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倫2015-01 第117回 外科 中村　文隆 平成27年4月17日 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(TAPP)教育プロジェクトの有用性検討 平成27年4月20日

倫2015-02 第117回 救急科 奈良　理 平成27年4月17日
危険ドラッグ摂取後に救急医療施設に搬送された患者の実態およびその対
応についての調査

平成27年4月20日

倫2015-03 第117回 救急科 奈良　理 平成27年4月17日
院外心停止例救命のための効果的救急医療体制・治療ストラテジの構築に
関する研究

平成27年4月20日

倫2015-04 第117回 麻酔科 横山　健 平成27年4月17日 人口呼吸を要する患者における酸素療法と酸塩基平衡に関する観察研究 平成27年4月20日

倫2015-05 第117回 外科 加藤　弘明 平成27年4月17日
本邦における肺切除後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析：多施設
共同研究

平成27年5月8日

倫2015-06 第117回 消化器病センター 矢根　圭 平成27年4月17日
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク実施計画書、説明文書・同
意書ver2.0　改正審査

平成27年5月8日

倫2015-07 第117回 消化器病センター 矢根　圭 平成27年4月17日
JCOG1202根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS-1療法の第
Ⅲ相試験プロトコール、説明文書・同意書ver1.1改訂審査

平成27年4月20日

倫2015-08 第117回 消化器病センター 矢根　圭 平成27年4月17日 類上皮血管内皮腫の実態調査 平成27年4月20日

倫2015-09 第117回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成27年4月17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・FGFR遺伝子変化等
の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮癌の臨床病理学的、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

平成27年4月20日

倫2015-10 第117回 精神保健科 白坂　知彦 平成27年4月17日 精神疾患ビネットによるスティグマの変化に関する多施設共同研究 平成27年4月20日

倫2015-11 第117回 心臓血管外科 加藤　弘明 平成27年4月17日
エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使用症例に
おける口内炎予防のための歯科介入無作為化第Ⅲ相試験

平成27年4月20日

倫2015-12 第117回 心臓血管外科 加藤　弘明 平成27年4月17日
転移性乳がん患者におけるアブラキサン（3週毎投与法）の至適用量を検討
するランダム化第Ⅱ相臨床試験

平成27年4月20日

倫2015-13 第118回 消化器病センター 真口　宏介 平成27年6月8日 十二指腸液中タンパク質濃度測定による膵癌早期発見法の開発 平成27年6月17日

倫2015-14 第118回 消化器病センター 佐野　逸紀 平成27年6月8日
胆管空腸吻合部狭窄および膵管空腸吻合部狭窄に対するバルーン内視鏡
治療の臨床成績を検討する多施設共同後方視研究

平成27年6月17日

倫2015-15 第118回 腫瘍内科 石黒　敦 平成27年6月8日
切除不能進行・再発大腸癌患者におけるレゴラフェニブによる疲労・倦怠感
に対する経口ステロイド剤予防治療の検討-無作為化、プラセボ対照、二重
盲検、第Ⅱ相臨床試験

平成27年6月17日
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倫2015-16 第118回 腫瘍内科 石黒　敦 平成27年6月8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27年6月17日

倫2015-17 第118回 腫瘍内科 石黒　敦 平成27年6月8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

平成27年6月17日

倫2015-18 第118回 外科 加藤　弘明 平成27年6月8日
HER2陰性再発乳癌患者の１次もしくは２次化学療法としてのエリブリンの臨
床的有用性に関する検討（ランダム化第Ⅱ相試験）

平成27年6月17日

倫2015-19 第118回 １病棟 西野　美香 平成27年6月8日 膵頭十二指腸切除術術後患者の退院後１ヶ月の生活の実態 平成27年6月17日

倫2015-20 第118回 外科 中村　文隆 平成27年6月8日
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用
性に関する研究（2015年4月17日改訂版）

平成27年6月17日

倫2015-21 第118回 外科 中村　文隆 平成27年6月8日
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用
性に関する研究（2015年4月17日改訂版）

平成27年6月17日

倫2015-22 第118回 消化器病センター 潟沼　朗生 平成27年6月8日 膵Solid Pseudopapillary Neoplams(SPN)の後ろ向き調査（多施設共同研究） 平成27年6月17日

倫2015-23 第118回 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 古田　康 平成27年6月8日 経皮的気管切開術の耳鼻咽喉科専門医研修への導入 平成27年6月17日

倫2015-24 第119回 11病棟 永井　美沙 平成27年8月10日
乳癌術後リンパ浮腫患者に対する弾性筒状サポート包帯の有用性につい
ての検討　～圧測定器を用いての検討～

