
承認された臨床研究一覧（平成27年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

742 放射線部RI部門 部長 御前　隆 全国実態調査に基づくヨウ素制限法共通プロトコルの検証 H28.3.31

741 神経内科 シニアレジデント 酒巻　春日 上肢末梢神経・頚部神経根の正常値作成のための神経超音波検査プロトコール H28.3.31

740 天理医療大学 助教 石田　寿子 乳児の発達を支える家族への睡眠教育 H28.3.31

739 消化器・一般外科 医員 内田　雄一郎 当科肝切除の手術適応の妥当性に関する後方視的検討 H28.3.10

738 耳鼻咽喉科 医員 藤村　真太郎 TS-1を用いた上顎癌三者併用療法の検討 H28.3.23

737 循環器内科 医員 田村　俊寛 循環器疾患に合併する後天性フォンウィルブランド病の実態解明 H28.3.7

734 呼吸器内科 医員 橋本　成修
抗MDA5抗体陽性間質性肺炎合併皮膚筋炎に対する3剤併用療法プロトコールの有用性と安
全性の検討〔№651変更〕

H28.2.23

733 看護部 看護師長 河合　のり子
急性期病院看護職と地域ケア担当者の在宅ターミナルケアに対する意識調査（公開研修
会参加者アンケートより）

H28.2.23

732 呼吸器内科 医員 加持　雄介
非HIV感染Pneymocystis jirovecii pneumonia患者における予後や経過に関する後方視的
検討

H28.2.16

731 呼吸器内科 医員 加持　雄介
孤立性結節影を呈し、外科的肺生検で診断した非結核性肺抗酸菌症における臨床像や術
後経過に関する後方視的検討

H28.2.16

730 医学研究所 臨床検査技師 福塚　勝弘 本態性血小板血症におけるMPL W515L/K遺伝子変異検出法の比較検討 H28.2.23

729 臨床検査部 臨床検査技師 猪田　猛久 pH指示薬を用いた生化学分析装置トラブル箇所推定方法 H28.2.15

728 循環器内科 医員 天野　雅史
VSDⅠ型の術後における大動脈弁逆流症の進行に関して（後ろ向き調査）Progression of
aortic regurgitation after subarterial infundibular ventricular septal defect
repair

H28.2.15

727 呼吸器外科 部長 中川　達雄 2010年肺癌手術症例登録への参加（肺癌合同登録委員会第7次事業） H28.2.3

726 呼吸器内科 副部長 羽白　高
重症COPD患者に対する長期非侵襲的換気療法（NIV）と在宅酸素療法（HOT）の有用性の
検討

H28.2.15

725 呼吸器内科 医員 橋本　成修
特発性肺繊維症の進行防止におけるピルフェニドンおよびピルフェニドン+N-アセチルス
テイン吸入併用療法に関する前向き多施設共同治療研究《№636一部改訂、№692再改
訂》

H28.2.3

724 呼吸器内科 部長 田口　善夫 特発性間質性肺炎における原因遺伝子異常の解明 H28.2.3

723 小児科 副部長 三木　直樹 小児慢性疾患患者に関するQOL研究 H28.2.3

722 消化器・一般外科 医員 門川　佳央 京都大学外科関連施設における大腸癌手術治療成績の検討 H28.2.3

721 循環器内科 医員 田村　俊寛
STOPDAPT-2　エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板剤2剤併用療
法（DAPT）期間を1カ月に短縮することの安全性を評価する研究

H28.2.23
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720 泌尿器科 部長 奥村　和弘 ロボット補助下腎部分切除術の施行 H28.1.22

719 内分泌内科 部長 辻井　悟 インスリン使用患者における新規self-efficacy調査紙の開発に関する臨床研究 H28.2.3

718 乳腺外科 部長 山城　大泰 乳癌微小環境形成に関わる分子生物学的機序の生体試料を用いた探索研究 H28.1.6

717 血液内科 医員 鴨田　吉正 急性骨髄性白血病におけるNPMI遺伝子変異およびFTL3-ITD変異と臨床病態の解析 H27.12.24

715 薬剤部 薬剤師 池西　政幸
抗がん剤S-1およびカペシタビンと抗血液凝固剤ワルファリンとの相互作用にともなう血
液凝固変動に関する比較検討

H27.12.17

714 白川分院 薬局長 生島　繁樹 褥瘡研修会における講義型実習および体験型実習の薬剤師に与える教育効果の検討 H27.12.10

713 天理医療大学 講師 寺口　佐與子
肥満患者の乳がん術後ホルモン剤投与中の体重変化に影響する要因とリンパ浮腫発症の
検討〔第698号H27.10.2承認　変更申請〕

