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平成２２年４月 1860 「難治性川崎病に対するインフリキシマブ治療」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２２年４月 1861
「切除不能膵癌既治療例を対象としたS-1+Leucovorin併用療法の認容性試

験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年４月 1862 「A-view®を併用した経食道心エコーによる胸部大動脈の評価」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年４月 1863
「咳喘息患者に対するブデソニド/ホルモテロール配合剤とキシナホ酸サル

メテロールの効果に関する比較研究」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年４月 1864
「抗体関連型拒絶反応の予防および治療へのプロテアソーム阻害剤ボルテ

ミゾブ（ベルケイド®）導入の試み」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年４月 1865
「慢性腎臓病（CKD）を合併した症候性あるいは無症候性脳梗塞患者に対す

る降圧薬アルゼニジピンの有用性の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２２年４月 1866
「虚血性心疾患症例に対する造影CTによる心筋灌流及び遅延造影検査の有

用性と撮影条件の最適化」
東医療センター放射線科
上野　惠子　教授　殿

平成２２年４月 1867 「人工心臓と生体の解剖学的関係に関する検討」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授　殿

平成２２年４月 1868 「笑気麻酔が脳波モニターに及ぼす影響」
東医療センター麻酔科
小森　万希子　教授

平成２２年４月 1869
「COPD合併外科手術患者に対する長時間作用型抗コリン薬チオトロピウム

の効果検討」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年５月 1870
「咳喘息に対するシクレソニド（オルベスコ）の有効性に関する臨床研究—

シクレソニド（オルベスコ）の用量依存性検討—」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年５月 1871
「看護師の実存から探る臨床看護の本質と、それを職業として生きる意

味」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２２年５月 1872
「月経周期による自己の心身のリズムに向き合うことの意味—性成熟期の女

性に月経を主体とした即時的自己記録法を実施して—」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２２年５月 1873 「羊水感染に影響を及ぼす助産技術の検証」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２２年５月 1874
「マラリア迅速診断キット導入に伴うマダガスカル共和国医療従事者の行

動変容プロセス」
国際環境・熱帯医学
遠藤　弘良　教授

平成２２年５月 1875
「糖尿病性腎症患者におけるアンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)とアンギ
オテンシン変換酵素阻害薬(ACEI)併用療法の蛋白尿減尐に対する効果とその

機序の検討」

八千代医療センター糖尿病内
分泌代謝内科

寺井　勝　病院長

平成２２年５月 1876
「糖尿病の糖毒性改善に伴うGlucagon-like-Peptide-１の分泌能の変化とそ

の意義についての研究」

八千代医療センター糖尿病内
分泌代謝内科

寺井　勝　病院長

平成２２年５月 1877
「救命救急センター搬入患者における青色光線照射による意識障害をはじ

めとする神経症状改善効果の臨床検討」
東医療センター救急医療科

中川　隆雄　教授　殿

平成２２年５月 1878 「アミオダロンによる肺障害の予測法の開発」
循環器内科学

萩原　誠久　教授
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平成２２年５月 1879
「重症筋無力症における非運動性障害と生活クオリティーに関する実態調

査」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２２年５月 1880 「リアルタイム３次元経食道心エコーによる心機能と弁機能評価」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年５月 1881
「FloTracTMから得られた一回拍出量変動による自発呼吸患者における輸

　　　　液反応性の予測」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年５月 1882 「急性冠動脈症候群における左室拡張能と予後との関連」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年５月 1883
「急性冠動脈症候群におけるトロンボキサン合成とプロスタサイクリン産

出のバランスと予後との関連」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年５月 1884
「インスリン療法中の2型糖尿病患者におけるピオグリタゾン追加投与の動

脈硬化関連因子に対する有効性の検討」

八千代医療センター糖尿病内
分泌代謝内科

寺井　勝　病院長

平成２２年５月 1885
「慢性腎臓病合併2型糖尿病患者におけるアロプリノールの腎機能に対する

効果および安全性の検討」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年５月 1886
「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５月 1887
「小児Nuss法漏斗胸手術（ペクタスバー挿入術）患者のフェンタニルによ

るIV-PCA、EPI-PCAの鎮痛効果と5HT3遮断薬の効果の検討について」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年５月 1888 「小児外科症例に対する早期飲水の検討」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年５月 1889
「乳房温存療法の術後照射における短期全乳房照射法の安全性に関する多

施設共同試験」
放射線腫瘍学

三橋　紀夫　教授

平成２２年５月 1890 「パリビズマブ使用実態全国調査」
母子総合医療センター

楠田　聡　教授

平成２２年５月 1891
「大学病院における複数領域CNS:Certified Nurse Specialist間の恊働に関

する研究」
看護部

川野　良子　看護部長　殿

平成２２年５月 1892 「アドヒアランス向上を目的とした統合失調症患者の実態調査」
精神医学

石郷岡　純　教授　殿

平成２２年５月 1893
「小児〜思春期に腎移植を受けた患児と 家族の長期的生活予後の把握と 心

理教育に基づく支援に関する研究」
精神医学

石郷岡　純　教授　殿

平成２２年５月 1894 「統合失調症患者に対する多職種恊働外来支援システムの開発」
精神医学

石郷岡　純　教授　殿

平成２２年５月 1895
「補助人工心臓を装着している患者の入院生活での体験と看護支援に関す

る研究」
心臓血管外科学
山崎　健二　教授

平成２２年５月 1896 「ICUにおける人工呼吸の現状を把握するための国際研究」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年５月 1897
「小児気管支喘息重症発作に対するイソプロテレノール持続吸入療法の検
討：サルブタモール持続吸入療法を対照とした多施設共同二重盲検ランダ

