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平成 30年度 第 4回 人を対象とする医学系研究倫理委員会 議事録 
日時・会場: 平成３０年７月５日（木） １５:００～１７:１０  （会場名：附属病院４階 第 1会議室） 

出席者: 前田 愼（委員長/消化器内科学）、宮城 悦子（副委員長/産婦人科学）、寺内 康夫 (内分泌・糖尿病内科
学)、石上 友章（循環器・腎臓内科学）、佐橋 幸子（薬剤部）、赤瀬 智子（看護学科）、魚本 一司（医
学・病院統括部）、藤澤 信（センター病院 血液内科）、上杉 奈々（獨協医科大学）、松井 菜採（弁護
士）、伊吹 友秀（東京理科大学）、佐々木 利也（肝臓の会・神奈川）、徳田 ユキ枝（病院ボランティア会ラ
ンパス） 
 
＜事務局:＞小野寺、浅野、原田、富永（倫理担当）、中川（臨床研究推進課長）、玖須、中村、江田（次世代臨
床研究センター事務局） 
＜欠席者＞中島 秀明（副委員長/血液・免疫・感染症内科学）、中井川 昇（泌尿器科学）、緒方 一博（生化
学）、山中 竹春（臨床統計学）、乾 健二（センター病院 呼吸器病センター）、山川 正（センター病院 内
分泌・糖尿病内科）、濱崎 登代子（看護部） 

 
今回の進行役は宮城副委員長が行うこととし、当委員会の成立に関して、当該委員会の規程第 13 条に定める委員会の成立

要件を満たしていることを報告した。また、委員の利害関係確認書についても回収した。 

 
 

１ 臨床研究利益相反委員会 審議結果について 
臨床研究利益相反委員会の審議結果について、全て承認されており問題ないことを事務局小野寺より報告した。 

 

２ 倫理審査 
(1) 新規申請等の審査について 

新規申請 5件、変更申請 2件、重篤な有害事象及び不具合に関する報告書 11件、安全性情報等に関する報告書 8件、 

  研究実施状況報告書 375件の審査をし、以下のとおりの審査結果とした。 

合計 401件中、承認 397件、修正の上で承認 4件（修正の上で承認等の詳細については別紙参照） 

   なお、研究実施状況報告書において、実施例数が 0例の研究案件については、審査結果を通知する際、備考欄に速やか 

に研究実施していただくよう追記する。 

 

３ 報告事項 

（1） 4 月の迅速審査承認案件の報告について 

宮城副委員長から以下のとおり審議結果について報告され、委員の了承を得た。 

4月は新規申請 51件及び変更届 32件のうち、承認 53件、修正の上で承認 29件、保留 1件 

（対象研究については別紙参照） 

（2） 研究終了報告書について 

     宮城副委員長及び事務局玖須より 167件の研究終了報告書について報告された。（対象研究については別紙参照）  

     なお、今後 0例の研究案件があった場合には、試験の内容によって問い合わせることとした。 

  （3） 審査依頼取下げについて 

   宮城副委員長から以下のとおり報告された。 

     以下の研究については、2017 年 2月の当該委員会にて審議をし、「保留」となった案件であるが、指摘事項にあった剖 

検脳を研究目的で利用することについて、同意書の再取得が困難であるため取下げすることとした。 

【研究名】アルツハイマー病罹患剖検脳のタンパク質解析と CRMPsの翻訳後修飾についての観察研究 

（4） 6 月本審査における保留案件（変更申請）について 

   6月本審査にて保留となった変更申請については、引き続き院内で検討する旨、事務局中川より報告された。 

      

４ 不適切事案の報告事項 
   該当となる報告事項なし。 

    

５ 制度検討事項 

 （1） 他の倫理委員会への審査委託について 

    以下の件について、事務局浅野より説明し了承された。 

 現在、他の倫理委員会へ審査の依頼ができる研究については、「人を対象とする医学系研究に関する標準業務手順書第 

21条で定める他の倫理委員会への委託に関する内規」において、以下①から③として定められているが、国の方針とし 

て中央一括審査を推進することとなっているため、以下④の研究についても当該委員会の審議を経ず、他の倫理委員会 

へ審査委託できることとした。 
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【審査を委託することができる研究】 