H27.12.10

712 麻酔科 修練医 中尾　謙太 第三世代HES130/0.4/9ボルベンⓇによる血液希釈の血液凝固能への影響 H28.2.3

711 消化器内科 医員 丸岡　隆太郎
ヘリコバクターピロリ除菌療法におけるボノプラザンおよびエソメプラゾール併用療法
の無作為化比較試験

H27.12.17

710 血液内科 医員 鴨田　吉正
フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ芽球性白血病における分葉核球BCR-ABL FISH
と、臨床病態・治療予後の解析

H27.11.26

709 血液内科 医員 鴨田　吉正 本態性血小板血症におけるJAK2,MPL,CALR遺伝子変異と臨床病態の解析 H27.11.26

708 放射線部 診療放射線技師 山﨑　良
膵・胆管の描出能向上を目的とした局所励起併用3D-T2強調像（3D-SPACE）の撮像条件の
最適化

H27.11.26

707 救急病棟 看護師長 沼澤　和美 救急病棟における継続看護の認識と実際 H27.11.26

706 循環器内科 医員 近藤　博和
新規経口抗凝固薬（Novel Oral Anti-Coagulants:NOAC）が血液凝固系試薬に与える影響
の検討

H27.11.16

705 循環器内科 医員 天野　雅史 当院における急性うっ血性心不全入院患者のレジストリ及び前向きコホート研究 H27.11.4

704 循環器内科 医員 大西　尚昭
J-ELD AF(CVI ARO 5)Study　日本人高齢者を対象としたアピキサバンの有効性・安全性
に関する検討：医師主導型多施設共同前向きコホート研究

H27.10.29

703 血液内科 医員 飯岡　大 高齢者急性骨髄性白血病に対するアザシチジンの治療成績の後方視的調査研究 H27.10.29

702 呼吸器内科 医員 橋本　成修 特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き調査 H27.10.29

701 看護部　B-1病棟 看護師 芳野　馨子
多職種および精神看護学教員による総合的なケア計画立案の評価　-「総合病院」精神科
病棟におけるケースカンファレンスの効果-

H27.10.7

700 内分泌内科 医員 古家　美幸 異常ヘモグロビン症HbC患者において種々の測定方法によるHbA1c値の検討 H27.10.7

699 消化器内科 部長 大花　正也 ステロイドNAIVE活動期UC患者に対するGMAの有効性について　～Multicenter Study～ H27.10.2
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698 天理医療大学 講師 寺口　佐與子
肥満患者の乳がん術後ホルモン剤投与中の体重変化に影響する要因とリンパ浮腫発症の
検討

H27.10.2

697 消化器外科 副部長 古山　裕章 腹腔鏡を用いた肝切除の安全性の検証 H27.10.2

696 薬剤部 薬剤師 黒松　誠 造血幹細胞移植患者における免疫抑制剤の血中濃度変動に関する因子の探索 H27.10.2

695 循環器内科 医員 田村　俊寛
日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）専門医技能評価のためのPCI手技の透視
画像とCD画像提出について

H27.9.28

694 循環器内科 医員 田村　俊寛
重度大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁留置術の有効性と安全性を検討す
る多施設共同レジストリー

H27.11.4

693 臨床検査部 臨床工学技士 杉村　宗典 上大静脈起源の心房期外収縮の電気生理学的特徴と臨床的関連性の研究 H27.9.16

692 呼吸器内科 医員 橋本　成修
特発性肺繊維症の進行防止におけるピルフェニドンおよびピルフェニドン+N-アセチルス
テイン吸入併用療法に関する前向き多施設共同治療研究《№636一部改訂》

H27.8.28

691 看護部 看護師長 西岡　典枝 腹膜透析を行う後期高齢患者のセルフケアを支える個別教育の検討 H27.8.28

690 神経内科 部長 末長　敏彦
非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TIAにおけるリバーロキサバンの投与開始時期に
関する観察研究

