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加齢黄斑変性の前段階病変（ドルーゼン）と脳内アミロ

イドBとの関連

急性心筋梗塞患者における合成心電図精度評価，及

び冠動脈精度評価

寛解期潰瘍性大腸炎に対する1日1回投与の5-ASA製

剤の寛解維持効果についての検討

StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法と

してのTS－1＋Docetaxel併用療法とTS－1単独療法のラ

ンダム化比較第Ⅲ相試験

フッ化ピリミジン＋オキサﾘプラチン＋セツキシマブ療法

耐性の切除不能進行・再発大腸癌患者に対する二次

治療ティーエスワン＋イリノテカン塩酸塩水和物＋ベバ

シズマブ療法の第Ⅱ相試験

成長ホルモン自己注射に関する教育プログラムの活用

と実際

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症

に対するリバーロキサバンの有効性と安全性に関する登

録観察研究

中心性漿液性脈絡網膜症の背景因子を明らかにするた

めの症例対照研究

KRAS遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対

する一次治療ティーエスワン，イリノテカン，セツキシマブ

併用療法の第Ⅰ相試験

抗EGFR抗体薬セツキシマブ投与歴のある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

におけるセツキシマブ再投与の第Ⅱ相試験

原発性乳癌に対する術前 ＥＣ ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ　ｗｅｅｋｌｙ

Ｎａｎｏ－ｐａｒｔｉｃｌｅ　ａｌｂｕｍｉｎ　ｂｏｕｎｄ　ｐａｃｌitaxel

（Ｎａｂ－ｐａｃｌｉｔａｘeｌ）の第Ⅱ相試験

HER2陰性，転移性乳癌に対するWeekly　Nano-particle

albumin bound paclitaxel（Nab-paclitaxel)の第Ⅱ相試験

中等度狭窄に対する補助診断装置を用いた冠動脈イン

ターベンション実態調査

130608 胃癌リンパ節転移におけるＯＳＮＡ法の有用性の検討 外科 森田　祥子 2013.6.13

小児・思春期発症糖尿病症例におけるGLP－1測定に

関する探索的研究

2013.6.13

2013.6.13

藤田京子 2013.6.13

中村　繭子 2013.5.9

130602 眼科

130601

130506

130505

循環器科

看護部

外科

130502

130504

130503 内科

外科

外科
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130501

研究課題名

眼科 湯澤　美都子

松本　直也循環器科

2013.5.9

2013.5.9

2013.5.9

2013.5.9

横山勝章

西山　竜 2013.5.9

田部井　英憲

2013.6.13

田部井　英憲

130607

130605 外科

田部井　英憲

外科 田部井　英憲

循環器科 高橋　宏

外科

130603

130609 小児科

130604

130606

谷　眞弓 2013.6.13

2013.6.13

浦上達彦 2013.6.13

2013.6.13

谷　眞弓
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本邦における冠動脈インターベンションの実態調査

