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平成２１年４月 1563 「後頚部温罨法による更年期女性の自律神経活動の変化」
看護学研究科

山元　由美子　教授

平成２１年４月 1564
「日本文化および看護における「安楽」の概念の明確化に関する研究—看護

の対象者が看護者に期待する「安楽」—」
看護学研究科

山元　由美子　教授

平成２１年４月 1565
「膵がん切除例に対する術後補助療法としてのゲムシタビンとS-1併用療法

(GS療法)の第Ⅰ/Ⅱ相試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年４月 1566 「症候性頭蓋内狭窄病変に対する坑血小板薬の進展抑制効果に関す研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年４月 1567
「クローン病の外科治療とInfliximab治療の併用療法の効果についての検

討」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年４月 1568
「pTNM stageⅡ直腸癌症例に対する手術単独療法及びUFT／PSK療法のランダ

ム化第Ⅲ相比較臨床試験」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年４月 1569
「サルコイドーシス患者における心臓MRIの遅延造影像の臨床的意義につい
ての研究—心臓サルコ イ ド ーシス の病態把握・ 診断・ 治療効果・ 予後に対す

る有用性について—」

青山病院
川名　正敏　教授

平成２１年４月 1570
「炎症と血管内皮傷害に及ぼす効果の検討—症候性頭蓋内動脈狭窄性病変に
対する抗血小板薬の進展抑制効果に関する研究(CATHARSIS付随研究)—」

神経内科学
内山　真一郎　教授

平成２１年４月 1571
「症候性頭蓋内狭窄病変に対する坑血小板薬の進展抑制効果に関する研

究」
八千代医療センター神経内科

伊藤　達雄　病院長

平成２１年４月 1572
「急性心不全患者に対する血管拡張薬の有効性と安全性に関する観察研

究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年４月 1573
「日本成人心臓血管外科手術データベース・日本先天性心臓血管外科手術
データベースおよび米国胸部外科学会先天性データベースの参加・実施計

画書」

心臓血管外科学
黒澤　博身　教授

平成２１年４月 1574 「臍周囲径測定の正確性、再現性に関する検討」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年４月 1575
「心房細動例における心原性塞栓症予防のためのワルファリン療法の実態

と至適PT-INR治療域の確立に関する多施設共同研究（J-RHYTHM
Registry）」

循環器内科学
萩原　誠久　教授

平成２１年４月 1576
「胆管癌切除例に対するゲムシタビン補助療法施行群と手術単独群の第Ⅲ

相比較試験」

八千代医療センター肝胆膵外
科

伊藤　達雄　病院長

平成２１年４月 1577
「ソラフェニブ、スニチニブ療法抵抗性転移性腎癌に対するエベロリムス

療法」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年５月 1578
「植込み型除細動器患者の予後およびそのリスク因子に関する後ろ向き研

究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年５月 1579 「アレルギー性結膜炎におけるアレルウォッチ涙液IgE臨床試験」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２１年５月 1580
「追跡調査に基づく在宅における神経疾患の緩和マネジメントのモデル開

発」
看護学部地域看護学
伊藤　景一　教授

平成２１年５月 1581
「切除可能頸部食道癌に対するシスプラチンと5-FUを同時併用する化学放

射線療法の第Ⅱ相試験」
放射線医学

三橋　紀夫　教授

平成２１年５月 1582
「表皮内電気刺激法による糖尿病性末梢神経障害の超早期診断に関する臨

床研究」
成人医学センター
前田　淳　教授
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平成２１年５月 1583
「末梢血中甲状腺癌遊離細胞の甲状腺癌診断並びにその転移検出における

有用性の検討」
内分泌外科

岡本　高宏　教授

平成２１年５月 1584
「糖尿病患者における腎症の病態および進展さらには生命予後に関与する

因子の解明に関する前向き研究」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年５月 1585
「慢性骨髄性白血病治療における分子遺伝学的治療効果判定の国際基準へ

の準拠に関する研究」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２１年５月 1586 「Immuknowを用いた移植患者のCD4ATP活性の測定について」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年５月 1587
「坑HLA抗体陽性腎移植に対する高用量免疫グロブリン／血漿交換による脱

感作療法について」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年５月 1588
「免疫抑制剤グラセプターカプセルの腎移植患者を対象とした臨床研究—既

存カルシニューリンインヒビターからの切り換え—」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年５月 1589
「新規腎移植患者における免疫抑制剤グラセプターカプセルの安全性と有

効性を検討するための多施設共同比較試験」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年５月 1590 「眼振異常と内耳の解剖学的変異についての研究」
東医療センター耳鼻咽喉科

新井　寧子　教授

平成２１年５月 1591
「脳血管障害を伴う高血圧症患者におけるARB／チアジド系利尿薬合剤の

ABPMによる有用性の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年５月 1592 「上皮性卵巣癌、卵管癌、腹膜癌に対するDocetaxel維持化学療法の検討」
東医療センター産婦人科
高木　耕一郎　教授

平成２１年５月 1593 「切除不能進行胆道癌に対するペプチドワクチン療法の第Ⅰ相臨床試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年６月 1594
「高LDLコレステロール血症合併糖尿病患者におけるエゼチミブの臨床的有

用性の検討」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年６月 1595
「甲状腺癌の放射性ヨード(I-131)内用療法　甲状腺全摘術後の残存甲状腺
の破壊(アブレーション)—I -131 30cmCi 投与・ 退出における 安全管理に関す

る研究—( 介護者の線量実測に基づく 指針作成) 」

放射線医学
三橋　紀夫　教授

平成２１年６月 1596
「転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ単独治療成績前向き多施設共同研

究」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２１年６月 1597

「アルブミン尿を有する高血圧患者におけるレニン・アンジオテンシン系
抑制薬投与を中心とした通常療法に対するエプレレノン併用の優位性を検
証する臨床試験EVALUATE（Eplerenone Combination Versus Cnventional

