレームを用いた下顎再建症例における形態学的再
現の評価

歯科口腔外科 早坂純一 病院助教 H27.1.13

臨Ａ１4-147 結核性リンパ節炎の診断に関する研究 臨床検査医学 谷口信行 教授 H27.1.23

臨Ａ１4-148 慢性腰痛症に対する薬物治療の臨床経済研究 整形外科 木村　敦 講師 H27.3.13

臨Ａ１4-150 稀少難治性てんかんのレジストリ構築による総合的研究 脳神経外科 渡辺英寿 教授 H27.1.5

臨Ａ１4-151
関節リウマチ患者における赤血球中ポリグルタメート型メトトレ
キサート濃度を用いたメトトレキサート有効血中濃度と臨床効
果の検討

アレルギー膠原病学室﨑貴勝 病院助教 H26.12.22 変更申請

臨Ａ１4-152 大動脈弁膜症に対するFloTrac/Vigileo™ｓｙｓｔｅｍの有用性 麻酔科 根岸　由美子臨床助教 H27.2.27

臨Ａ１4-153
ワクチン接種/インフルエンザ感染/同居人人数との関係に関
する調査ー多施設共同研究ー

産婦人科学講
座

松原茂樹 教授 H27.1.23

臨Ａ１4-155
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リ
ンパ節の郭清効果を検討する介入研究

消化器・一般
外科

細谷好則 准教授 H27.3.31

臨Ａ１4-157 肝移植手術の周手術期モニタリングに関する臨床研究 麻酔科 芝　順太郎 臨床助教 H27.3.19

臨Ａ１4-158
腎臓MRSにおける病変の質的評価および腎虚血評価に関す
る前向き研究

放射線医学講
座

杉本英治 教授 H27.1.13

臨Ａ１4-159 静脈血栓症前向き追跡研究 循環器内科学 新保　昌久 准教授 H27.1.5 変更申請

臨Ａ１4-160
下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の有効性、合併症につい
ての検討

皮膚科 前川武雄 講師 H27.1.13

臨Ａ１4-161 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術の治療成績の研究
消化器内科内

科学
山本博徳 教授 H27.1.13

臨Ａ１4-162
新世代内視鏡システム（レーザー光源搭載）を用いた大腸病変検出
能に関するランダム化比較試験（略称：ＢＬＩ　ＳＴＵＤＹ）

消化器内科 山本博徳 教授 H27.1.13

臨Ａ１4-163
Optisure（オプティシュア）リードの長期的性能に関する多施
設共同市販後臨床試験

循環器内科学 今井　靖 准教授 H27.3.5

臨Ａ１4-164
膵管内腫瘍の間質に浸潤する免疫細胞についての臨床病
理学的検討

病理診断部 齋藤倫寛 臨床助教 H27.1.28 変更申請

臨Ａ１4-165
経腸栄養剤変更による重症心身障がい児（者）の栄養素評
価

小児科学 熊谷秀規 准教授 H27.3.2

臨Ａ１4-166
小児特発性ステロイド感受性ネフローゼ症候群における成長
ホルモンのＴ細胞分化への影響の解析

小児科学 青柳　順 助教 H27.2.18

臨Ａ１4-167
大腸癌術後再発マーカーとしてのＨＭＧＢ（High-Mobility
Group Box）と
IMA(Ischemia-Modified Albumin)の意義に関する検討