平成27年8月12日

倫2015-25 第119回 心臓血管外科 西岡　成知 平成27年8月10日
心臓血管手術後の心房細動・粗動に対する塩酸ランジオロール効果の検
討

平成27年8月12日

倫2015-26 第119回 救急科 奈良　理 平成27年8月10日 日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業 平成27年8月12日

倫2015-27 第119回 消化器病センター 松居　剛志 平成27年8月10日
慢性ウイルス性肝疾患における、抗ウイルス薬投与による肝発癌抑制に関
与する因子の探索-肝発癌機序の解明とその予測-

平成27年8月12日

倫2015-28 第119回 腫瘍内科 石黒　敦 平成27年8月10日

膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有する、または、乳癌・
卵巣癌・前立腺癌いずれかの既往歴を有する、遠隔転移を伴う膵癌を対象
としたゲムシタビン/オキサリプラチン療法（GEMOX療法）の多施設共同第
Ⅱ相試験

平成27年8月12日

倫2015-29 第119回 腫瘍内科 石黒　敦 平成27年8月10日
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

平成27年8月12日

倫2015-30 第119回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成27年8月10日 北海道におけるファブリー病の疫学研究 平成27年8月12日
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倫2015-31 第119回 消化器病センター 田中　一成 平成27年8月10日 アルコール関連肝細胞癌の実態と特徴に関する調査 平成27年8月12日

倫2015-32 第119回 消化器病センター 矢根　圭 平成27年8月10日
術後再建腸管例におけるshort typeシングルバルーン内視鏡を用いた
ERCPの有用性を検討する後ろ向き研究

平成27年8月12日

倫2015-33 第119回 消化器病センター 山崎　大 平成27年8月10日
健診データの二次利用による探索的研究（2013年12月承認済み）の期間延
長を目的とした申請

平成27年8月12日

倫2015-34 第119回 消化器病センター 金　俊文 平成27年8月10日
家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発
生頻度の検討

平成27年8月12日

倫2015-35 第119回 消化器病センター 姜　貞憲 平成27年8月10日 急性発症型自己免疫性肝炎（AIH）の診断基準及び治療方針の策定 平成27年8月12日

倫2015-36 第119回 消化器病センター 姜　貞憲 平成27年8月10日 自己免疫性肝炎（AIH）患者の生活の質（QOL）調査（付随研究） 平成27年8月12日

倫2015-37 第119回 消化器病センター 姜　貞憲 平成27年8月10日
リツキシマブ+ステロイド併用化学療法後のB型肝炎ウイルス（HBV）再活性
化リスク因子に関する、ヒト遺伝子解析プロジェクト

平成27年8月12日

倫2015-38 第119回 血液内科 酒井　基 平成27年8月10日 高精度のフローサイトメトリーを用いたPNH型血球の検出 平成27年8月12日

倫2015-39 第119回 血液内科 酒井　基 平成27年8月10日
骨髄不全症候群および発作性夜間血色素尿症（PNH）疑い症例における
GPIアンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義を明らかにするための観
察研究

平成27年8月12日

倫2015-40 第119回 麻酔科 横山　健 平成27年8月10日
胸部・胸腹部大動脈瘤手術における運動誘発電位および脳脊髄液ドレナー
ジの有用性に関する研究

平成27年8月12日

倫2015-41 第119回 麻酔科 上村　亮 平成27年8月10日 心臓血管外科手術周術期管理におけるクリオプレシピテートの有用性 平成27年8月12日

倫2015-42 第119回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成27年8月10日
EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベ
バシズマブ+エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲
検無作為化比較第Ⅲ相臨床試験

平成27年8月12日

倫2015-43 第119回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成27年8月10日
高齢者（75歳以上）進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセ
ル+ベバシズマブ療法とペメトレキセド+ベバシズマブ療法の無作為化第Ⅱ
相試験

平成27年8月12日

倫2015-44 第119回 産婦人科 藤野　敬史 平成27年8月10日
国際リンパ浮腫フレームワーク会員国の成人を対象としたリンパ浮腫/慢性
浮腫の有病率と機能的影響を確定するためのマルチサイト母集団における
国際的研究

平成27年8月12日

倫2015-45 第119回 産婦人科 藤野　敬史 平成27年8月10日
原発性リンパ浮腫ガイドライン改訂のための患者評価票の開発と複合的理
学療法評価に関する研究～大規模試験～

平成27年8月12日
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倫2015-46 第119回 看護部 浪岡　まさみ 平成27年8月10日
消化管ストーマ造設後に化学療法を受けている患者が認知する不確かさと
その関連要因

平成27年8月12日

倫2015-47 第119回 看護部 安西　啓恵 平成27年8月10日
転倒ハイリスク状態にある認知障害高齢者の行動の特徴－急性期機能を
担う一般病床での入院1週間に焦点を当てて－