H27.8.26

689 血液内科 医員 鴨田　吉正 Calreticulin（CALR）遺伝子変異を認める本態性血小板血症の後方視的調査研究 H27.8.11

688 乳腺外科 部長 山城　大泰
HER2陰性ホルモン療法耐性転移乳癌患者における1次または2次化学療法としてのエリブ
リン療法の効果を探索する観察研究

H27.8.26

687 呼吸器外科 部長 中川　達雄 術前BMIおよび体重変化が肺癌術後予後に与える影響の検討 H27.7.27

686 呼吸器内科 部長 田口　善夫 気管支喘息における肺組織アクアポリン3免疫染色の検討 H27.7.15

685 循環器内科 医員 大西　尚昭 再発性、難治性心房租細動を対象としたケミカルアブレーション H27.7.7

684 呼吸器外科 部長 中川　達雄
高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施設共同前向き調査
研究

H27.6.25

683 総合診療教育部 ジュニアレジデント辻野　絵美
系統的レビュー実施のためのスキル獲得を目的とした連続ワークショップの実施に関す
る研究

H27.6.25

682 血液内科 医員 飯岡　大
強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植の安全
性と有効性の検討

H27.6.17

681 血液内科 医員 飯岡　大
骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植の安
全性と有効性の検討

H27.6.17

680 地域医療連携室 看護師長 河合　のり子 循環器疾患の地域連携に対する意識の把握　研修会参加者へのアンケートを作成して H27.6.17

679 腎透析科外来 看護師 大成　明香 CAPD教育研修施設としての1年間の取り組み　～受講後アンケート調査による評価～ H27.6.12

678 臨床検査部 臨床検査技師 長谷川　真弓 自動血球計数装置XNシリーズのリサーチ項目を用いた骨髄系細胞異形成の評価 H27.5.20
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677 腎透析科 部長 金子　嘉志 自家移植用循環系組織体の開発に関する臨床研究Ⅱ〔継続　№593より〕 H27.5.20

676 腹部一般外科 医員 浅生　義人
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔鏡下噴門側胃切除術の安全性に
関する非ランダム化検証的試験

H27.5.8

675 循環器内科 シニアレジデント 西村　俊亮 急性冠症候群患者における脂質リスクとコントロールに関する前向き観察研究 H27.5.14

674 循環器内科 医員 貝谷　和昭
心サルコイドーシスの前向き登録　［第462号承認　延長申請《第610号》　再延長申
請］

H27.4.24

673 血液内科 医員 飯岡　大
静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とシクロフォスファミド（Cy）を用い
た移植前治療による同種造血幹細胞移植の有効性と安全性を検討する多施設共同無作為
化非盲検臨床試験

H27.4.24

672 血液内科 医員 飯岡　大
静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とリン酸フルダラビン（Flu）を用いた
移植前治療による同種造血幹細胞移植の有効性と安全性を検討する多施設共同臨床試験

H27.4.24

671 消化器内科 医員 岡部　　誠 炎症性腸疾患における血清S100タンパク質のバイオマーカーとしての意義 H27.4.30

670 消化器内科 医員 岡野　明浩 高齢者慢性C型肝炎に対する抗ウイルス療法の有効性の検討　-多施設共同研究- H27.4.22

669 循環器内科 医員 田村　俊寛
日本における経皮的冠動脈インターベンション（PCI）および冠動脈バイパス手術
（CABG）のレジストリー（コホートⅢ）

H27.8.11

668 小児科 部長 南部　光彦 アナフィラキシー治療症例の多施設集積研究 H27.4.22

667 臨床検査部 臨床検査技師 大野　裕貴 当院における臨床材料および糞便中のカルバペネマーゼ産生腸内細菌の分離状況調査 H27.4.22

666 血液内科 医員 飯岡　大 80歳以上高齢者アグレッシブB細胞リンパ腫の臨床的特徴と治療成績の後方視的調査研究 H27.4.9

665 放射線部 技師長 錦　　成郎
放射線診療における医療被ばくの実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築
の検討

H27.4.9

664 呼吸器内科 医員 岡森　　慧 慢性閉塞性肺疾患患者における非結核性抗酸菌の検出率に関する検討 H27.4.15
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