 ① 日本臨床腫瘍研究グループ（Japan Clinical Oncology Group：JCOG）による研究 

② 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が主導する未診断疾患イニシアチブ 

（Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases（IRUD））による研究 

③ 臨床研究中核病院の認定を受けている研究機関が主機関として実施される研究 

 ④ 厚生労働大臣が認定する臨床研究審査委員会が設置されている機関の倫理審査委員会に審査を依頼する研究 

 （2） 本学が研究代表者となる臨床研究の倫理審査について 

    以下の件について、事務局中川より説明し了承された。 

    本学が研究代表者となる臨床研究の中には、当院の患者さんが研究対象者に含まれないケースがあるが、その場合で 

あっても、研究代表者が所属する研究機関の長（医学研究科長）の許可を得ることを前提とし、当該委員会にて審査をし 

たのちに、研究実施機関にて審議するものとした。  

（3） 支援・審査業務の流れについて 

    以下の件について、事務局浅野より説明し了承された。 

    当該委員会の本審査及び迅速審査における支援と審査の流れについて、以下の点が大きく変更されることとなる。 

        なお、事前審査の開始時期については、倫理審査申請システムの導入とあわせて 10月頃より実施する予定である。 

     【本審査の支援・審査について】 

    ・支援については、これまでのプロトコル作成支援に変わり、Y-NEXT医師等によるコンセプトシートを基にしたアドバ 

    イス及び修正依頼を行う。（有料支援は別途あり） 

・審査については、事前審査制度を導入する。（委員は当該委員会委員 3名） 

    【迅速審査の支援・審査について】 

    ・支援については、Y-NEXT 医師等によるアドバイス及び修正は行わない。 

・審査については、本審査と同様に事前審査制度を導入する。（委員は当該委員会委員 1名及び臨床研究指導員 2名） 

 

６ その他報告事項等 

（1） 次回開催日程について 

次回開催日は平成 30年 8月 2日(木）附属病院 第 1会議室 15：00から開催する。 
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【別紙】 
研究倫理申請の審査結果一覧（平成 30年 7月 5日開催分） 

 
NO 研  究  名 所属 担当科等 実施責任者 審査結果 

 【新規申請】     

1 

がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前

向き登録研究 Cancer-VTE Registry 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

消化器病セ

ンター 
國崎 主税 修正の上で承認 

2 
アリロクマブによる LDL-C低下作用の長期に及ぶ

遺産効果:ODYSSEY Outcomes 試験の観察追跡調査

（ODYSSEY Legacy 疾患観察研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 修正の上で承認 

3 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした

イキサゾミブとレナリドミド及びデキサメタゾン

併用療法の多施設共同前向き観察研究 

横浜市立大

学附属病院 

血液・リウマ

チ・感染症内

科 

髙橋 寛行 修正の上で承認 

4 フォークト-小柳-原田病及びサルコイドーシスに

伴う非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎患

者における再燃時の全身ステロイド薬の使用実態

を検討する多施設共同後ろ向き観察研究 

横浜市立大

学附属病院 
眼科 竹内 正樹 承認 

5 ヘリコバクターピロリ除菌判定における遠隔診療

の効果を病院ベースの評価と比較するランダム化

比較試験 

横浜市立大

学附属病院 
消化器内科 須江 聡一郎 修正の上で承認 

 【変更申請】     

6 
思考・認知障害、情動変化を伴う神経精神疾患の

神経画像および生理機能研究 

横浜市立大

学附属病院 
精神科 浅見 剛 承認 

7 難治性全身型若年性特発性関節炎に対するトシリ

ズマブとアバタセプト併用療法の有効性と安全性

の検討 

横浜市立大

学附属病院 
小児科 服部 成良 承認 

 【重篤な有害事象及び不具合に関する報告書】     

8 
冠動脈ステント留置術後 12ヶ月超を経た心房細動

患者に対する抗凝固薬単独療法の妥当性を検証す

る多施設無作為化試験（OAC-ALONE Study） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

9 
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症

例を対象としたアジルサルタンの左室拡張機能改

善効果の探索的検討 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

10 
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症

例を対象としたアジルサルタンの左室拡張機能改

善効果の探索的検討 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

11 
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症

例を対象としたアジルサルタンの左室拡張機能改

善効果の探索的検討 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 
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12 
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症