平成27年8月12日

倫2015-48 第119回 3病棟 三鍋　亜希子 平成27年8月10日
特発性肺線維症の急性増悪を体験した患者の退院前後の日常生活の思い
の変化と将来の見通し、期待する支援

平成27年8月12日

倫2015-49 第119回 13病棟 礒邊　朋美 平成27年8月10日 重症児の父親が、子どもと接する中で直面する具体的な困難と対処を知る 平成27年8月12日

倫2015-50 第120回 看護部 田中　いずみ 平成27年10月12日 がん患者のベネフィット・ファインディングとソーシャル・サポートの関連 平成27年10月15日

倫2015-51 第120回 看護部 田中　いずみ 平成27年10月12日
慢性呼吸器疾患患者が息切れに対して行っているマネジメント法および医
療者に求めているニーズの実態

平成27年10月15日

倫2015-52 第120回 小児科 小杉山　清隆 平成27年10月12日 グロウジェクトのSGA性低身長症における特定使用成績調査 平成27年10月19日

倫2015-53 第120回 消化器病センター 姜　貞憲 平成27年10月12日
献血時HEVscreening陽性例におけるHEV感染自然史の観察とE型急性肝
炎診断治療に対する研究

平成27年10月19日

倫2015-54 第120回 小児科 齋　秀二 平成27年10月12日
グロウジェクトの成長ホルモン分泌不全性低身長症における特定使用成績
調査（長時間使用に関する調査）

平成27年10月19日

倫2015-55 第120回 消化器病センター 高橋　邦幸 平成27年10月12日 切除可能膵癌に対する術前S-1補助療法の第Ⅱ相臨床試験 平成27年10月19日

倫2015-56 第120回 腫瘍内科 石黒　敦 平成27年10月12日
切除不能進行・再発大腸癌におけるRAS遺伝子変異型に対する一次治療
FOLFOXIRI+ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験

平成27年10月19日

倫2015-57 第120回 整形外科 西田　欽也 平成27年10月12日
日本骨折治療学会運動器外傷データーベースにおける四肢長菅解放骨折
症例の登録事業（帝論14-167号）の実施について

平成27年10月19日

倫2015-58 第120回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成27年10月12日
Lip-TACE不応後の進行肝細胞癌を対象としたDrug-Eluting-Beadを用いた
肝動脈化学塞栓療法（DEB-TACE）の第Ⅱ相試験

平成27年10月19日

倫2015-59 第120回 リウマチ科 勝俣　一晃 平成27年10月12日
ステロイド性骨粗鬆症を合併する関節リウマチ患者を対象としたsodium
risedronateの骨密度に対する影響の検討

平成27年10月19日

倫2015-60 第120回 消化器病センター 矢根　圭 平成27年10月12日 根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS-1療法の第Ⅲ相試験 平成27年10月19日
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倫2015-61 第121回 消化器病センター 佐野　逸紀 平成27年12月14日
胆管空腸吻合部狭窄および膵管空腸吻合部狭窄に対するバルーン内視鏡
治療の臨床成績を検討する多施設共同後方視研究

平成27年11月13日

倫2015-62 第121回 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 古田　康 平成27年12月14日
末梢性顔面神経麻痺後後遺症によるワニの涙症状に対するボツリヌス毒
素療法

平成27年12月24日

倫2015-63 第121回 麻酔科 石原　聡 平成27年12月14日 膵頭十二指腸切除における目標指向型循環管理の効果の検討 平成27年12月24日

倫2015-64 第121回 消化器病センター 佐野　逸紀 平成27年12月14日
胆管空腸吻合部狭搾および膵管空腸吻合部狭搾に対するバルーン内視鏡
治療の臨床成績を検討する多施設共同後方視研究

平成27年12月24日

倫2015-65 第121回 小児科 小杉山　清隆 平成27年12月14日 グロウジェクトのSAG性低身長症における特定使用成績調査 平成27年12月24日

倫2015-66 第121回 精神保健科 白坂　知彦 平成27年12月14日
アルコール（物質）使用障害を併発した精神疾患の実態と経過に関する研
究

平成27年12月24日

倫2015-67 第121回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成27年12月14日
科学療法抵抗性局所進行・再発乳がんに対する動注科学療法による緩和
的局所治療　第Ⅱ相試験JIVROSG-1107（RESAIC-Ⅱ）

平成27年12月24日

倫2015-68 第121回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成27年12月14日
治療抵抗性の肝転移に対する球状塞栓物質を用いた肝動脈塞栓療法：多
施設共同第Ⅱ相試験

平成27年12月24日

倫2015-69 第121回 小児科 小杉山　清隆 平成27年12月14日 本邦における進行性家族性肝内胆汁うっ滞症の疫学調査 平成27年12月24日

倫2015-70 第121回 消化器病センター 金　俊文 平成27年12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 平成27年12月24日

