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自2017-028 第129回 診療技術部 佐々木　文博 平成29年4月10日 頭頸部用固定具を使用した頸椎C1-C2に対するセットアップ向上の検討 平成29年4月14日

自2017-029 第129回 看護部 秋野　愛菜 平成29年4月10日 救命病棟に入院している高齢患者の睡眠の実態 平成29年4月14日

自2017-030 第129回 視能訓練 遠藤　弘毅 平成29年4月10日 糖尿病患者における脈絡膜層別厚解析 平成29年4月14日

多2017-031 第129回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成29年4月10日 腎疾患における新規バイオマーカーの評価 平成29年4月14日

他2017-032 第129回 外科 西　智史 平成29年4月10日 院内特殊製剤新規依頼書：１％ミョウバン水 平成29年4月14日

多2017-033 第129回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年4月10日

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進
行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6 + ベバシズマブ併用療法と
mFOLFOX6 + パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第III
相無作為化比較試験における治療感受性、予後予測因子の探索的研究

平成29年4月14日

多2017-034 第129回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成29年4月10日
JIVROSG-1106：有痛性骨腫瘍に対する球状塞栓物質を用いた動脈塞栓
療法についての第Ⅱ相試験

平成29年4月14日

多2017-035 第129回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年4月10日
JACCRO CC-09：抗EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS 遺伝子
野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツム
マブ再投与の第Ⅱ相試験[v3.1]

平成29年4月14日

多2017-036 第129回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年4月10日
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋Irinotecan併用療法
のインターグループランダム化第III相試験（RINDBeRG試験）

平成29年4月14日

多2017-037 第129回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年4月10日
分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホー
ト研究

平成29年4月14日

多2017-038 第129回 消化器病センター 矢根　圭 平成29年4月10日
JCOG1202A1：胆道癌の術後補助療法における薬剤感受性予測因子に関
する探索的研究[v1.0]

平成29年4月14日

多2017-039 第129回 消化器病センター 金　俊文 平成29年4月10日
胆管狭窄に対する初回経乳頭的胆道ドレナージに伴う膵炎発症への内視
鏡的乳頭括約筋切開術の影響

平成29年4月14日

多2017-040 第129回 消化器病センター 潟沼　朗生 平成29年4月10日
新型胆管結石除去用バスケットカテーテルの安全性と有効性に関する多施
設共同研究

平成29年4月14日

自2017-041 第129回 総合内科/感染症科 松坂　俊 平成29年4月10日 偽痛風、痛風におけるロコアテープ®の有用性の検討 平成29年4月14日

多2017-042 第129回 消化器病センター 矢根　圭 平成29年4月10日
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
[v1.2]

平成29年4月14日
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自2017-043 第129回 小児科 齋　秀二 平成29年4月10日 川崎病におけるステロイドホルモン代謝と治療感受性の検討 平成29年4月14日

多2017-044 第129回 消化器病センター 潟沼　朗生 平成29年4月10日 Solid-pseudopapillary neoplasm の分子異常解析 平成29年4月14日

多2017-045 第129回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年4月10日
定期的なステロイド前投薬を使用する消化器癌全身化学療法施行時に生じ
る骨密度減少に対するデノスマブの抑制効果および安全性を検討する多施
設共同前向き介入研究[v1.3]

平成29年4月14日

自2017-046 第129回 消化器内科 山本　恭史 平成29年4月10日 原発性胆汁性胆管炎（PBC）の病期・治療効果と血中IgAの関連 平成29年4月14日

自2017-047 第129回 消化器内科 山本　恭史 平成29年4月10日 急性肝不全の血液生化学的所見の特徴 平成29年4月14日

自2017-048 第129回 消化器内科 山本　恭史 平成29年4月10日 成因不明肝癌の実態と囲い込み対策 平成29年4月14日

多2017-049 第129回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成29年4月10日
ホルモン療法剤に感受性を有する閉経後ER陽性HER2陰性転移乳がんに
対するエベロリムスの追加効果を検討するランダム化　第II層臨床試験

平成29年4月14日

自2017-050 第129回 看護部 石山　沙織 平成29年4月10日
終末期にある誤嚥リスクの高い高齢患者の食事摂取に関する治療方針決
定に際しての看護師の行動