Agents to Lower Blood Pressure on Urinary  Antiproteinuric Treatment
Effect Trial）」

青山病院
川名　正敏　教授

平成２１年６月 1598
「東京都CCUネットワークホームAEDプログラムによる突然死ハイリスク患者

蘇生に関する有用性の検証」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年６月 1599 「PT-INR携帯型測定装置を用いた在宅測定に関する検討」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授

平成２１年６月 1600
「肝切除および膵頭十二指腸切除における合成吸収糸使用の手術部位感染

抑制効果に関する多施設共同並行群間無作為比較試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年６月 1601
「肝細胞癌切除例に対する術後感染予防薬の投与期間に関するランダム化

比較試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年６月 1602
「切除不能大腸癌に対する5-FU/1-LV/oxaliplatin（FOLFOX）+bevacizumab
とTS-1/ oxaliplatin（SOX）+bevacizumabとのランダム化比較第Ⅲ相試験」

消化器外科学
山本　雅一　教授

平成２１年６月 1603
「pTNM stageⅡ直腸癌症例に対する手術単独療法及びUFT/PSK療法のランダ

ム化第Ⅲ相比較臨床試験」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２１年６月 1604 「脊髄小脳変性症17型の発症前遺伝子診断」
遺伝子医療センター
斎藤　加代子　教授



平成２１年６月 1605
「新しいステントを用いた肺動脈拡大術、導管狭窄ならびに大動脈拡大

術」
循環器小児科

中西　敏雄　教授

平成２１年６月 1606
「日本人生体腎移植ドナーの術後腎機能および健康状態に関する前向き観

察研究」
腎臓外科

寺岡　慧　教授

平成２１年６月 1607
「日本人生体腎移植ドナーの術後腎機能および健康状態に関する横断研

究」
腎臓外科

寺岡　慧　教授

平成２１年６月 1608
「フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)を対象とし
たイマチニブ併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph+ALL208IMA）」

血液内科学
泉二　登志子　教授

平成２１年６月 1609
「粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期(T1NOMO)食道癌に対する内視鏡的粘膜切除術

（EMR）と化学放射線併用治療の有効性に関する第Ⅱ相試験」
放射線医学

三橋　紀夫　教授

平成２１年６月 1610
「内分泌療法不応性前立腺癌症例に対するDocetaxel（ドセタキセル水和

物）とデキサメタゾン併用療法の有効性の検討」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年６月 1611 「過活動膀胱に対するボツリヌストキシン治療の臨床研究」
青山病院

川名　正敏　教授

平成２１年６月 1612 「病院・地域間の多職種連携退院調整システムの構築」
看護学研究科

柳　修平　教授

平成２１年７月 1613 「統合失調症初発エピソードの認知機能障害の経過」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２１年７月 1614
「食道癌生検標本の遺伝子プロファイル解析による化学放射線療法感受性

予測に関する探求的研究」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年７月 1615
「30代看護師にとって印象に残っている臨床での出来事を語ることの意

味」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２１年７月 1616 「臨地実習生の質の確保のための看護系大学共用試験（CBT）の開発研究」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２１年７月 1617 「頸動脈内膜剥離術後の内皮傷害マーカーの変化」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年７月 1618
「眼内新生血管に起因する難治性眼疾患に対するBevacizumab(商標名

Avastin)眼内投与による治療効果に関する臨床研究」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２１年７月 1619
「非侵襲的末梢血流測定による正常組織の放射線感受性に関する臨床的検

討」
放射線腫瘍学

三橋　紀夫　教授

平成２１年７月 1620
「持ち運び型クレアチニン分析装置の精度評価と造影検査前の腎機能低下

患者のスクリーニングにおける有用性についての検討」
東医療センター放射線科

上野　惠子　教授

平成２１年７月 1621
「日本人成人患者でのワーファリン坑凝固療法におけるPT-INR変動要因に関

する研究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年７月 1622
「メタボリックシンドロームを合併した脳梗塞慢性期患者におけるEPAの再

発予防・改善作用の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年７月 1623
「イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性骨髄性白血病に対するダサチニブ

の第Ⅱ相臨床試験」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２１年７月 1624
「慢性腎臓病患者の動脈硬化、腎機能に対する降圧療法の影響に関する研

究 SELECT-CKD Trial」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２１年７月 1625
「自己活性化γδ型T細胞とゾレドロン酸を用いた癌標的免疫療法の確立ホ
ルモン療法耐性前立腺癌骨転移に対する新規免疫療法の開発-（臨床第Ⅰ／

Ⅱa相試験）」

泌尿器科学
田邉　一成　教授

平成２１年７月 1626
「結核菌抗原類縁体を利用した癌標的免疫療法の確立—γδ型T細胞の示す

坑腫瘍作用の臨床応用—臨床第Ⅰ／Ⅱa相試験」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年７月 1627
「進行・再発大腸癌に対するmFOLFOX6療法と新規エピトープペプチドカクテ

ル療法の併用効果を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験」
東医療センター外科
小川　健治　教授



平成２１年７月 1628
「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するBevacizumab（ベバシ
ズマブ,アバスチン®）とmodified OPTIMOX1療法（mFOLFOX6→sLV5FU2→

mFOLFOX6）の併用第Ⅱ相臨床試験」

消化器外科学
山本　雅一　教授

平成２１年７月 1629
「5−アミ ノ レ ブリ ン酸（ 5−ALA） を用いた消化器癌に対する 光力学的診断の

有用性の検討」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年７月 1630
「胃癌根治切除症例における異時性腹膜播種再発の予測診断の可能性につ

いての検討」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年７月 1631
「オルメサルタン投与中のアルブミン尿を伴う慢性腎臓病合併高血圧患者
におけるアゼルニジピンとアムロジピンの坑アルブミン尿効果の比較」