ム化比較試験」

八千代医療センター小児科
寺井　勝　病院長　殿

平成２２年５月 1898
「大腻骨近位部骨折患者におけるミノドロン酸水和物による対側大腻骨近

位部強度に与える効果の検討」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２２年５月 1899 「気漏閉鎖のための細胞シート培養法の確立」
第一外科学

大貫　恭正　教授



平成２２年６月 1900
「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２２年６月 1901
「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 Mechanically Assisted Circulatory Support：J-MACS」

心臓血管外科学
山崎　健二　教授

平成２２年６月 1902
「思春期にあるアスペルガー症候群をもつ患者に対する看護師の認識と援

助の実際」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２２年６月 1903
「2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療

とのランダム化比較試験」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年６月 1904 「慢性腎臓病の進展におけるアリスキレンの効果に関する研究」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２２年６月 1905
「子宮頸がんⅠb期・Ⅱa期リンパ節転移症例を対象とした塩酸イリノテカ
ン(CPT-11)/ネダプラチン(NDP)による術後補助化学療法に関する第Ⅱ相試

験」

東医療センター産婦人科
高木　耕一郎　教授

平成２２年６月 1906 「データベースを基にした髄膜種の臨床病理学的検討」
東医療センター脳神経外科

糟谷　英俊　教授

平成２２年６月 1907
「医学生の内的変化からみた国際保健活動プログラムの評価と向上に関す

る研究」
国際環境・熱帯医学

遠藤　弘良　教授　殿

平成２２年６月 1908 「女性専門外来における様々な不定愁訴と抑うつとの関係に関する研究」
東医療センター性差医療部

片井　みゆき　診療部長代行

平成２２年６月 1909
「C型慢性肝炎患者に対するペグインターフェロン アルファ2b＋リバビリ
ン併用療法時のC型肝炎ウイルスの遺伝子変異、ウイルス量の推移及び糖・

脂質代謝の治療効果に関する検討」

東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２２年６月 1910 「包括的健康質問票の開発と健康関連要因との検討」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２２年６月 1911
「2型糖尿病合併CKD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-DN Trial」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２２年６月 1912 「間質性腼胱炎の臨床サンプルを用いた病態解明に関する臨床検討」
東医療センター泌尿器科
大塚　邦明　病院長

平成２２年６月 1913 「再発した造血器がん患者にとっての治療選択と治療継続の意味」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２２年６月 1914 「小児外科症例に対する早期飲水の検討」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年６月 1915 「新卒で手術室配置となった新人看護師が見いだしていく手術看護」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２２年６月 1916 「病院を変わって看護師が経験すること」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２２年６月 1917
「初回TS-1療法に治療抵抗性を示した進行・再発胃癌に対する二次化学療
法—CPT-11単独療法 vs TS-1+CPT-11併用化学療法の無作為化比較第Ⅱ/Ⅲ相

臨床試験ー」

化学療法・緩和ケア科
林　和彦　診療部長

平成２２年６月 1918 「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２２年７月 1919
「初発膠芽腫に対するインターフェロン-α＋テモゾロミド併用化学放射線

療法のランダム化第Ⅱ相試験」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２２年７月 1920 「チーム医療におけるストレスマネジメントケアシステムの構築と評価」
看護学部

下平　唯子　教授



平成２２年７月 1921 「看護師が介護施設で派遣看護師としてはたらく意味」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２２年７月 1922 「卒業後2年目の男性看護師のキャリアデザイン」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２２年７月 1923 「主任看護師のキャリアデザイン」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２２年７月 1924 「脳動脈血行再建術施行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２２年７月 1925
「看護師と話す際に子どもの母親に潜む思いー慢性疾患をもつ子ども

の母親へのインタビューからー」
看護学研究科

日沼　千尋　教授

平成２２年７月 1926 「緊急で集中治療室に入室となった患者の家族からみた看護師の姿勢」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２２年７月 1927 「痛みをもつがん患者をケアする看護師への支援」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２２年７月 1928 「認知症高齢者の排便コントロールの試み」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２２年７月 1929
「レニン-アンギオテンシン系抑制薬投与中の慢性腎臓病（CKD）合併高血
圧患者におけるベニジピンとヒドロクロロチアジドの腎機能に及ぼす影響

についての比」

第四内科学
新田　孝作　教授

平成２２年７月 1930
「高血圧を伴う多発性嚢胞腎において、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
(ARB)にカルシウム・チャネル拮抗薬(CCB)またはアンジオテンシン変換酵素
阻害薬(ACEI)を追加することの腎・心血管系障害に対する影響の検討」

第四内科学
新田　孝作　教授

平成２２年７月 1931
「冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法また

は通常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD）」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年７月 1932
「J-Home CARE II　本邦の心不全患者における胸郭インピーダンス測定を利

用した体液状態モニタリング」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年７月 1933
「「一過性脳虚血発作（TIA）の診断基準の再検討、ならびにわが国の医療
環境に則した適切な診断・治療システムの確立に関する研究」班による