平成29年4月14日

多2017-051 第129回 循環器内科 湯田　聡 平成29年4月10日
スペックルトラッキング心エコー法による左室長軸方向ストレインの指標
E/GLSによる左室充満圧推定と心不全患者の予後予測に関する多施設共
同前向き研究（SMAP Ⅱ研究）

平成29年4月14日

自2017-052 第129回 薬剤部 新沼　芳文 平成29年4月10日
10年前との比較からみた当院における経口糖尿病薬服用患者のHbA1c値
の変化

平成29年4月14日

多2017-053 第129回 血液内科 酒井　基 平成29年4月10日 第12次ATL全国実態調査研究 平成29年4月14日

自2017-054 第129回 小児科 及川　純子 平成29年4月10日 北海道在住の食物アレルギー児におけるビタミンDの充足状態の調査研究 平成29年4月14日

自2017-055 第129回 消化器病センター 金　俊文 平成29年4月10日 胆膵内科専門医育成のための教育に関する後ろ向き研究 平成29年4月14日

自2017-056 第129回 リハビリテーション部 小山内　大地 平成29年4月10日
健常者における長下肢装具装着下での立位の重心移動時の筋電図学的
検討

平成29年4月14日

自2017-057 第129回 リハビリテーション部 寺島　周平 平成29年4月10日
健常者における長下肢装具装着下での重心移動時で、荷重方向の違いに
よる筋電図学的検討

平成29年4月14日
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自2017-058 第129回 総合内科/感染症科 松坂　俊 平成29年4月10日
発熱、CRP高値を示す非細菌感染症疾患に対するPresepsinの有効性の検
討

平成29年4月14日

多2017-059 第129回 大動脈血管内治療センター 栗本　義彦 平成29年4月10日
Stanford B型大動脈解離に対するステントグラフト内挿術の治療成績と腹
部分枝への影響の調査

平成29年4月14日

自2017-060 第129回 看護部 佐藤　翔 平成29年4月10日 急激に視力低下を来した患者が、退院後に直面する困難と対処 平成29年4月14日

自2017-061 第129回 視能訓練 伊藤　有希 平成29年4月10日
未治療滲出型加齢黄斑に対するラニビズマブ硝子体投与とアフリベルセプ
ト硝子体投与の12か月成績

平成29年4月14日

自2017-062 第129回 薬剤部 佐々木　理絵 平成29年4月10日 終末期がん患者におけるポリファーマシー 平成29年4月14日

多2017-063 第129回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成29年4月10日
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検証
する第III層臨床研究[第1.2版]

平成29年4月14日

多2017-064 第129回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成29年4月10日 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究 平成29年4月14日

他2017-065 第130回 循環器内科 大本　泰裕 平成29年6月12日
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査（JAMIR前
向き研究）

平成29年4月24日

自2017-066 第130回 消化器病センター 小林　陽介 平成29年6月12日 H.pylori既感染胃癌の臨床病理学的特徴についての検討 平成29年4月24日

他2017-067 第130回 消化器病センター 高橋　邦幸 平成29年6月12日
遠位悪性胆道狭窄に対する術前内視鏡的胆管ステント留置術の効果と諸
問題

平成29年4月24日

自2017-068 第130回 診療部 看護部 大野　和則 郡　美代子 青葉　登美子平成29年6月12日
外来における利用者の苦情から当院患者サービスの優先的課題を明らか
にする

平成29年4月24日

多2017-069 第130回 経営管理部　情報システム部 岡田　誠志 平成29年6月12日 がん診療ナビゲーションシステムのプロタイプ実証試験・評価 平成29年5月15日

自2017-070 第130回 麻酔科 草島　邦夫 平成29年6月12日
後向き研究「乳腺手術におけるPecs block（前胸壁ブロック）の有用性の検
討」

平成29年6月20日

多2017-071 第130回 消化器内科 田沼　徳真 平成29年6月12日
食道胃接合部腺癌およびBarrett食道腺癌の内視鏡的切除後標本を用いた
蛍光イメージングの有用性の検討

平成29年6月20日

自2017-072 第130回 はまなす訪問看護ステーション 佐々木　育奈 平成29年6月12日 左腕神経叢麻痺を合併した自閉症スペクトラム障害の一症例 平成29年6月20日
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多2017-073 第130回 血液内科 酒井　基 平成29年6月12日
Blastic Plasmacytoid Dendric Cell Neoplasm (BPDCN)の実態調査に関す
る研究