例を対象としたアジルサルタンの左室拡張機能改

善効果の探索的検討 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

13 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および安全性を比較す

る第 III相無作為化比較試験（PARADIGM study） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

消化器病セ

ンター 
大田 貢由 承認 

14 ShorT and OPtimal duration of Dual 

AntiPlatelet Therapy-2 study.エベロリムス溶出

性コバルトクロムステント留置後の 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(STOP 

DAPT‐2） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
日比 潔 承認 

15 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および安全性を比較す

る第 III相無作為化比較試験（PARADIGM study） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

消化器病セ

ンター 
大田 貢由 承認 

16 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および安全性を比較す

る第 III相無作為化比較試験（PARADIGM study） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

消化器病セ

ンター 
大田 貢由 承認 

17 
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチ

ンアルファに対する反応性に関する解析 -W-JHS 

MDS01- 

横浜市立大

学附属病院 

血液・免疫・

感染症内科 
松本 憲二 承認 

18 
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチ

ンアルファに対する反応性に関する解析 -W-JHS 

MDS01- 

横浜市立大

学附属病院 

血液・免疫・

感染症内科 
松本 憲二 承認 

 【安全性情報等に関する報告書】     

19 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

20 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

21 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

22 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 
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23 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

24 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

25 

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチ

ルの二次予防効果の検討（RESPECT-EPA研究） 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

心臓血管セ

ンター 
木村 一雄 承認 

26 切除不能進行再発大腸癌の 2次治療患者を対象と

した fluoropyrimidine+irinotecan+bevacizumab

療法と trifluridine/tipiracil+bevacizumab 療法

のランダム化比較第 2/3相試験 

横浜市立大

学附属市民

総合医療セ

ンター 

消化器病セ

ンター 
國崎 主税 承認 

 

 

 

１ 「修正の上で承認」事由 

(1) 新規申請 No.1 

【研究名】がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究 Cancer-VTE Registry 

「説明文書」に以下の内容を反映すること。 

・項目 3研究の目的及び意義において、がん患者さんにおける静脈血栓塞栓症の現状を調べる目的を具体的に明記す 

る。 

・項目 18健康被害への補償においては、本研究にあわせて適宜修正する。 

【該当箇所】本研究に起因してあなたに副作用などの健康被害が生じた場合には、医師が適切な診察と治療を行います。 

(2) 新規申請 No.2 

【研究名】アリロクマブによる LDL-C低下作用の長期に及ぶ遺産効果:ODYSSEY Outcomes 試験の観察追跡調

査（ODYSSEY Legacy 疾患観察研究） 

「説明文書」に以下の内容を反映すること。 

・項目 7患者さんの責務/参加において、該当箇所に医師の所属を明記する。【該当箇所】この研究についてご質問があ 

る場合は・・・ 

(3) 新規申請 No.3 

【研究名】再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリドミド及びデキサメタ

ゾン併用療法の多施設共同前向き観察研究 

「研究計画書」に以下の内容を反映すること。 

・項目 9.1.13骨髄穿刺において記載されている検査が、研究に伴う検査となるか通常診療にて行う検査か明確でない 

ため、企業へ確認し報告する。 

「説明文書」に以下の内容を反映すること。 

・項目 1はじめににおいて、「前向き観察研究」と記載されているが、一般の方には誤解を招く可能性があるため、前 

向き観察研究の説明を追記するか本研究とするなど、患者さんにわかりやすい記載に修正する。 

・項目 20利益相反について、製薬会社の企業名も明記する。 

・項目 26、27、28においては、通常診療の対応と研究に伴う対応を区別して記載、もしくは本研究に伴う対応のみ記 

載するなど再考し、修正する。 

(4) 新規申請 No.5 

【研究名】ヘリコバクターピロリ除菌判定における遠隔診療の効果を病院ベースの評価と比較するランダ

ム化比較試験 

「研究計画書」及び「説明文書」に以下の内容を反映すること。 

・予約及び診療方法を明記する。 

【該当箇所】研究計画書 項目 7.1.1「遠隔診療単独群」「遠隔診療群」 

説明文書 項目 4（1）研究の方法 

「アンケート調査票」の⑤遠隔診療の推奨において、以下の誤記を修正する。【該当箇所】遠隔心労 
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◆研究実施状況報告書 (附属病院、医学研究科、横浜市立脳卒中・神経脊柱センター) 

 