第四内科学
新田　孝作　教授

平成２１年７月 1632
「膵臓癌における抗癌剤感受性予測因子等のmRNA発現量に関する探索的検

討」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年９月 1633
「新たな腹膜透析液を使用した腹膜透析患者の離脱と被嚢性腹膜硬化症の

発症状況に関する多施設前向き観察調査」
東医療センター血液浄化部

佐中　孜　教授

平成２１年９月 1634 「胃切除術式と胃術後障害に関する研究」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２１年９月 1635 「精神障害者の「リカバリー」における精神科病院入院経験の意味」
看護学部

田中　美恵子　教授

平成２１年９月 1636 「スタンプ寒天培地を用いた皮膚表在性嫌気性菌のモニタリング」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２１年９月 1637
「閉塞性動脈硬化症合併の有無による腰部脊柱管狭窄症の実態調査と薬剤

効果の検討」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２１年９月 1638
「虚血性心疾患における心電図同期SPECT（QGS）国内臨床データベース作成
のための調査研究−3　 慢性腎臓病患者における 心電図同期心筋SPECTの有用

性検討のための調査研究（J−ACCESSⅢ） 」

画像医学・核医学科
大澤　真木子　主任教授代行

平成２１年９月 1639 「切除不能進行胆道癌に対するペプチドワクチン療法の第Ⅰ相臨床試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年９月 1640 「せん妄患者の家族看護のガイドライン作成に関する研究」
看護学部

田中　美恵子　教授

平成２１年９月 1641
「慢性腎臓病（CKD）に合併する高尿酸血症に対する尿酸排泄促進治療の臨

床的有用性に関する検討」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２１年９月 1642
「わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総

合データベース構築に関する研究」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２１年９月 1643
「卵巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としての

「Paclitaxel+Carboplatin(TC)療法」と「Irinotecan+Cisplatin(CPT−P) 療
法」のランダム化比較試験(Randomized Phase Ⅲ Trial)」

産婦人科学
太田　博明　教授

平成２１年９月 1644
「子宮体がん 再発高危険群に対する術後化学療法としてのAP(Doxorubicin

＋Cisplatin)療法、DP(Docetaxel＋Cisplatin)療法、TC(Paclitaxel＋
Carboplatin)療法によるランダム化第Ⅲ相試験」

産婦人科学
太田　博明　教授

平成２１年９月 1645 「40代看護師にとっての仕事の意味」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２１年９月 1646 「掛川市における母親の健康と児の発達との関連の検討」
看護学部

久米　美代子　教授

平成２１年９月 1647 「幼児期の子どもをもつ両親の性教育観に関する調査」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２１年９月 1648 「バースプランに基づく出産が出産体験に与える影響と意味」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２１年９月 1649 「単身生活を送る精神障害者の訪問看護に対する認識」
看護学研究科

田中　美恵子　教授



平成２１年９月 1650
「ケアスタッフとの相互作用がもたらす行動障害のある認知症高齢者の変

化」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２１年９月 1651
「脳梗塞急性期患者の夜間の睡眠確保のための日中の生活リズムの調整—日

中の短時間睡眠と夕方の活動時間を設定して—」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２１年９月 1652
「小児集中治療室に入院する幼児期の患児が受ける看護ケアに関連したス

トレス」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２１年９月 1653 「がん患者における“笑い”の意味」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２１年９月 1654
「小児慢性腎不全患者に対するダルベポエチンアルファの有効性と安全性

に関する検討」
腎臓小児科

服部　元史　教授

平成２１年９月 1655
「潰瘍性大腸炎長期経過例へのサーベイランスシステムの確立 狙撃生検と

Step biopsyの有用性に関する比較検討」
消化器内科学

立元　敬子　　教授

平成２１年９月 1656 「壮年期がんサバイバーのゆらぎの構造とその意味」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２１年９月 1657 「集中治療室における終末期看護に対する看護師の認識と実際」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２１年９月 1658
「先天性心疾患をもつ子どもの母親の「病気について子どもと話すこと」

に関する意識」
看護学研究科

日沼　千尋　教授

平成２１年９月 1659 「児童思春期精神科病棟で勤務する看護師の「しつけ」に対する認識」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２１年９月 1660
「一般病院の外来における患者等からのクレームとそれに対する看護師の

感情と対処」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２１年９月 1661 「精神科チーム医療において他職種が認識する看護師の役割」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２１年９月 1662 「精神科看護師の暗黙知を学ぶ経験」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２１年９月 1663 「子どもをもつ女性看護師の仕事の経験」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２１年９月 1664 「非アルコール性脂肪性肝障害（NAFLD）におけるメタボローム解析」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２１年９月 1665
「坑コリン薬の有効性・安全性の検討および過活動膀胱患者実態調査につ

いて」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年９月 1666
「標準療法不応大腸癌に対するCpG併用ペプチドワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相

臨床試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年９月 1667
「アトピー性皮膚炎を含む湿疹群及びその他の皮膚疾患とTSLPの関与に関

する検討」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２１年９月 1668 「ヒト臍帯血幹細胞におけるCD61の役割」
先端生命医科学研究所
大和　雅之　教授

平成２１年９月 1669 「自発性低血糖症の実態把握のための全国調査」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年９月 1670
「男女労働者のワークライフバランス実現のための育児支援に関する研

究」
衛生学公衆衛生学第一
松岡　雅人　教授

平成２１年９月 1671 「出産のストレス評価」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２１年９月 1672
「脳梗塞急性期患者の夜間の睡眠確保のための日中の生活リズムの調整—日

中の短時間睡眠と夕方の活動時間を設定して—」
看護学研究科

水野　敏子　教授



平成２１年９月 1673 「慢性疾患を有する高齢者の自己効力感とQuality of lifeの関連」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年９月 1674 「重症筋無力症(MG)患者における味覚障害の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年９月 1675 「極低出生体重児に対するビフィズス菌投与の有効性の研究」
母子総合医療センター