平成29年6月20日

多2017-074 第130回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成29年6月12日 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究[v3.4] 平成29年6月20日

多2017-075 第130回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成29年6月12日
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子
生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究[ver1.8]

平成29年6月20日

多2017-076 第130回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成29年6月12日
PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細
胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き
観察研究[ver1.3]

平成29年6月20日

多2017-077 第130回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成29年6月12日
肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究（LC-
SCRUM-JAPAN付随研究　Immuno-Oncology Biomarker Study）

平成29年6月20日

自2017-078 第130回 はまなす訪問看護ステーション 浦　久美子 平成29年6月12日
リンパ浮腫による動作困難感を軽減した事でdemandを達成できた末期がん
の１症例～精神面にも寄り添いながら～

平成29年6月20日

多2017-079 第130回 脳神経外科 浅岡　克行 平成29年6月12日
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究
（All Nippon AF In Elderly Registry-ANAFIE Registry-）

平成29年6月20日

多2017-080 第130回 看護部 東谷　朗子 平成29年6月12日
がん患者の療養上の意思決定プロセスを支援する共有型看護相談モデル
を基盤とした意思決定支援システムの開発

平成29年6月20日

多2017-081 第130回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年6月12日
HGCSG1502：S-1またはカペシタビンを含む標準治療に不応・不耐の切除
不能進行・再発胃がんに対するbolus ５-FU/l-LV(RPMI)療法の有効性・安
全性に関する多施設共同前向き非対照第II相臨床試験[v1.6]

平成29年6月20日

多2017-082 第130回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年6月12日
JACCRO CC-13：RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋セツ
キシマブとFOLFOXIRI＋ベバシズマブの最大腫瘍縮小率（DpR）を検討する
無作為化第Ⅱ相臨床試験[v1.1]

平成29年6月20日

多2017-083 第130回 消化器病センター 高橋　邦幸 平成29年6月12日
北海道多施設共同研究における膵癌術前化学（放射線）療法中の胆道ドレ
ナージの臨床成績：metal stent とplastic stentの比較研究（HOPS-MVP）
[v1.1]

平成29年6月20日

多2017-084 第130回 消化器病センター 金　俊文 平成29年6月12日 IPMNにおける新たな癌予測モデル作成のための多施設共同研究[v1.4] 平成29年6月20日

多2017-085 第130回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年6月12日
HGCSG1601：局所進行膵癌に対する一次治療としてのGemcitabine/nab-
Paclitaxel併用療法のRetrospective study

平成29年6月20日

多2017-086 第130回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年6月12日
KSCC1603：regorafenib投与後の画像変化と治療効果に関する後方視的コ
ホート研究

平成29年6月20日

多2017-087 第130回 消化器病センター 真口　宏介 平成29年6月12日
JCOG1113-A1：化学療法を施行した進行胆道癌における薬剤感受性予測
因子に関する研究

平成29年6月20日
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多2017-088 第130回 消化器病センター 真口　宏介 平成29年6月12日
JCOG1202A1：胆道癌の術後補助療法における薬剤感受性予測因子に関
する探索的研究

平成29年6月20日

自2017-089 第130回 循環器内科 土井　崇裕 平成29年6月12日
収縮能障害を認めた心不全患者における心臓交感神経機能障害及び左室
収縮非同期が予後にもたらす影響についての研究

平成29年6月20日

自2017-090 第130回 看護部 藤林　幸子 平成29年6月12日
医療的ケアの必要な子どもの家族が住宅移行を決断してから退院に向け
て抱いた気がかりや困難

未承認

自2017-091 第130回 看護部 塩原　萌望 平成29年6月12日
がん性疼痛に対する患者自身の主体的な対処行動とセルフ・エフィカシー
の関連

平成29年6月20日

多2017-092 第131回 消化器病センター 永井　一正 平成29年8月14日
内視鏡的胆管内自己拡張型金属ステント留置後の内視鏡的抜去試行例に
ついての多施設共同後方視的症例集積研究（Salvage study）[第2版]

平成29年6月20日

多2017-093 第131回 消化器病センター 金　俊文 平成29年8月14日
胆膵疾患の診療におけるSpyGlass™ DSの臨床的有用性と安全性に関する
多施設共同前向きレジストリ試験〜Japan SpyGlass DS Registry〜[第2版]