TIIA入院例の後ろ向き登録調査」

神経内科学
内山　真一郎　教授

平成２２年７月 1934
「更年期障害の予防に関する研究—更年期の知識、 QOL、 費用効果比の観点

からー」
女性生涯健康センター
加茂　登志子　教授

平成２２年７月 1935
「持続糖濃度測定システム（CGMS）を用いたインクレチン関連薬による血
糖日内変動改善効果の検討　–GLP-1受容体作動薬（リラグルチド）とDPP-4

阻害薬（シタグリプチン）の比較-」

第三内科学
岩本　安彦　教授

平成２２年７月 1936 「酸逆流関連疾患の臨床研究」
総合診療科

野村　馨　教授

平成２２年７月 1937
「胃癌腹膜播種、腹腔洗浄細胞診陽性症例に対する腹腔内タキサン投与と

S-1経口投与の併用療法の第２相試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年７月 1938
「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」

八千代医療センター肝胆膵外
科

寺井　勝　病院長

平成２２年７月 1939
「内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査後の膵炎予防に対して、メシル酸ナ

ファムスタットとメシル酸ガベキサートの比較検討」

八千代医療センター肝胆膵外
科

寺井　勝　病院長

平成２２年９月 1940 「外傷性ストレス体験の認知に関する研究」
女性生涯健康センター
加茂　登志子　教授

平成２２年９月 1941
「東京女子医科大学における子宮頸がん予防啓発活動が及ぼす影響に関す

る前向き調査」
女性生涯健康センター
加茂　登志子　教授



平成２２年９月 1942 「高齢男性肺がん患者の語りにみる治療体験と今後への思い」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２２年９月 1943
「整形外科外来の脊椎関連慢性疼痛患者における神経障害性疼痛有病率に

関する調査」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２２年９月 1944 「非小細胞肺がん患者の体重およびQOL等に関する臨床研究」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年９月 1945
「気管支喘息患者に対する吸入ステロイド／長時間作用型β2刺激薬合剤

(SFC)とプランルカスト水和物の併用療法に関する検討」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年９月 1946
「L1CAM遺伝子変異によるX染色体連鎖劣性遺伝性先天性水頭症の出生前診

断」
遺伝子医療センター
齋藤　加代子　教授

平成２２年９月 1947 「乳幼児下気道ウイルス感染症の臨床像の解明」
八千代医療センター小児科

寺井　勝　病院長

平成２２年９月 1948
「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９月 1949
「T細胞クロスマッチ検査 (CDC法) 陽性の腎移植レシピエント候補患者に対

する術前ボルテゾミブの使用」
腎臓外科

渕之上　昌平　診療部長代行

平成２２年９月 1950
「正常妊婦並びに心疾患合併妊婦におけるB type natriuretic peptide

(BNP) の推移に関する検討」

母子総合医療センター母性・
胎児科

松田　義　雄　教授

平成２２年９月 1951 「胎内発育に影響を与える諸因子の網羅的解析」
母子総合医療センター母性・

胎児科
松田　義　雄　教授

平成２２年９月 1952
「「心の理論」を用いた、うつ病（大うつ病性障害）患者における職場復

帰の可否の検討」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２２年９月 1953 「心療内科医師と患者、患者家族とのコミュニケーションの解析」
先端生命医科学研究所
大和　雅之　教授

平成２２年９月 1954
「新しいデーターマインニング技術を用いた患者、家族、医療者間の問題

点抽出法の開発」
先端生命医科学研究所
大和　雅之　教授

平成２２年９月 1955
「脳腫瘍患者を対象としたMRIと術中及び硬膜下電極マッピングによる言語

関連神経回路の同定」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２２年９月 1956
「眼内新生血管に起因する難治性眼疾患に対するBevacizumab(商標品

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２２年９月 1957
「非アルコール性脂肪性肝炎の病態における長鎖脂肪酸延長酵素の発現異

常とその臨床的意義に関する研究」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２２年９月 1958
「女性の排尿筋低活動患者に対するジスチグミン臭化物（商品名：ウブレ

チド®錠5mg）を用いた臨床研究」
東医療センター泌尿器科
大塚　邦明　病院長

平成２２年９月 1959 「内臓錯位症候群の疫学と治療実態に関する研究」
循環器小児科

中西　敏雄　教授

平成２２年９月 1960 「脳梗塞におけるミクログリアの分子病理学的研究」
第一病理学

小林　槇雄　教授

平成２２年９月 1961 「高所環境への順応過程に関する医学研究」
総合研究所

高桑　雄一　所長

平成２２年９月 1962 「生体腎移植におけるドナーの意志決定援助についての検討」
看護部

川野　良子　看護部長



平成２２年９月 1963 「看護師によるプレパレーションの実践が医師の認識に及ぼす影響」
看護部

川野　良子　看護部長

平成２２年９月 1964
「地域住民は温泉に何を求めているかー掛川市内温泉施設利用者への意識

調査ー」
看護学部

山元　由美子　教授

平成２２年９月 1965
「幼児を育てている母親の食生活と子育ての検討ーHealthy Communityの礎

となる母親の健康増進をめざしてー」
看護学部

久米　美代子　教授

平成２２年９月 1966 「出産施設の母乳外来で受けた支援に対する母親の思い」
看護学部

久米　美代子　教授

平成２２年９月 1967
「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 SkinReaction）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」