楠田　聡　教授

平成２１年９月 1676
「保育所における延長保育・24時間保育および病児保育に従事する職員の

勤務実態と健康に関する研究」
遺伝子医療センター
齋藤　加代子　教授

平成２１年９月 1677
「炎症性腸疾患患者に対する骨代謝の調査及び骨粗鬆症治療薬の効果の検

討」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年９月 1678
「潰瘍性大腸炎長期経過例へのサーベイランスシステムの確立 狙撃生検と

Step biopsyの有用性に関する比較検討」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年９月 1679 「母親が母乳育児相談で助産所に訪れる経緯」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２１年９月 1680
「初産婦の夫が立ち会い出産に対して抱いていたイメージと実際との相

違」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２１年９月 1681 「Dravet症候群死亡例の全国調査」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２１年９月 1682
「ラタノプロスト（商標名キサラタン）点眼液とタフルプロスト（商標名

タプロス）点眼の２４時間にわたる治療の有効性についての検討」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２１年９月 1683
「輸血後鉄過剰症に対する鉄キレート療法の有用性（臓器障害の予防改善

効果）に関する臨床研究」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２１年９月 1684
「鉄過剰症治療患者における血中非トランスフェリン結合鉄（NTBI）およ

びへプシジン濃度測定に関する研究」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２１年９月 1685
「転移を有する進行ベリニ管癌に対するゲムシタビン＋シスプラチンの化
学療法および自己活性化ガンマ・デルタ型T細胞＋インターロイキン2を用

いた免疫療法との併用療法の実施」

泌尿器科学
田邉　一成　教授

平成２１年９月 1686 「肝細胞癌に対するアイエーコールを用いた術後動注補助療法」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年９月 1687 「エタノール注入療法を併用した経尿道的前立腺切除術」
東医療センター泌尿器科
大塚　邦明　病院長

平成２１年９月 1688 「前立腺肥大症に対するエタノール注入療法」
東医療センター泌尿器科
大塚　邦明　病院長

平成２１年９月 1689 「慢性腎臓病患者を対象とした疫学研究「日本CKDコホート研究」」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２１年１０月 1690 「小学生の傷病時における保護者の対応」
看護学部

日沼　千尋　教授

平成２１年１０月 1691 「学生臨床能力評価（ミニ臨床能力評価）の新規開発とアウトカム評価」
医学教育学

吉岡　俊正　教授

平成２１年１０月 1692 「ヒト悪性腫瘍に対するWT１ペプチドワクチン療法の第Ⅰ相臨床試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年１０月 1693
「血液透析中のC型慢性肝炎患者に対するペグインターフェロン-α-2a製剤

の投与法および有効性の検討」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２１年１０月 1694
「サルコイドーシス患者における心臓ＭＲＩの遅延造影像の臨床的意義に
ついての研究—心臓サルコ イ ド ーシス の病態把握・ 診断・ 治療効果・ 予後に

対する有用性について—」

循環器内科学
萩原　誠久　教授



平成２１年１０月 1695
「難治性C型慢性肝炎症例に対するペグインターフェロンα-2a、リバビリ

ン併用療法の至適投与期間の検討」

八千代医療センター消化器内
科

寺井　勝 病院長

平成２１年１０月 1696
「病理病期II-IIIA期非小細胞肺癌完全切除例に対してシスプラチン／ドセ

タキセルの後にティーエスワンの維持療法を行う術後補助化学療法の
feasibility study(TORG 0809)」

第一外科学
大貫　恭正　教授

平成２１年１０月 1697 （非公開）
微生物学免疫学

八木　淳二　教授

平成２１年１０月 1698
「進行胆道癌に対する塩酸ゲムシタビンとテガフール・ギメラシル・オテ
ラシルカリウム配合カプセル剤(TS-1)併用全身化学療法(GS療法)の第Ⅱ相臨

床試験」

消化器内科学
立元　敬子　教授

平成２１年１０月 1699 「微生物の網羅的検出方法を用いた川崎病の原因病原体の検索」
八千代医療センター小児科

寺井　勝　病院長

平成２１年１０月 1700 「イヌリンを用いた糸球体濾過量測定の疫学研究」
腎臓小児科

服部　元史　教授

平成２１年１０月 1701 「骨髄増殖性疾患に対するアナグレライドによる治療」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２１年１０月 1702 「悪性脳腫瘍に対するテモゾロミドの有効性・安全性の評価」
薬剤部

佐川　賢一　部長

平成２１年１０月 1703 「生物学的製剤使用関節リウマチ患者の長期安全性研究」
　膠原病リウマチ痛風セン

ター
山中　寿　教授

平成２１年１０月 1704
「治癒切除結腸癌（stageⅢ）を対象にしたフッ化ピリミジン系薬剤を用い

た術後補助化学療法の個別化治療に関するコホート研究」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年１０月 1705
「統合失調症患者の臨床的重症度に対するBPRS(Brief Psychiatric Rating

Scale )得点の線型化の検討」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２１年１０月 1706
「切除不能進行膵臓がんに対するティーエスワンとミセラピスト（超微粒

子β—グルカン） 併用療法の第二相臨床試験」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２１年１０月 1707
「中等度活動性を有する関節リウマチ患者におけるエタネルセプトの有効

性の検討」

　膠原病リウマチ痛風セン
ター

山中　寿　教授

平成２１年１１月 1708 「無症候性勁動脈狭窄症の自然経過と治療成績に関する観察研究」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２１年１１月 1709
「初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施

設共同ランダム化並行群間比較試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年１１月 1710
「初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向

きコホート研究」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年１１月 1711
「慢性腎臓病（CKD）を合併した脂質異常患者を対象に、アトルバスタチン
が推算糸球体濾過量を指標にした腎機能に及ぼす影響を検討する多施設共