倫2015-71 第121回 消化器病センター 姜　貞憲 平成27年12月14日 原発性胆汁性肝硬変における予後予測式の妥当性評価 平成27年12月24日

倫2015-72 第121回 血液内科 酒井　基 平成27年12月14日
アジアにおけるくすぶり型骨髄腫患者の臨床経過に関する後方視的観察研
究

平成27年12月24日

多2016-001 第122回 消化器病センター 矢根　圭 平成28年2月8日
膵神経内分泌癌及び膵Mixed adenoneuroendocrine carcinoma における遺
伝子異常の網羅的解析

平成28年2月17日

多2016-002 第122回 消化器病センター 姜　貞憲 平成28年2月8日
B型慢性肝炎の治療における、テノホビルとPeg-IFNα2a併用療法の有用
性に関するパイロット試験

平成28年2月17日

多2016-003 第122回 循環器内科 廣上　貢 平成28年2月8日
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ヵ月に短縮することの安全性を評価する研究
（STOPDAPT-2研究）

平成28年2月17日
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多2016-004 第122回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年2月8日
中等度催吐性抗悪性腫瘍薬（MEC）投与症例に対するパロノセトロンとパロ
ノセトロン+デキサメタゾン単回投与のランダム化比較第Ⅲ相試験（HOPE-
02）

平成28年2月17日

多2016-005 第122回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年2月8日
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

平成28年2月17日

多2016-006 第122回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年2月8日
R0/R1切除されたpStageⅣ結腸・直腸癌に対するOxaliplatinを含む術後補
助化学療法のRetrospective study

平成28年2月17日

自2016-007 第122回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成28年2月8日 透析患者の貧血管理における季節性変動 平成28年2月17日

自2016-008 第122回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成28年2月8日 コレステロール塞栓症におけるスタチンの予備改善効果に関する検討 平成28年2月17日

自2016-009 第122回 歯科口腔外科 関口　隆 平成28年2月8日
顎骨再建における人口骨補填材・セラソルブM®（β-TCP）の臨床導入につ
いて

平成28年2月17日

多2016-010 第122回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年2月8日 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究 平成28年2月17日

多2016-011 第122回 小児科 小杉山　清隆 平成28年2月8日 マイコプラズマのマクロライド耐性率の地域差に関する研究 平成28年2月17日

多2016-012 第122回 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 古田　康 平成28年2月8日 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス～耳鼻咽喉科領域感染症～ 平成28年2月17日

多2016-013 第122回 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 古田　康 平成28年2月8日
プラチナ不適の再発・転移性頭頸部扁平上皮癌に対するS-1/Cetuximab併
用療法の第Ⅱ相試験

平成28年2月17日

多2016-014 第122回 外科 中村　文隆 平成28年2月8日
腹腔鏡下幽門側胃切除術教育目的に開発された技能評価スケールの信頼
性および妥当性の検討

平成28年2月17日

自2016-015 第122回 救急科 羽岡　健史 平成28年2月8日 高齢者の薬物科料服薬による救急搬送に関する研究 平成28年2月17日

多2016-016 第122回 精神保健科 白坂　知彦 平成28年2月8日 インターネット問題使用と社会的孤独感（ひきこもり）に関する実態調査 平成28年2月17日

多2016-017 第122回 消化器内科 矢根　圭 平成28年2月8日
切除不能中下部悪性胆道狭窄に対するカバードタイプ・アンカバードタイプ
メタリックステントの有用性を検討する臨床比較試験

平成28年2月17日

自2016-018 第122回 消化器病センター 五十嵐　聡 平成28年2月8日 胆膵疾患診療におけるERCP関連手技の有用性を検討する後ろ向き研究 平成28年2月17日
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多2016-019 第122回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年2月8日
切除不能大腸癌の2次治療としてのIRIS/Bev併用療法施行時に発現する
下痢に対する半夏瀉心湯予防投与の無作為化比較第二相試験
（HGCSG1301）

平成28年2月17日

自2016-020 第122回 心臓血管外科 栗本　義彦 平成28年2月8日
腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術後短期降圧管理によるタイプ
Ⅱエンドリーク予防の試み

平成28年2月17日

多2016-021 第122回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年2月8日
肝細胞がんに対する選択型エピルビシン含浸ビーズの肝動脈化学塞栓療
法と選択的エピルビシン/　リピオドール／ゼラチン塞栓剤の肝動脈化学塞
栓療法の局所治療割合に関するランダム化比較実験

平成28年2月17日

多2016-022 第122回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年2月8日 JIVROSG-1501　TSU-68臨床第Ⅲ相試験終了後の観察研究 平成28年2月17日
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