青山病院
川名　正敏　病院長

平成２２年９月 1968 「部分要素を有するWest症候群の診療に関する研究」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２２年９月 1969 「非定型小児良性部分てんかん（ABPE）についての後方視的臨床研究」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２２年９月 1970
「StageⅢb大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

UFT/Leucovorin療法とTS-1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２２年９月 1971
「切除不能または再発食道癌に対するDocetaxel,Cisplatin,5-FU併用療法の

臨床Ⅰ/Ⅱ相試験(JCOG0807)」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年９月 1972 「骨粗鬆症患者におけるQOLとペインマネジメントに関するレジストリー」
東医療センター整形外科

千葉　純司　教授

平成２２年９月 1973
「StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する補助化学療法としてのmFOLFOX6療法(L-

OHP+I-LV/5-FU)の臨床第Ⅱ相試験」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２２年９月 1974
「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２２年９月 1975
「Ｓ−１ 単独療法に治療抵抗性を示し た進行・ 再発胃癌に対する Ｃ Ｐ Ｔ −１
１＋ＣＤＤＰ併用化学療法ｖｓＣＰＴ−１ １ 単独療法の無作為化比較第Ⅲ相

臨床試験」

第二外科学
亀岡　信悟　教授

平成２２年９月 1976
「妊婦子宮における下大静脈圧迫による静脈還流量と硬膜外静脈叢への影

響に関する研究」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年９月 1977 「ODK-1001/1002臨床性能試験」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２２年９月 1978
「上皮成長因子受容体阻害薬によって生じる座瘡様皮疹の発症メカニズム

の解明」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２２年９月 1979 「ヒト由来培養脂腺細胞を用いた実験系の確立」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２２年９月 1980 「笑気麻酔が聴覚誘発反応測定装置に及ぼす影響」
東医療センター麻酔科
小森　万希子　教授

平成２２年９月 1981
「ガンマナイフ治療を行った転移性脳腫瘍例のデータベースを基にした臨

床統計学的検討」
東医療センター脳神経外科

糟谷　英俊　教授

平成２２年９月 1982 「無痛無汗症の免疫能調査研究」
統合医科学研究所
三谷　昌平　所長



平成２２年９月 1983 「アクションリサーチによる在宅緩和ケア拠点の形成とその活動評価」
看護学部

伊藤　景一　教授

平成２２年９月 1984 「児童期より実母から虐待を受けてきた人の経験の持つ意味」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２２年９月 1985
「中高年男性うつ病患者の職場復帰支援における看護の実際—企業と 外来に

おける連携に焦点を当てて—」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２２年９月 1986 「精神科診療所に通院する統合失調症圏の患者の通院体験」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２２年１０月 1987
「早期前立腺がんに対するPSA監視療法：国際共同比較研究（PRIAS-

JAPAN）」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年１０月 1988
「急性冠症候群におけるうつの頻度と心血管系イベントとの関連に関する

アンケート調査」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２２年１０月 1989
「多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKDレジストリー研

究）」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２２年１０月 1990
「多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKDレジストリー研

究）」
腎臓小児科

服部　元史　教授

平成２２年１０月 1991
「切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対する初回化学療法として

のTS-1隔日投与法臨床第Ⅱ相試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年１０月 1992
「切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対する二次化学療法として

のTS-1隔日投与法臨床第Ⅱ相試験」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２２年１０月 1993 「自己培養歯根膜細胞シートを用いた歯周組織の再建」
歯科口腔外科学

安藤　智博　教授

平成２２年１０月 1994
「小児気管支喘息重症発作に対するイソプロテレノール持続吸入療法の検
討：サルブタモール持続吸入療法を対照とした多施設共同二重盲検ランダ

ム化比較試験」

八千代医療センター小児科
寺井　勝　病院長

平成２２年１０月 1995
「プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮性卵巣がん、原発
性卵管がん、腹膜がん）におけるリポソーム化ドキソルビシン（PLD）

50mg/m２に対するPLD40mg/m２のランダム化第Ⅱ相比較試験」

産婦人科学
松井　英雄　教授

平成２２年１０月 1996
「子宮頸がんⅠb期・Ⅱa期を対象とした術後補助化学療法塩酸イリノテカ

ン(CPT-11)＋ネダプラチン(NDP)第Ⅱ相試験」
産婦人科学

松井　英雄　教授

平成２２年１０月 1997 「摘出脳腫瘍組織からの自動迅速解析に関する研究」
先端生命医科学研究所

伊関　洋　教授

平成２２年１０月 1998 「2型糖尿病における認知機能に関する研究」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年１０月 1999
「内蔵脂肪蓄積のある糖尿病合併脂質異常症患者におけるコレスチミドの

有効性に関する検討」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年１０月 2000
「月経前不快気分障害における薬物治療ガイドラインの有用性に関する研

究」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２２年１０月 2001
「DV被害母子家庭における母親の育児ストレスと認知特性に関する調査—主

として子どもの精神・行動面の問題との関連について—」
女性生涯健康センター
加茂　登志子　教授

平成２２年１０月 2002
「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療法の

有効性の検討」
東医療センター整形外科

千葉　純司　教授

平成２２年１０月 2003
「新生児における光ファイバーセンサを用いた無拘束心拍呼吸計測の基礎

研究」
母子総合医療センター

楠田　聡　教授



平成２２年１０月 2004 「Hallervorden-Spatz病に対する選択的鉄キレート療法の試み」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２２年１０月 2005
「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療法の