同研究」

第三内科学
岩本　安彦　教授

平成２１年１１月 1712
「表在性膀胱癌に対するゾレドロン酸併用自己活性化ガンマ・デルタ型T細

胞の膀胱内注入療法（臨床第Ⅰ／Ⅱa相試験）」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年１１月 1713
「咳喘息患者に対するブデソニドとキシナホ酸サルメテロールの効果に関

する比較検討」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２１年１１月 1714
「分子生物学的手法による乳癌センチネルリンパ節転移診断の臨床的意義

の検討」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年１１月 1715
「胃癌・結腸癌開腹手術患者に対する術前後免疫増強健康食品（GPS）摂取

の効果に関する無作為化第２相比較試験」
第二外科学

亀岡　信悟　教授



平成２１年１１月 1716
「局所進行胃癌に対する術前docetaxel（ドセタキセル）+cisplatin（シス

プラチン）+S-1併用療法+外科切除の第Ⅱ相臨床試験」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年１１月 1717 「MODY患者由来のiPS細胞の樹立と糖尿病の発症機序ならびに病態の解明」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年１１月 1718
「個別化医療推進のための薬剤代謝酵素およびがん遺伝子検査体制の構

築」
遺伝子医療センター
斎藤　加代子　教授

平成２１年１１月 1719 「ポリフレックス®を用いた難治性術後良性消化管狭窄に対する拡張術」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年１１月 1720 「多項目自動血球分析装置XT-4000iを使用した脳脊髄液測定の検討」
東医療センター検査科
加藤　博之　教授

平成２１年１１月 1721 「急性期虚血性病変における脳血液灌流解析についての後ろ向き研究」
東医療センター放射線科

上野　惠子　教授

平成２１年１１月 1722 「癌の転移に関する血清学的研究」
薬理学

丸　義朗　教授

平成２１年１１月 1723 「1型糖尿病の合併症の全国調査—その２ 」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年１１月 1724 「1型糖尿病と食事に関する調査」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年１１月 1725
「新たな腹膜透析液を使用した腹膜透析患者の離脱と被嚢性腹膜硬化症の

発症状況に関する多施設前向き観察調査」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２１年１１月 1726 「肥大型心筋症の予後予測因子についての後ろ向き観察研究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年１１月 1727 「わが国における薬物性肝障害の実態と発症関連因子に関する検討」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２１年１１月 1728 「腎移植後患者の尿中におけるL-FABP濃度変遷の研究」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２１年１１月 1729
「特別養護老人ホーム利用者の医療ニーズへの対応のあり方に関する研

究」
看護学部

水野　敏子　教授

平成２１年１１月 1730 「掛川市民のお茶の効用に関する認識について」
看護学部

下平　唯子　教授

平成２１年１１月 1731 「脊髄小脳変性症6型の発症前遺伝子診断」
遺伝子医療センター
齋藤　加代子　教授

平成２１年１１月 1732 「集中治療患者における発熱と解熱薬に関する２国間多施設観察研究」
麻酔科学

尾崎　眞　教授

平成２１年１１月 1733
「脚用蓄尿袋使用が日常生活に影響を及ぼす点に関する調査〜よ り 的確な

生活指導を目指して〜」
看護部

川野　良子　看護部長

平成２１年１１月 1734 「胃切除術式と胃術後障害に関する研究」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２１年１１月 1735
「心臓再同期療法適応診断におけるスペックルトラッキング法の有用性評

価に関する試験（多施設共同前向登録研究）」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年１１月 1736
「日本人多発性硬化症患者の神経栄養因子産生について、その病型とIFN-

β治療に関する研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授



平成２１年１１月 1737 「動脈硬化ハイリスク例における血中RAGE値の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年１１月 1738
「消化管ストーマ造設後の体重・腹壁の経時的変化と排泄物のもれやスキ

ントラブルとの関係」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２１年１１月 1739
「レニンアンジオテンシン系抑制薬とCa拮抗薬を併用治療中の高血圧合併
糖尿病性腎症患者（透析・非透析）におけるベニジピンとアムロジピンの

坑アルブミン尿効果の検証」

東医療センター血液浄化部
佐中　孜　教授

平成２１年１１月 1740 「皮膚進行癌に対するモース軟膏療法」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２１年１１月 1741 「急性冠動脈症候群患者への脂質介入試験」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年１２月 1742
「TIA registry.org　TIAクリニックを基盤としたウエブ登録に基づく国際

多施設共同研究による前向き観察研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年１２月 1743 「精神科看護師が体験する倫理的問題の特徴と関連因子の検討」
看護学部

田中 美恵子　教授

平成２１年１２月 1744
「パプアニューギニア国のマラリア流行地域コミュニティにおける治療希

求行動」
国際環境・熱帯医学
遠藤　弘良　教授

平成２１年１２月 1745

「アルブミン尿を有する高血圧患者におけるレニン・アンジオテンシン系
抑制薬投与を中心とした通常療法に対するエプレレノン併用の優位性を検
証する臨床試験　EVALUATE（Eplerenone Combination Versus Conventional
Agents to Lower Blood Pressure on Urinary Antialbuminuric Treatment

Effect Trial）」

第四内科学
新田　孝作　教授

平成２１年１２月 1746 「チーム医療を推進するための看護の役割拡大」
看護学部

久米　美代子　教授

平成２１年１２月 1747
「癌性皮膚潰瘍に対する効果的な臭い対策ケアプログラムの開発とQOLの向

上に関する研究」
看護部

川野　良子　看護部長

平成２１年１２月 1748
「臨床的に明らかな黄斑浮腫に伴う硬性白斑の変化と全身因子・視力経過

との関連」
糖尿病眼科

北野　滋彦　教授

平成２１年１２月 1749
「転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ単独治療成績前向き多施設共同研