（J-PCI）

本邦における心血管インターベンションの実態調査

（J-EVT）

心房細動患者におけるワーファリン，新規抗凝固薬投与

の使用実態と追跡調査

「心房細動患者の登録による多施設共同研究」

StegeⅢの治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化

学療法の予後予測因子および副作用発現の危険因子

についての探索的研究

神経刺激装置併用超音波ダイド下腕神経叢ブロック腋

130703 窩アプローチ法における0.5％ポプスカインの最少有効 麻酔科 　山本　悠介 2013.7.11

投与量の検討

TPAとガス硝子体内注射による加齢黄斑変性・黄斑下

血腫移動術の第Ⅱ相試験

近視性脈絡新生血管に対するラニビズマブ硝子体内

投与の6ヶ月の効果

130901 睡眠時呼吸障害に対する鼻内手術の効果 耳鼻咽喉科 久松　建一 2013.9.12

経肛門的単孔式内視鏡手術における直腸塞栓製品の

妥当性と安全性

単顆型人工膝関節置換術におけるＫｎｅｅ　Ｂａｌａｎｃｅｒ　

を用いた軟部組織バランスの評価

C型慢性肝炎及びＣ型代償性肝硬変に対する非活性

型VD併用インターフェロンβ・リバビリン療法の有用性

について検討する研究

ポリープ状脈絡膜血管症と中心性脈絡網膜症のスペ

クトラルドメイン光干渉断層計およびスウェプトソース

光干渉断層計を用いた脈絡膜厚の検討

小児１型糖尿病患者のＢａｓａｌ－Ｂｏｌｕｓ療法における

インスリン　デグルデクを対照としたクロスオーバー

試験

前十字靭帯再建例における膝屈曲筋力の回復に対す

るＬＥＤ光源を用いた光線療法の効果

人工膝関節置換術後患者における下肢周径の日内変

動に対する検証

萎縮性声帯疾患に対するフィブラストスプレーの声帯

内注入に関する研究

田部井　英憲 2013.7.11

北川　順久

130908

2013.9.12

理学療法室 鈴木　真莉子 2013.9.12

眼科

2013.7.11

2013.9.12龍　啓之助

眼科

北川　貴子 2013.7.11

2013.9.12

2013.9.12130904

2013.9.12

130906 2013.9.12

消化器科 田中　直英

富樫　俊文

130905 眼科 篠島　亜里

小児科 浦上　達彦

外科

130611

循環器科130701

130702

130907 理学療法室

循環器科

130610 循環器科

2013.7.11

130903 整形外科

外科 林　成興130902

2013.6.13

川俣　博文

川俣　博文

131001 耳鼻咽喉科 鈴木　啓誉 2013.10.10

横山　勝章

2013.6.13

130705

130704
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インドシアニングリーン蛍光眼底造影によるＶＩＥＷ２試験

の日本人ＰＣＶ症例の診断と検討

心不全患者におけるトルバプタンの長期臨床効果（神経

体液性因子・腎機能に及ぼす影響）

131103 双極性障害の併存症に関する研究 精神神経科 渡邊　登 2013.11.14

131104 微小血管狭心症における血清ニューロペプタイドYの測定 循環器科 高橋　宏 2013.11.14

視力良好なポリープ状脈絡膜血管症に対するラニビズマブ

硝子体内投与の治療効果予測因子の検討

鼠径ヘルニア手術における抗菌薬投与の安全性・有効性

の検討

禁煙が局所脳血流量および脳萎縮に及ぼす影響

睡眠時呼吸障害に対するコブレーターを用いた軟口蓋形

成術の効果

成長ホルモン製剤専用注入器に関する調査

ERCP後膵炎に対する非ステロイド系消炎鎮痛剤静脈投与

の予防効果

眼内炎に対する０．０５％ポピドンヨード含有・灌流液を用い

た硝子体手術

眼窩隔膜を避けた背側アプローチによる経皮的眼瞼挙筋

腱膜とミューラー筋の同時前転術

思春期～若年成人１型糖尿病患者のBａｓａｌ－ｂｏｌｕｓ療法

におけるインスリンデグルデグの有用性と安全性に関する

検討

腎細胞癌に対する腸鉗子を用いた無阻血腎部分切除

無硝子体眼に対する緑内障インプラント手術（Ｅｘｐｒｅｓｓ）

の術後成績

中心性漿液性脈絡網膜症の疾患感受性遺伝子の探索

先天性高インスリン血症に対するオクトレオチド持続皮下

注射療法の有効性・安全性に関する臨床研究

（ＳＣＯＲＣＨ　ｓｔｕｄｙ）

小児１型糖尿病における２相性混合インスリン製剤アスパ

ルト７０の食後血糖に与える影響について

131101 眼科 湯澤　美都子 2013.11.14

131102 循環器科 飯田　圭 2013.11.14

140201 眼科 篠島　亜里 2014.2.13

140107 眼科 中静　裕之 2014.1.9

140101 眼科 森　隆三郎 2014.1.9

140102 外科 宋　圭男 2014.1.9

140106 内科 小林　駿 2014.1.9

140105 小児科 浦上　達彦 2014.1.9

140103 神経内科 鈴木　裕 2014.1.9

140104 耳鼻咽喉科 久松　建一 2014.1.9

140202 小児科 浦上　達彦 2014.2.13

140301 泌尿器科 川田　望 2014.3.13

140302 眼科 中静　裕之 2014.3.13

140303 眼科 田中　公二 2014.3.13

140304 小児科 浦上　達彦 2014.3.13

140305 小児科 浦上　達彦 2014.3.13