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２２年１０月 2006
「関節リウマチの寛解導入療法向上、休薬に関する検討（関節リウマチに
おけるトシリズマブ単独投与或はメトトレキサート併用療法による有効性

の比較検討及び、トシリズマブ投与からの離脱の検討）」

膠原病リウマチ痛風センター
山中　寿　教授

平成２２年１０月 2007
「掛川市内の訪問看護師が関わっている在宅療養者の健康問題と在宅ケア

の実際——在宅における 看護技術の実施状況を中心にー」
看護学部

伊藤　景一　教授

平成２２年１０月 2008 「生体弁サイジングスタディー」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授

平成２２年１０月 2009 「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２２年１０月 2010
「待機的大腸がん手術の閉創における真皮縫合の手術部位感染症(Surgical

Site Infection:SSI)抑制効果に関する研究」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２２年１０月 2011 「原発性アルドステロン症における腎機能障害に関する研究」
第二内科学

肥塚　直美　教授

平成２２年１０月 2012
「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」

化学療法・緩和ケア科
林　和彦　教授

平成２２年１０月 2013 「青色LED（Light Emitting Diode）による止血効果の検討」
歯科口腔外科学

安藤　智博　教授

平成２２年１０月 2014 「看護師におけるせん妾教育プログラムの効果の検証」
看護学部

田中　美恵子 教授

平成２２年１０月 2015
「認知機能低下を伴う高齢高血圧患者におけるACE阻害薬の降圧効果と認知

機能に及ぼす影響の検討」
東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２２年１０月 2016 「関節リウマチ患者の肺病変頻度の検討」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年１１月 2017
「転移・再発を有する腎細胞癌に対する自己活性化γδ型T細胞と含窒素ビ

スホスホン酸を用いた癌標的免疫療法　臨床第Ⅱ相試験」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２２年１１月 2018
「先進医療として施行された大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）の有効性と安全性に関する多施設共同研究（前向きコホート研

究）」

東医療センター検査科
加藤　博之　教授

平成２２年１１月 2019
「二相性インスリンアスパルト混合製剤導入患者に対するQOL及び血糖コン

トローに関する観察研究」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年１１月 2020
「中枢性摂食異常症の全国疫学調査のためのパイロット研究-東京都の高校

生における疫学調査-」
第二内科学

肥塚　直美　教授

平成２２年１１月 2021 「小児神経免疫疾患における髄液中サイトカインの検討」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２２年１１月 2022
「日系アメリカ人におけるフクチン遺伝子の創始者変異の検索（共同研

究）」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２２年１１月 2023 「1p36欠失症候群の実態把握と合併症診療ガイドライン作成」
統合医科学研究所
三谷　昌平　所長

平成２２年１１月 2024 「皮質形成異常及び脳腫瘍のMRI解析のための日本人脳モデル作成」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授



平成２２年１１月 2025 「極低出生体重児に対する新規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２２年１１月 2026 「成分栄養剤の粘度が糖代謝に及ぼす影響」
八千代医療センター消化器内

科
寺井　勝　病院長

平成２２年１１月 2027
「全身麻酔手術患者におけるスガマデクスの残存筋弛緩発生抑制について

の研究」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年１１月 2028 「全身麻酔中微尐誤嚥予防のための新しい気管チューブカフ研究」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年１１月 2029
「膵癌診断における唾液中メッセンジャーRNA(mRNA)定量検査の有用性に関

する研究」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２２年１１月 2030 「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
須納瀬　弘　診療部長代行

平成２２年１１月 2031 「後頚部温罨法の気持ちよさに関する無作為化臨床試験」
看護学部

山元　由美子　教授

平成２２年１１月 2032 「大腸がん化学療法における臨床検査値の時系列解析」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２２年１１月 2033 「進行非小細胞肺癌に対するティーエスワン維持療法の第Ⅱ相臨床試験」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年１２月 2034
「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 Mechanically Assisted Circulatory Support：J-MACS」

心臓血管外科学
山崎　健二　教授

平成２２年１２月 2035 「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１２月 2036
「ベクトル合成187チャネル高分解能心電計（DREAM-ECG）と不整脈イベント
に関する多施設共同観察研究（DREAM-ECG and Arrhythmic Event Study,

DECAR）」

循環器内科学
萩原　誠久　教授

平成２２年１２月 2037
「高磁場(3T)MRI及び3倍量造影剤を用いた神経膠腫画像評価、及び病理・予

後予測に関する検討」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２２年１２月 2038
「全身性エリテマトーデス患者の疾患活動性・障害と健康関連QOLのアン

ケート形式による評価と相互の関連についての検討」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２２年１２月 2039
「イヌリンを用いた腎移植ドナー、レシピエントの糸球体濾過率（GFR）の

測定」
腎臓外科

渕之上　昌平　診療部長代行

平成２２年１２月 2040 「2型糖尿病におけるGLP-1の心臓の形態と機能に関する研究」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２２年１２月 2041 「妊婦のストレスが胎児発育に与える影響に関する研究」
母子総合医療センター母体・

胎児科
松田　義雄　教授

平成２２年１２月 2042
「多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究（J-PKDレジストリー研

究）」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２２年１２月 2043
「日本ネフローゼ症候群コホート研究、及び原発性ネフローゼ症候群の発