平成29年6月26日

自2017-094 第131回 消化器内科 須藤　豪太 平成29年8月14日
プレドニゾロン・アルギン酸ナトリウム（PAG）内服による食道ESD後狭窄予
防の有用性

平成29年7月10日

多2017-095 第131回 看護部 安西　啓恵 平成29年8月14日
身体疾患で入院した認知症高齢者の不安や混乱を軽減するための看護援
助－せん妄・BPSDの予防に向けて－

平成29年8月2日

自2017-096 第131回 産婦人科 福士　義将 平成29年8月14日
化学療法・放射線療法・手術療法により卵巣機能不全が予測される患者に
おける、未受精卵の凍結保存および卵巣組織凍結保存と治療後の再移植

平成29年8月21日

他2017-097 第131回 外科 木ノ下　義宏 平成29年8月14日 Risk患者に対して縦隔鏡による非開胸食道切除術 平成29年8月21日

自2017-098 第131回 リハビリテーション部 音川　史矢 平成29年8月14日 化学療法由来の末梢神経障害がADL・IADL・QOL・巧緻性に与える影響 平成29年8月21日

自2017-099 第131回 麻酔科 相澤　茉莉子 平成29年8月14日 気管支サーモプラスティにおける全身麻酔管理：後方視的検討 平成29年8月21日

多2017-100 第131回 循環器内科 湯田　聡 平成29年8月14日
スペックルトラッキング心エコー法による左室長軸方向ストレインの指標
E/GLSによる左室充満圧推定と心不全患者の予後予測に関する多施設共
同前向き研究（SMAP Ⅱ研究）

平成29年8月21日

自2017-101 第131回 腎臓内科 後町　結 平成29年8月14日 肺膿瘍によって死亡に至った抗GBM抗体型RPGNの剖検例 平成29年8月21日

自2017-102 第131回 腎臓内科 前田　卓人 平成29年8月14日 当院における二次性膜性腎症の治療経験および予後の検討 平成29年8月21日
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多2017-103 第131回 循環器内科 湯田　聡 平成29年8月14日
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究
（All Nippon AF In Elderly Registry-ANAFIE Registry-）

平成29年8月21日

多2017-104 第131回 泌尿器科 柏木　明 平成29年8月14日
da Vinciサージカルシステム（DVSS）による膀胱全摘除術が施行された膀
胱癌患者を対象とした後ろ向き観察研究

平成29年8月21日

多2017-105 第131回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成29年8月14日
EGFR遺伝子変異陽性再発・進行非小細胞肺がん患者における第1/2世代
および第3世代EGFR-TKI投与後のIGFシグナル関連分子の発現に関する
多施設共同前向き観察研究

平成29年8月21日

自2017-106 第131回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成29年8月14日 ANCA関連血管炎の治療後ANCA値減少を予測する因子 平成29年8月21日

自2017-107 第131回 腎臓内科 嶋村　昌之介 平成29年8月14日
症例報告：常染色体優性遺伝性多発嚢胞腎（ADPKD）の腎嚢胞感染診断
における18FDG-PET/CTの有用性（Diagnostic Utility of 18FDG-PET/CT
for ADPKD Cyst Infection）

平成29年8月21日

多2017-108 第131回 消化器病センター 矢根　圭 平成29年8月14日
初期画像検査陰性の総胆管結石の診断における超音波内視鏡の有用性
の検討：多施設共同非ランダム化非盲検探索的臨床試験

平成29年8月21日

多2017-109 第131回 消化器病センター 高橋　邦幸 平成29年8月14日
術前血液検査値を用いた肝門部領域胆管癌手術症例に対する予後予測ス
コアの妥当性の検証に関する研究

平成29年8月21日

多2017-110 第131回 消化器病センター 金　俊文 平成29年8月14日 IPMNにおける新たな癌予測モデル作成のための多施設共同研究[v1.4] 平成29年8月21日

自2017-111 第131回 腎臓内科 嶋村　昌之介 平成29年8月14日 遊走性紅斑を伴ったダニ咬症の一例 平成29年8月21日

他2017-112 第131回 整形外科 辻野　淳 平成29年8月14日 当科で行う人工関節手術症例の日本人工関節学会への登録 平成29年8月21日

多2017-113 第131回 小児科 田村　卓也 平成29年8月14日
新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と治療
指針確立

平成29年8月21日

多2017-114 第131回 循環器内科 廣上　貢 平成29年8月14日 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジストリー研究 平成29年8月21日
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