消化器一般外科 堀江久永 准教授 H27.3.13

臨Ａ１4-168
肺病変を有する多中心性キャッスルマン病（ Multicentric
Castlemans Disease：ＭＣＤ）の臨床・画像・病理学的検討

呼吸器内科学 坂東政司 准教授 H27.5.8

臨Ａ１4-169 小児慢性疾患の生理機能検査による血管病態の検討 臨床検査医学 小谷和彦 准教授 H27.3.10



臨Ａ１4-170 疼痛性障害入院症例の臨床特徴の研究 精神医学講座 小林聡幸 准教授 H27.4.6

臨Ａ１4-171
特発性ステロイド感受性ネフローゼ症候群（ＩＳＳＮＳ）及びＩｇ
Ａ腎症におけるステロイド薬の骨強度への影響の解析

小児科学 青柳順 助教 H27.2.18

臨Ａ１4-173
当院゛がん患者と家族の家族サロン虹゛の機能に関する後方
視的研究　ー大学病院および拠点病院の院内サロンの特
色ー

臨床腫瘍科 藤井博文 科長 H27.2.18

臨Ａ１4-174
当院゛がん患者と家族のサロン虹゛への参加によるアウトカムと
その要因の前向き研究

臨床腫瘍科 藤井博文 科長 H27.2.20

臨Ａ１4-175
医師の服装に関するICU訪問者の意識調査：日本，カナダに
おける多国籍横断研究

集中治療部 布宮　伸 学内教授 H27.2.24 変更申請

臨Ａ１4-176
NICUからＧＣＵへ移動した児の家族支援の検討ー環境の変
化に焦点を当てた母親へのインタビューー

看護部
新生児集中治

療部
中田悠喜 看護師 H27.3.26

臨Ａ１4-177 舌再建術後の機能に対するリスク因子解析 形成外科 去川俊二 学内講師 H27.3.13

臨Ａ１4-179
重症尿道括約筋不全に伴う腹圧性尿失禁に対するPippi
Salle法の尿禁制効果に関する臨床的検討

小児泌尿器科 中村　繋 病院講師 H27.3.13

臨Ａ１4-180 口腔粘膜疾患組織に含まれる微量元素分析に関する研究
歯科口腔外科

学
森　良之 教授 H27.3.24

臨Ａ１4-181
薬剤関連顎骨壊死の骨組織に含有される微量元素分析に
関する研究

歯科口腔外科
学

森　良之 教授 H27.3.24

臨Ａ１4-182
骨髄異形成症候群、再生不良性貧血又は原発性骨髄線維
症が疑われる、あるいは診断された貧血患者を対象としたＢ
ＭＰ因子血中濃度解析

内科学講座血
液学部門

神田善伸 教授 H27.3.30

臨Ａ１4-183 びまん性特発性骨増殖症における脊椎損傷の研究 整形外科 遠藤照顕 助教 H27.4.10

臨Ａ１4-184
循環器リスク患者における心臓・血管関連の予後に関する前
向き研究
（Ｃoupling研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.3.26

臨Ａ１4-185
フローサイトメトリーを用いたヒト間葉系幹細胞のプロスペク
ティブな単離、培養法の確立

血液学部門 佐藤一也 講師 H27.2.17 変更申請

臨Ａ１4-186
ｐ53染色によるdysplasia‐carcinoma　sequenceの評価とその
臨床的意義

消化器内科部
門

山本博徳 教授 H27.5.12

臨Ａ１4-187
循環器リスク患者における情報技術を用いた家庭血圧予測
研究（Predict研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.2.24 変更申請