究」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２１年１２月 1750 「先天性心疾患児の自立に関する研究〜心理社会的支援の観点から 〜」
看護学部

日沼　千尋　教授

平成２１年１２月 1751
「神経因性排尿筋過活動に対するA型ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法の検

討」
青山病院泌尿器科

川名　正敏　病院長

平成２１年１２月 1752
「非神経因性過活動膀胱に対するA型ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法の検

討」
青山病院泌尿器科

川名　正敏　病院長

平成２１年１２月 1753
「大腸3D-CT検査(CT colonography)と大腸内視鏡検査による大腸腫瘍検出能

の精度比較に関する検討」
東医療センター検査科
加藤　博之　教授

平成２１年１２月 1754 「慢性腎不全児の運動機能について」
リハビリテーション科
猪飼　哲夫 診療部長

平成２１年１２月 1755 「青尐年の脳神経疾患の全国疫学調査」
衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授

平成２１年１２月 1756 「黄体ホルモン製剤投与による早産児の晩期循環不全予防効果の検討」
母子総合医療センター

楠田　聡　教授



平成２１年１２月 1757
「StageⅡ/Ⅲ胃癌術後補助療法におけるTS-1＋レンチナン併用による投与継

続性の検討」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２１年１２月 1758
「循環器病受託研究20-公5　「心サルコイドーシスの病態診断と治療に関

する研究」」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２１年１２月 1759
「尿路上皮腫瘍根治術時の拡大リンパ節郭清および分子診断による転移経

路の解明および予後に与える影響の検討」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２１年１２月 1760
「超音波エコー・ガイドを併用した、安全且つ確実な下顎孔伝達麻酔法の

開発」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２１年１２月 1761 「頸動脈内膜剥離術患者におけるクロピドグレル低反応性の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２１年１２月 1762
「標準療法不応大腸癌に対するCpG併用ペプチドワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相

臨床試験」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２２年１月 1763
「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者に対するmodified（m）
FOLFOX7間欠投与＋ベバシズマブ（BV）療法の併用第Ⅱ相臨床試験」

第二外科学
亀岡　信悟　教授

平成２２年１月 1764 「小児の発熱に関する調査」
衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授

平成２２年１月 1765 「関節リウマチに対するTNF阻害療法の有効性予測に関する研究」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年１月 1766
「切除不能進行膵臓がんに対するティーエスワンとミセラピスト（超微粒

子β—グルカン） 併用療法の第二相臨床試験」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２２年１月 1767
「胃癌・結腸癌開腹手術患者に対する術前後免疫増強健康食品（GPS）摂取

の効果に関する無作為化第２相比較試験」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２２年１月 1768
「介護予防事業への継続参加を支援するための看護介入のあり方に関する

研究」
看護学部地域看護学
伊藤　景一　教授

平成２２年１月 1769
「マーリンアットホームによるリモートモニタリングシステムのパイロッ

トスタディ」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年１月 1770 「急性白血病の再発に関与する遺伝子発現の解析」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２２年１月 1771 「集中治療室における終末期看護に対する看護師の認識と実際」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２２年１月 1772 「超音波顕微鏡による透析肩のバイオメカニクスに関する組織学的検討」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２２年１月 1773
「腎移植後のステロイド抵抗性急性拒絶反応に対する坑ヒト胸腺細胞ウサ
ギ免疫グロブリン（サイモグロブリン）の有効性及び安全性を検討する

オープンラベル多施設共同試験」

腎臓外科
寺岡　慧　教授

平成２２年１月 1774 「手術不能再発平滑筋肉腫に対するエベロリムス投与による治療」
腎臓外科

寺岡　慧　教授

平成２２年１月 1775 「MODY患者から樹立したiPS細胞の分化誘導による病態解析研究」
第二生理学

三谷　昌平　教授

平成２２年１月 1776 「小児神経疾患患者から樹立したiPS細胞の分化誘導による病態解析研究」
第二生理学

三谷　昌平　教授

平成２２年１月 1777
「脊髄性筋萎縮症患者から樹立したiPS細胞の分化誘導による病態解析と治

療研究」
第二生理学

三谷　昌平　教授



平成２２年１月 1778 「小児外科ならびに泌尿器科の超音波ガイド下仙骨硬膜外麻酔」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年１月 1779 「メタボロミクスによる膠原病のバイオマーカーの探索」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年１月 1780 「膠原病患者の末梢血リンパ球の性質・機能の解析」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年１月 1781 「救命救急センターにおける褥瘡発生予測研究」
看護学部

水野　敏子　教授

平成２２年１月 1782 「肝臓由来細胞の基礎的研究」
先端生命医科学研究所
岡野　光夫　教授

平成２２年１月 1783 「慢性閉塞性肺疾患（COPD）における肺の老化についての研究」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年２月 1784
「日本人生体腎移植ドナーの腎提供後腎機能および健康状態に関するカル

テ調査に基づく観察研究」
腎臓外科

寺岡　慧　教授

平成２２年２月 1785 「血液透析(HD)/腹膜透析(PD)併用療法に関する検討」
東医療センター血液浄化部

佐中　孜　教授

平成２２年２月 1786
「食物アレルギーによるアナフィラキシー発症予防活動の展開様式に関す

る研究」
看護学研究科

柳　修平　教授

平成２２年２月 1787 「弁疾患術後の塩酸ランジオロール投与の有効性に関する検討」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授

平成２２年２月 1788
「糖尿病患者におけるアカルボースの血糖日内変動と酸化ストレスマー

カーに与える影響の検討」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年２月 1789 「周産期母子医療センターネットワークの構築に関する研究」
母子総合医療センター