症率、予後に関する観察研究」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２２年１２月 2044 「睡眠呼吸障害の新たな診断法の開発ー非接触型診断装置の臨床的応用」
東医療センター総合診療部

山口　佳寿博　教授

平成２２年１２月 2045
「小児・若年期における携帯電話端末使用と健康に関する疫学調査」小

児・若年者の携帯電話端末使用の曝露評価　～フィージビリティスタディ
～」

衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授



平成２２年１２月 2046
「塩酸ランジオロールがレミフェンタニル麻酔中の交感神経活動に及ぼす

影響と至適用量に関する検討」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２２年１２月 2047
「COPD二次感染患者の気道分泌に対するクラリスロマイシンの効果の検

討」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２２年１２月 2048
「アクシデント・インシデント当事者サポート体制構築のためのインタ

ビュー調査（看護師対象）」
医療・病院管理学
上塚　芳郎　教授

平成２２年１２月 2049
「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１２月 2050
「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
渕之上　昌平　診療部長代行

平成２２年１２月 2051 「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

渕之上　昌平　診療部長代行

平成２３年１月 2052
「初発時慢性期慢性骨髄性白血病に対するイマチニブの至適血中濃度を指

標とした早期投与量調整の効果を検討する第Ⅱ相臨床試験」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年１月 2053
「根治切除不能な頭頸部扁平上皮癌に対するS-1+CDDPを同時併用する化学放

射線療法の第Ⅱ相試験」
放射線腫瘍学

三橋　紀夫　教授

平成２３年１月 2054
「高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法における補助

ホルモン治療の有効性に関する臨床研究」
放射線腫瘍学

三橋　紀夫　教授

平成２３年１月 2055
「間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪に関連する因子の探

索—多施設共同後向き コ ホート 研究」
第一外科学

大貫　恭正　教授

平成２３年１月 2056
「染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関す

る観察研究」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年１月 2057
「研究参加施設に新たに発生する全AML、高リスクMDS症例を対象とした5年

生存率に関する観察研究（前向きコホートスタディー）」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年１月 2058
「低位前方切除術における一時的人工肛門造設に関する多施設共同前向き

観察研究」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２３年１月 2059
「平成21年度厚生労働省科学研究費補助金「肝炎等克服緊急対策研究事

業」免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬によるB型肝炎ウイルス再活性化の実態解明
と対応策の確立」

血液内科学
泉二　登志子　教授

平成２３年１月 2060 「低分子ペプチド非投与群と投与群のランダム化第Ⅱ相臨床試験」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年１月 2061
「標準療法不応進行胆道癌に対するCpG併用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２３年１月 2062 「産婦人科領域での抗悪性腫瘍剤投与時の悪心・嘔吐の実態調査」
産婦人科学

松井　英雄　教授

平成２３年１月 2063
「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２３年１月 2064
「新患および既存糖尿病薬効果不十分な２型糖尿病患者に対するシタグリ

プチン投与による血糖コントロールへの影響に関する調査」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２３年１月 2065 「自己免疫性疾患の病態における自己抗体の血中濃度の検討」
微生物学免疫学