No 課題名 部署 氏名 審査結果 

1 持続型 ARBアジルサルタンの 24時間 Na排泄効果と

血圧への影響に関する検討 

循環器・腎臓・高血

圧内科学 

田村 功一 承認 

2 保存期腎不全患者におけるエポエチンベータペゴル

とダルベポエチンアルファの血圧変動に関する比較

検討 

循環器・腎臓・高血

圧内科学 

田村 功一 承認 

3 パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンの

ジスキネジア発現に対する臨床研究(介入研究) 

神経内科・脳卒中科 上木 英人 承認 

4 統合失調症患者に対する心理社会的介入プログラム

の脳構造及び脳機能への影響：MRI study 

精神科  吉見 明香 承認 

5 Direct acting antivirals(DAAs)併用療法の前向き

観察 

消化器内科 近藤 正晃 承認 

6 Ｃ型肝炎患者におけるソホスブビル併用療法による

肝線維化改善効果の検討 

消化器内科 近藤 正晃 承認 

7 胃疾患における mRNAおよび蛋白発現変化の解析と

分子標的の同定 

消化器内科 前田 愼 承認 

8 早期胃癌におけるアミノ酸代謝変動メカニズムの解

明に関する研究 

消化器内科 前田 愼 承認 

9 ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の除菌率と副作用

を検討する多施設前向きコホート研究 

消化器内科 須江 聡一郎 承認 

10 PCABを用いた CAM耐性ヘリコバクター・ピロリ除

菌における尿素呼気試験偽陰性率の検討 

消化器内科 須江 聡一郎 承認 

11 Los Angeles 分類 GradeC/D の重症逆流性食道炎に

対する PCAB群と PPI群のランダム化比較試験 

消化器内科 前田 愼 承認 

12 Helicobacter pylori の薬剤耐性に関する研究 消化器内科 須江 聡一郎 承認 

13 ペニシリンアレルギー患者における P-CABを用いた

ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の確立 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

14 ヘリコバクター・ピロリ三次除菌治療としての PPI

と PCABの無作為比較対照試験 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

15 CAM耐性ヘリコバクター・ピロリ一次除菌治療にお

ける P-CAB/AMPC/MNZ の P-CAB/AMPC/CAM に対する優

越性、PPI/AMPC/MNZ に対する非劣性、

PPI/AMPC/CAM に対する優越性を検討する多施設前

向き非無作為化比較試験 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

16 ヘリコバクターピロリ一次除菌治療における

Vonoprazan/AMPC/MNZ と Vonoprazan/AMPC/CAM の多

施設共同無作為化比較試験 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 
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17 ヘリコバクターピロリ二次除菌治療における