楠田　聡　教授

平成２２年２月 1790 「鏡視下腎部分切除術の治療成績に関する多施設共同研究」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年２月 1791 「脳梗塞のタイプによる血管拡張反応の相違に関する研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２２年２月 1792 「膵臓由来細胞の基礎的研究」
先端生命医科学研究所
岡野　光夫　教授

平成２２年２月 1793 「大腸癌手術における皮下ドレーン留置の有用性に関する検討」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２２年２月 1794

「HER2陽性の原発性乳癌患者を対象とした補助療法としてのトラスツズマ
ブの有用性を検討する観察研究(コホートⅠ)(JBCRG C-01)」および「トラス
ツズマブの補助療法治療歴を有する再発乳癌患者を対象としたトラスツズ

マブの有用性を検討する観察研究(コホートⅡ)(JBCRG C-02)」」

第二外科学
亀岡　信悟　教授

平成２２年２月 1795
「拡張型心筋症による心不全症例における末梢血単核球中成長ホルモン

mRNAおよび血清アクチビンAの測定」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年２月 1796
「日本人心不全患者における予後、心血管イベントおよびQOLに関する前向

き観察研究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年２月 1797 「後頚部温罨法の睡眠を促す効果」
看護学部

山元　由美子　教授



平成２２年２月 1798 「非造影MRDSAの最適な撮像法と有用性についての検討」
東医療センター放射線科

上野　惠子　教授

平成２２年２月 1799
「スタチン製剤併用時のペグインターフェロンα2b＋リバビリン療法の有

効性に関わる因子の検討（多施設共同研究）」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２２年２月 1800
「上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬の制酸薬併用による抗腫瘍

効果の検討」
薬剤部

岩本　安彦　管理部長

平成２２年２月 1801
「婦人科手術後における患者のこころを考えるー疾患・術式別にみたメン

タルの問題点と介入の必要性についての検討」
産婦人科学

太田　博明　教授

平成２２年２月 1802
「日本人の転移性腎癌症例に対するスニチニブ治療における臨床的バイオ

マーカー開発を目的とした多施設共同前向き試験」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年２月 1803
「腎細胞癌有転移症例に対するSunitinib,Sorafenibクロスオーバー,ランダ

ム化試験」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年２月 1804
「腎細胞癌患者を対象としたソラフェニブ投与による手足皮膚反応（Hand-
Foot Skin Reaction）に対する高すべり性スキンケアパッドの有用性の検討

を目的とした多施設共同臨床第Ⅱ相試験」

泌尿器科学
田邉　一成　教授

平成２２年２月 1805
「ソラフェニブの進行性腎細胞癌における臨床使用実態下の治療成績に関

する多施設共同調査」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年２月 1806
「掛川市におけるインフルエンザ予防のための予防的保健行動に関する研

究」
看護学研究科

柳　修平　教授

平成２２年２月 1807
「血糖コントロールを目的に入退院を繰り返す2型糖尿病患者に対する看護

師の認識の変化」
看護部

川野　良子　看護部長

平成２２年２月 1808
「血糖自己測定における穿刺器具ナチュラレットEZデバイスの有用性の評

価」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年２月 1809
「緑内障、緑内障類縁疾患における黄斑部及び視神経乳頭周囲網膜神経線

維層厚測定」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２２年２月 1810
「光干渉断層計測定による黄斑疾患の視細胞内節外節接合部の観察および

視機能との関連の検討」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２２年２月 1811 「perfusionCTの簡易的定量性評価の開発」
東医療センター脳神経外科

糟谷　英俊　教授

平成２２年２月 1812
「くも膜下出血患者におけるニカルジピン徐放製剤の脳血管攣縮に対する

予防効果」
東医療センター脳神経外科

糟谷　英俊　教授

平成２２年２月 1813 「循環器疾患における抑うつに関する前向き観察研究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年２月 1814
「腎細胞癌患者を対象とした天然型インターフェロンα＋ソラフェニブ併
用療法の有効性および安全性の検討を目的とした多施設共同臨床第Ⅱ相試

験」

泌尿器科学
田邉　一成　教授

平成２２年２月 1815
「肝硬変患者におけるLate Evening Snack（LES）としての分岐鎖アミノ酸
（BCAA）製剤服用の有用性に関する検討：血清Alb値の改善と各種自他覚症

状との関連性について」

東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２２年２月 1816
「脳梗塞の原因となる閉塞性血管病変に対する血行再建術の高次脳機能改

善効果」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２２年２月 1817
「B型肝炎ウイルスコア関連抗原および関連マーカー測定によるB型肝炎核

酸アナログ薬治療効果の評価に関する多施設共同研究」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２２年２月 1818
「リドカインテープ剤（ペンレス®テープ18mg）の効果とその貼付部位の影

響を評価する」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授



平成２２年２月 1819 「腰部脊柱管狭窄症に対するリマプロストの有用性の検討」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２２年２月 1820 「肝胆道系悪性腫瘍の高感度診断システムの開発」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年２月 1821
「肝胆膵腫瘍手術の周術期における免疫賦活系栄養剤使用の意義に関する

検討」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年２月 1822
「大学院修士課程修了生からみた大学院カリキュラムへの期待—高度実践看
護師(Advanced Practice Nurse：APN)として臨床活動を展開する視点から

—」

看護学部
久米　美代子　教授

平成２２年２月 1823
「間質性肺炎を合併した呼吸器外科手術症例に対する周術期ウリナスタチ

ン投与の有効性・安全性検討のための第Ⅰ相自主臨床試験」
第一外科学

大貫　恭正　教授

平成２２年３月 1824
「流線型先端気管チューブと通常型先端気管チューブの挿管による術後の

咽頭痛・嗄声の発生率の検討」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年３月 1825 「透析患者における間欠的空気圧迫装置の臨床評価」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２２年３月 1826 「血液透析に関するアウトカム研究「J-DOPPS（第4期調査）」」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２２年３月 1827
「MDCTによる冠動脈プラークと内臓脂肪、アディポサイトカイン、各種代