八木　淳二　教授

平成２３年２月 2066
「切除不能進行・ 再発大腸癌における EGFR陽性・ KRAS遺伝子野生型に対する

一次治療mFOLFOX6+セツキシマブ併用療法の第Ⅱ相試験　 JACCROCC-05」
化学療法・ 緩和ケア科

林　 和彦　 教授



平成２３年２月 2067
「高齢者の切除不能・ 再発大腸癌に対する UFT/Leucovor i n+Bevaci zumab併用

療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験」
化学療法・ 緩和ケア科

林　 和彦　 教授

平成２３年２月 2068
「切除不能の局所進行膵癌に対する 化学放射線療法における 無作為割付第

Ⅱ相試験」
化学療法・ 緩和ケア科

林　 和彦　 教授

平成２３年２月 2069
「Nat i onal  Cl i ni cal  Dat abase( 日本臨床データ ベース 機構, NCD) への症例登

録」
消化器外科学

山本　 雅一　 教授

平成２３年２月 2070
「単心室血行動態をも つ患者に対する シルデナフ ィ ル投与の効果に関する

調査」
循環器小児科

中西　 敏雄　 教授

平成２３年２月 2071
「ガンマナイ フ 治療を行った各種原発性脳腫瘍例のデータ ベース を基にし

た臨床統計学的検討」
東医療センタ ー脳神経外科

糟谷　 英俊　 教授

平成２３年２月 2072
「ガンマナイ フ 治療を行った脳動静脈奇形例のデータ ベース を基にし た臨

床統計学的検討」
東医療センタ ー脳神経外科

糟谷　 英俊　 教授

平成２３年２月 2073
「新人看護師の独り 立ちを促進する チェ ッ ク リ ス ト を介し た教育の現状と

課題」
看護学部

佐藤　 紀子　 教授

平成２３年２月 2074 「重症頭部外傷の臨床統計学的検討」
東医療センタ ー脳神経外科

糟谷　 英俊　 教授

平成２３年２月 2075 「聴神経腫瘍の神経耳科学的統計」
東医療センタ ー脳神経外科

糟谷　 英俊　 教授

平成２３年２月 2076 「犯罪被害者への急性期対応の現状に関する 調査」
女性生涯健康センタ ー
加茂　 登志子　 教授

平成２３年２月 2077
「経皮的冠動脈形成術（ PCI ） を施行し た急性冠症候群（ ACS） 患者における

梗塞およ び障害心筋の検討　 —多断面断層X線CTを用いて—」
循環器内科学

萩原　 誠久　 教授

平成２３年２月 2078
「低用量経口避妊薬服用女性における 薬物代謝酵素活性変動　 —薬物代謝酵

素活性変動を踏ま えた助産師によ る テーラ ーメ イ ド ケア—」
看護学研究科

久米　 美代子　 教授

平成２３年２月 2079
「持続糖濃度測定シス テム（ CGMS） を用いたイ ンク レ チン関連薬によ る 血

糖日内変動改善効果の検討　 –GLP-1受容体作動薬（ リ ラ グルチド  と DPP-4阻
害薬（ シタ グリ プチン） の比較-」 ）

第三内科学
岩本　 安彦　 教授

平成２３年２月 2080
「心臓血管外科における ePTFE（ Expanded pol yt et r af l uoroet hyl ene） 製心

膜シート の癒着防止に関する 有効性調査（ 多施設共同研究） 」
心臓血管外科学

山崎　 健二　 教授

平成２３年２月 2081 「顔面の皮膚炎でのFusobacteriumの関与と治療についての検討」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２３年２月 2082 「脂漏性角化症の色素増強メカニズムの解明」
皮膚科学

川島　眞　教授

平成２３年２月 2083 「新生児における 特発性無呼吸の検討」
東医療センタ ー周産期新生児

診療部
長谷川　 久弥　 診療部長

平成２３年２月 2084
「病理組織標本、 レ ント ゲン所見、 およ び胸腔鏡所見によ る 石綿ばく 露量

の評価に関する 研究」

八千代医療センタ ー病理診断
科

寺井　 勝　 病院長

平成２３年２月 2085 「肝細胞癌切除術に対する Late Eveni ng Snackの効果」
消化器外科学

山本　 雅一　 教授

平成２３年２月 2086
「糖尿病母体児およ び不当軽量児の低血糖症と 高イ ンス リ ン血性低血糖症

の鑑別に関する 研究」
母子総合医療センタ ー

楠田　 聡　 教授



平成２３年２月 2087 「慢性心不全に対する限外濾過療法（ECUM療法）」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２３年２月 2088 「ヒト疾患特異的iPS細胞の作成とそれを用いた疾患解析に関する研究」
腎臓小児科

服部　元史　教授

平成２３年２月 2089
「腼胱における日内リズム関連遺伝子の発現タンパクの正常腼胱機能およ

び疾患との関連についての研究」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２３年２月 2090
「腹腔鏡下およ び開放性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２３年２月 2091
「日本小児白血病リ ンパ腫研究グループ( JPLSG) における 小児血液腫瘍性疾

患を対象と し た前方視的疫学研究」
東医療センタ ー小児科

杉原　 茂孝　 教授

平成２３年２月 2092
「子宮頸部小細胞癌に対する 治療法・ 予後についての後方視的研究KCOG-

G902s」
東医療センタ ー産婦人科

高木　 耕一郎　 教授

平成２３年２月 2093
「治癒切除不能進行・ 再発大腸癌に対する 初回化学療法の治療成績のプー

ル解析によ る 検討」
東医療センタ ー外科
小川　 健治　 教授

平成２３年３月 2094 「造影CTを用いた重複下大静脈の逆流についての検討」
東医療センター放射線科

上野　惠子　教授

平成２３年３月 2095 「良性発作性頭位眩暈症と内耳の解剖学的変異についての研究」
東医療センター放射線科

上野　惠子　教授

平成２３年３月 2096 「MRI拡散強調像による卵巣腫瘍の血流評価についての検討」
東医療センター放射線科

上野　惠子　教授

平成２３年３月 2097 「fukutin、α-dystroglycanの神経細胞における発現と機能の解析」
第一病理学

小林　槇雄　教授

平成２３年３月 2098 「甲状腺癌細胞に対するゾレドロン酸の影響に関する分子病理学的研究」
第一病理学

小林　槇雄　教授

平成２３年３月 2099 「CHADS2 スコア低値の脳梗塞症例の臨床背景を探る」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２３年３月 2100 「胆道癌根治術に対するS-1による補助化学療法のfeasibility study」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２３年３月 2101
「小児〜思春期に腎移植を受けた患児と 家族の長期的生活予後の把握と 心

理教育に基づく支援に関する研究」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２３年３月 2102
「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２３年３月 2103 「青尐年の日常生活と脳腫瘍（Mobi-kids Japan）」
衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授

平成２３年３月 2104
「臨床病床Ⅱ/Ⅲ(T4を除く)食道癌に対する根治的化学放射線療法 +/-救済

治療の第Ⅱ相試験（JCOG0909）」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２３年３月 2105

「フッ化ピリミジン系抗がん剤（FU等）、オキサリプラチン（L-OHP）、ベ
バシズマブ（BV）併用療法既治療進行再発大腸癌患者に対する2次治療とし
てのベバシズマブ併用イリノテカン（CPT-11）療法の検討-第Ⅱ相臨床試験-