臨Ａ１4-188
レーザー光内視鏡システム（Linked Color Imaging；LCIを使
用した胃粘膜における腸上皮化生の診断

光学医療セン
ター

佐藤博之 助教 H27.4.28

臨Ａ１4-190
QuanｔiFERON- Monitorを用いた肝移植後至適免疫抑制療
法の確立

移植外科 准教授 水田耕一 H27.5.18

臨Ａ１4-191 放射線治療におけるEPID画像を用いた体内線量の推定 放射線医学 仲澤聖則 教授 H27.3.25

臨Ａ１4-194 臨床情報記録媒体を用いた診療の効果に関する検討 臨床検査医学 谷口信行 教授 H27.4.28

臨Ａ１4-196
ダブルバルーン内視鏡で腸管サンプルを採取することによ
る、クローン病患者の腸内細菌叢の腸管恒常性への影響の
解析

消化器内科学 永山学 病院助教 H27.6.9



臨Ａ１4-197 小児ダブルバルーン内視鏡に関する後方視的研究 小児科学 横山孝二 学内講師 H27.5.1

臨Ａ１4-198
細径ダブルバルーン内視鏡を用いた被験者及び術者の負担
軽減に関する多施設共同前向き試験

消化器内科 矢野智則 講師 H27.5.19

臨Ａ１4-199
周産期（産褥性）心筋症の早期診断スクリーニング検査確立
のための研究

循環器内科学 江口和男
学内准教

授
H27.4.23

臨Ａ１4-200
日本語版Pediatric　Quality　of　Life　InventoryTM

（PedsQLTM）Transplant Moduleの開発：多施設共同研究
移植外科学 水田耕一 准教授 H27.3.23 変更申請

臨Ａ１4-201 ループス腎炎の予後因子と合併症に関する研究
内科学講座ア
レルギー膠原

病学
永谷勝也 講師 H27.5.19

臨Ａ１4-202
小児特発性ステロイド感受性ネフローゼ症候群における成長
ホルモンのＴ細胞分化への影響の解析

小児科学 青柳　順 助教 H27.3.25 変更申請

臨Ａ１4-203

常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者を対象とした疾
患進行の速度、特性及び決定因子を明らかにする多施設共
同、長期的観察試験
A　Multi-center,　Longitudinal,　Observational　Study　of
Patients　with　Autosomal　Dominant　Polycystic　Kidney
Disease　（ADPKD)　to　Establish　the　Rate,
Characteristics,　and　Determinants　of　Disease
Progression

腎臓内科学 齋藤　修
特命学内
准教授

H27.3.30 変更申請

臨Ａ１4-204
潰瘍性大腸炎における便中カルプロテクチンを用いた臨床
的有効性の検討

消化器内科学
部門

山本博徳 教授 H27.5.27

臨Ａ１4-205 結核性リンパ節炎の診断に関する研究 臨床検査医学 谷口信行 教授 H27.4.23 変更申請

臨Ａ１4-206
子宮体癌リンパ節郭清の省略条件として腫瘍径あるいは
volume indexは有用であるかの後方視的検討

産婦人科 藤原寛行 准教授 H27.4.10 変更申請

臨Ａ１4-207 骨盤内臓手術における最適な体温モニターの検討
麻酔科学・集中
治療医学講座

清水かおり 助教 H27.4.7 変更申請

臨Ａ１4-208 上顎洞体積と上顎発育の関係 耳鼻咽喉科学 西野　宏 教授 H27.4.20

臨Ａ１4-210 頭頸部癌幹細胞の局在の検討 耳鼻咽喉科学 西野　宏 教授 H27.5.8

臨Ａ１4-211 小児慢性疾患の生理機能検査による血管病態の検討 臨床検査医学 小谷和彦 准教授 H27.4.22 変更申請

臨Ａ１4-212
日本における補助人工心臓に関連した市販後のデータ収集
（Japanese registry for
MechanicallyAssistedCirculatorySupport:J-MACS）

心臓血管外科 川人宏次 学内教授 H27.4.23

臨Ａ１4-213
数値流体力学（ Computational Fluid Dynamics：CFD）を用い
た大動脈解離病変の解析-慢性期に瘤化をきたす流体力学
的因子の検討

心臓血管外科 川人宏次 学内教授 H27.5.26

臨Ａ１4-214
サイトカイン測定および核内転写因子発現の解析による新生
児感染症の免疫学的病態解析

小児科 小池泰敬 講師 H27.5.22 変更申請

臨Ａ１4-215
びまん性肺疾患患者を対象とした生活習慣記録機ライフコー
ダ゛による身体活動度評価の臨床的意義に関する研究

呼吸器内科 坂東政司 准教授 H27.4.22 変更申請

臨Ａ１4-216
鳥関連過敏性肺炎における特異的IgG、IgA抗体測定の有用
性に関する研究

呼吸器内科 中山雅之 助教 H27.4.22 変更申請



臨Ａ１4-218 大動脈弁狭窄症と脂質代謝異常との関わり 心臓血管外科学 三澤吉雄 教授 H27.5.26

臨Ａ１4-219 分子標的薬を受けた腎細胞癌症例の臨床的検討
腎臓内科内科学

泌尿器科学
高山　達也 准教授 H27.7.7

臨Ａ１4-220 前立腺癌に対する前立腺全摘除術の治療成績の検討
腎泌尿器外科学

泌尿器科学
鷲野　聡 助教 H27.6.25