謝因子の相関性に関する研究」
青山病院

川名　正敏　教授

平成２２年３月 1828
「粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期(T1NOMO)食道癌に対する内視鏡的粘膜切除術

（EMR）と化学放射線併用治療の有効性に関する第Ⅱ相試験」
放射線腫瘍学

三橋　紀夫　教授

平成２２年３月 1829
「外傷後ストレス障害に対する持続エクスポージャー療法に対するD-サイ

クロセリンの増強効果研究」
女性生涯健康センター
加茂　登志子　教授

平成２２年３月 1830
「小児難治性部分てんかんの焦点検索における123I-Iomazenil SPECTの有用

性について」
小児科学

大澤　真木子　教授　殿

平成２２年３月 1831 「乳幼児破局てんかんの実態と診療指針に関する研究」
小児科学

大澤　真木子　教授　殿

平成２２年３月 1832 「除細動器植込み患者に関する前向き観察研究」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２２年３月 1833
「国際筋炎分類基準プロジェクト（International Myositis

Classification Criteria Project IMCCP）」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年３月 1834
「小児血液疾患における新型インフルエンザワクチンの有効性に関する検

討試験」
東医療センター小児科
杉原　茂孝　教授

平成２２年３月 1835
「小児慢性期慢性骨髄性白血病(CML)に対する多施設共同観察研究　CML-

08」
東医療センター小児科
杉原　茂孝　教授

平成２２年３月 1836 「チアノーゼ性先天性心疾患における脳膿瘍の疫学調査」
循環器小児科

中西　敏雄　教授

平成２２年３月 1837
「胆道癌における腫瘍発生進展の分子機構の解明と診療に有用な分子標的

の同定」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年３月 1838 「妊娠期女性のサプリメント利用の現状と認識」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２２年３月 1839 「フリードマン曲線を揺るがす要因とは何か」
看護学研究科

久米　美代子　教授



平成２２年３月 1840
「エベロリムス溶出性ステント(XIENCE VTM)とシロリムス溶出性ステント
(CYPHER SELECTTM+ステント)の有効性および安全性についての多施設前向き

無作為化オープンラベル比較試験」

循環器内科学
萩原　誠久　教授

平成２２年３月 1841
「福山型先天性筋ジストロフィー（Fukuyama-type Congenital Muscular

Dystrophy:FCMD）の類型化と最高機能年齢の予測」
リハビリテーション部
猪飼　哲夫　教授

平成２２年３月 1842
「転移・再発を有する腎細胞癌に対する自己活性化γδ型T細胞を用いた癌

標的免疫療法」
泌尿器科学

田邉　一成　教授　殿

平成２２年３月 1843 「多施設自動除細動器植込み試験：不適切作動の低減（MADIT-RIT）」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年３月 1844
「Narrow QRS症例に対する両心室ペースメーカー療法の有用性についての前

向き研究」」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年３月 1845
「慢性腎臓病（CKD）に合併する高尿酸血症に対する尿酸排泄促進治療の臨

床的有用性に関する検討」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年３月 1846
「慢性腎臓病（CKD）に合併する高尿酸血症に対する尿酸排泄促進治療の臨

床的有用性に関する検討」
東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２２年３月 1847
「整形外科手術後鎮痛におけるザルトプロフェンの有効性と上部消化管に

対する安全性に関する検討」
整形外科学

加藤　義治 　教授

平成２２年３月 1848
「膵臓癌治癒切除症例に対するゲムシタビンとペプチドワクチンを併用し

た術後補助療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年３月 1849

「アルブミン尿を有する高血圧患者におけるレニン・アンジオテンシン系
抑制薬投与を中心とした通常療法に対するエプレレノン併用の優位性を検
証する臨床試験　EVALUATE（Eplerenone Combination Versus Conventional
Agents to Lower Blood Pressure on Urinary Antialbuminuric Treatment

Effect Trial）」

循環器内科学
萩原　誠久　教授

平成２２年３月 1850

「アルブミン尿を有する高血圧患者におけるレニン・アンジオテンシン系
抑制薬投与を中心とした通常療法に対するエプレレノン併用の優位性を検
証する臨床試験　EVALUATE（Eplerenone Combination Versus Conventional
Agents to Lower Blood Pressure on Urinary Antialbuminuric Treatment

Effect Trial）」

東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２２年３月 1851
「循環器病受託研究20-公5　「心サルコイドーシスの病態診断と治療に関

する研究」」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年３月 1852 「心臓血管手術症例の血液凝固に関する臨床研究」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授

平成２２年３月 1853 「関節リウマチの寛解導入療法向上、および休薬に関する研究」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年３月 1854
「成人アトピー性皮膚炎患者における睡眠障害の実態とその治療に関する

研究」
女性生涯健康センター
加茂　登志子　教授

平成２２年３月 1855
「ネクサバール錠®200mg 特定使用成績調査　Global Investigation of

therapeutic DEcisions in hepatocellular carcinoma and of its
treatment with sorafeNib （GIDEON）」

消化器外科学
山本　雅一　教授

平成２２年３月 1856 「淋菌およびクラミジアの咽頭感染に関する研究」
東医療センター耳鼻咽喉科

新井　寧子　教授

平成２２年３月 1857
「眼内新生血管に起因する難治性眼疾患に対するBevacizumab(商標名

Avastin)眼内投与による治療効果に関する臨床研究」
八千代医療センター眼科

寺井　勝　病院長

平成２２年３月 1858
「治癒切除結腸癌（stageⅢ）を対象にしたフッ化ピリミジン系薬剤を用い

た術後補助化学療法の個別化治療に関するコホート研究」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２２年３月 1859
「中等度活動性を有する関節リウマチ患者におけるエタネルセプトの有効

性の検討」
東医療センター整形外科

千葉　純司　教授