」

化学療法・緩和ケア科
林　和彦　教授

平成２３年３月 2106
「変形性膝関節症患者におけるセレコキシブの関節水腫の改善効果に関す

る検討」
東医療センター整形外科

千葉　純司　教授



平成２３年３月 2107 「光トポグラフィー検査と生物マーカーによる精神疾患の臨床経過研究」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２３年３月 2108 「ヒト成長ホルモン測定試薬「Elecsys GH」の臨床性能評価」
中央検査部

川島　眞　運営部長

平成２３年３月 2109
「喀痰を伴うCOPD患者におけるチオトロピウムの喀痰・咳症状に対する効

果の検討」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２３年３月 2110
「CAT(COPD Assessment Test )を使用したCOPD患者のQOLに影響する因子と

予後予測因子の検索」
第一内科学

永井　厚志　教授

平成２３年３月 2111
「糖尿病網膜症の硝子体中血管新生因子および炎症関連因子に関する検

討」
糖尿病眼科

北野　滋彦　教授

平成２３年３月 2112 「ヒト肝胆膵悪性腫瘍における腫瘍抗原mRNA発現の検索」
先端生命医科学研究所

有賀　淳　教授

平成２３年３月 2113
「膵がん切除患者を対象としたゲムシタビンとS-1の併用療法（GS療法）を
ゲムシタビン単独療法と比較する術後補助化学療法のランダム化第Ⅲ相試

験（JSAP-04）」

消化器外科学
山本　雅一　教授

平成２３年３月 2114 「マルファン症候等類縁動脈疾患の病因解明のための遺伝子診断」
遺伝子医療センター
斎藤　加代子　教授

平成２３年３月 2115
「非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）を合併した2型糖尿病患者における

シタグリプチンのNAFLDの病態に対する検討」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２３年３月 2116
「Duchenne型筋ジストロフィーにおける副腎皮質ステロイド治療の知能への

影響についての解析と比較対照研究」
遺伝子医療センター
斎藤　加代子　教授

平成２３年３月 2117
「補助人工心臓を装着し心臓移植を待機している患者の家族支援に関する

研究」
看護学部

川野　良子　看護部長

平成２３年３月 2118 「白血病の発癌メカニズムに関する血液学的研究」
薬理学

丸　義朗　教授

平成２３年３月 2119 「中学生を対象とした社会的スキル教育の効果検討」
医学教育学

吉岡　俊正　教授

平成２３年３月 2120 「副甲状腺ホルモン測定試薬「Elecsys PTH(1-84)」の基礎的性能評価」
中央検査部

川島　眞　運営部長

平成２３年３月 2121 「T－TASによる血栓形成能の検討」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２３年３月 2122 「物忘れ患者における嗅覚同定機能検査の有用性に関する研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２３年３月 2123
「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

平成２３年３月 2124
「二次性肺高血圧症を呈する慢性呼吸器疾患に対する陽陰圧体外式人工呼

吸の効果検討」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２３年３月 2125
「生体腎移植ドナーに関する倫理的課題ー腎提供後のサポートに関する移

植医療システムの構築のための調査研究」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年３月 2126
「臓器提供における倫理的課題ー生体ドナーの擁護者としての移植コー

ディネターの役割」
看護学研究科

久米　美代子　教授



平成２３年３月 2127
「臓器移植を受ける子どもの支援プログラムの開発に関する研究－主体的

意思決定から自立へ－」
看護学部

日沼　千尋　教授

平成２３年３月 2128
「フィラデルフィア染色体陰性成人急性リンパ性白血病の初回再発後の予

後についての後方視野的検討」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年３月 2129 「小児悪性腫瘍におけるアプレピタントの安全性・有効性に評価」
薬剤部

木村　利美　薬剤部長

平成２３年３月 2130
「扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌に対するベバシズマブ治療　コホート調

査」
化学療法・緩和ケア科

林　和彦　教授

平成２３年３月 2131
「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビン静注ブスルファンによ

る移植前治療を用いた臍帯血移植の有効性の検討　–JSCT FB10 CB-」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年３月 2132
「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビン静注ブスルファンによ
る移植前治療を用いた同種骨髄・末梢血幹細胞移植の有効性の検討–JSCT

FB10 PB/BM-」

血液内科学
泉二　登志子　教授

平成２３年３月 2133
「一過性脳虚血発作（TIA）患者における脳心血管イベントの発症に関する

前向き観察研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２３年３月 2134
「ARDS/ALI患者に対する早期リハビリテーション介入効果の検討（退院時

ADLレベルに着目して）」
リハビリテーション科
猪飼　哲夫　教授

平成２３年３月 2135 「DPP-4阻害薬の血管障害に対する効果」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２３年３月 2136 「月経周期による嗅覚感受性の変化」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年３月 2137
「StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6療法の認容性に関する検討」

八千代医療センター消化管外
科

寺井　勝　病院長　殿

平成２３年３月 2138 「MIBG心筋シンチグラフィによるParkinson病の診断能に関する研究」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２３年３月 2139
「糖尿病性腎症例を対象とした予後、合併症、治療に関する観察研究（メ

タ解析）」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２３年３月 2140
「脳卒中患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する大規模

臨床研究」
東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２３年３月 2141 「腎細胞癌の転移巣を切除した患者の予後と予後因子の検討」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２３年３月 2142 「子宮頸部小細胞癌に対する治療法・予後についての後方視的研究」
産婦人科学

松井　英雄　教授

平成２３年３月 2143 「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