Vonoprazan/AMPC/MNZ と Rabeprazole/AMPC/MNZ の

多施設共同無作為化比較試験 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

18 培養感受性検査に基づくヘリコバクターピロリ四次

除菌治療の探索的臨床研究 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

19 潰瘍性大腸炎患者におけるヘリコバクターピロリ除

菌前後での腸内細菌叢変化 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

20 胃細菌叢メタゲノム解析による尿素呼気試験陽性・

便ピロリ抗原検査陰性の原因検索 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

21 便を用いたピロリ菌のクラリスロマイシン耐性 PCR

検査の有効性 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

22 大学生に対するボノプラザン・アモキシシリン・メ

トロニダゾールによるヘリコバクター・ピロリ除菌

治療 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

23 若年者における「ボノプラザン・アモキシシリン 7

日・ボノプラザン・メトロニダゾール・シタフロキ

サシン 7日の sequential 治療」と「ボノプラザ

ン・アモキシシリン・メトロニダゾール 3剤 7日治

療」のヘリコバクター・ピロリ除菌治療を比較する

ランダム化比較試験 

消化器内科学 須江 聡一郎 承認 

24 早期がん診断のための血液バイオマーカーの探索と

臨床性能の検証 

肝胆膵消化器病学 加藤 真吾 承認 

25 悪性下部胆管狭窄に対するフルカバー型金属ステン

ト留置術に関する無作為ランダム化比較試験：

Braded型 vs レザーカット型 

肝胆膵消化器病学 佐藤 高光 承認 

26 慢性肝疾患の肝線維化診断におけるスコアリングシ

ステムの有用性の検討：病診連携を介した多施設研

究 

肝胆膵消化器病学 留野 渉 承認 

27 糖尿病を合併した非アルコール性脂肪性肝疾患

(NAFLD)患者におけるトホグリフロジンの肝脂肪化

改善効果をピオグリタゾンと比較する非盲検ランダ

ム化探索的試験 

肝胆膵消化器病学 米田 正人 承認 

28 2型糖尿病患者における肝線維化のインスリン抵抗

性・β細胞機能への効果に関する横断研究 

肝胆膵消化器病学 加藤 真吾 承認 

29 血液バイオマーカーapoA2 アイソフォームによる膵

がん検診の臨床研究実施に向けたフィージビリティ

研究:単群・介入研究 

肝胆膵消化器病学 加藤 真吾 承認 

30 大腸腫瘍に対する Narrow Band Imaging(NBI)、

Blue Laser Imaging(BLaI)、Blue Light 

Imaging(BLiI)の診断能の比較試験 

肝胆膵消化器病学 日暮 琢磨 承認 

31 血清線維化マーカー・オートタキシンの慢性肝疾患

への有用性 

肝胆膵消化器病学 本多 靖 承認 

32 リファキシミンの腸管透過性を介した肝性脳症に対

する有効性の検討：open-label、single-arm、

single-center、pilot study 

肝胆膵消化器病学 本多 靖 承認 
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33 非アルコール性脂肪性肝疾患における Transient 

elastography XL probe の有用性 

肝胆膵消化器病学 中島 淳 承認 

34 当院の大腸内視鏡検査受診者における過敏性腸症候

群の有病率に関する横断研究 

肝胆膵消化器病学 冬木 晶子 承認 

35 慢性便秘症に対するビフィズス菌製剤の有効性を検

証する単群試験 

肝胆膵消化器病学 中島 淳 承認 

36 健常ボランティアにおけるボノプラザン投与の腸内

細菌叢および代謝産物への影響の検討 

肝胆膵消化器病学 日暮 琢磨 承認 

37 フレイル・非フレイル高齢者における胃 ESD施行後

の予後についての検討 

肝胆膵消化器病学 三澤 昇 承認 

38 慢性肝疾患患者における肝生検をゴールドスタンダ

ードとしたトランジェントエラストグラフィー

（Fibroscan®）の肝硬度、肝臓脂肪定量診断能の前

向き多施設研究 

肝胆膵消化器病学 米田 正人 承認 

39 歯周病治療による大腸ポリープや腸内細菌叢に与え

る影響について 

肝胆膵消化器病学 日暮 琢磨 承認 

40 過敏性腸症候群に対する桂枝加芍薬湯の有効性：多

施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化試験 

肝胆膵消化器病学 中島 淳 承認 

41 アスピリンにメトホルミンを追加することによる直

腸 Aberrant Crypt Foci に対する影響の検討：二重

盲検無作為化比較試験 

肝胆膵消化器病学 日暮 琢磨 承認 

42 慢性肝疾患における炎症細胞の関与について：多施

設研究 

肝胆膵消化器病学 本多 靖 承認 

43 良性胆道狭窄に対する胆管金属ステント留置術の有

用性に関する研究 

内視鏡センター 窪田 賢輔 承認 

44 超音波内視鏡エラストグラフィーによる膵実質硬度

測定の定量化 

内視鏡センター 佐藤 高光 承認 

45 内視鏡的十二指腸乳頭部腫瘍切除術(ESP)における

予防的小帯縫縮術(clipping)の有効性 

内視鏡センター 窪田 賢輔 承認 

46 10㎜未満膵嚢胞性病変の多施設前向き研究：すべ

ての膵嚢胞性病変は積極的な管理を必要とするの

か？ 

内視鏡センター 窪田 賢輔 承認 

47 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 

内視鏡センター 窪田 賢輔 承認 

48 進行胃癌に対する大網温存のランダム化第Ⅱ相試験 一般外科 佐藤 勉 承認 

49 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ｍ

FOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とｍFOLFOX６＋パニ

ツブマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第

一般外科 利野 靖 承認 
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Ⅲ相無作為化比較試験（PARADIGM study) 

50 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ｍ

FOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とｍFOLFOX６＋パニ

ツブ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 

一般外科 利野 靖 承認 

51 肺癌術後異時性多発肺癌および肺内転移症例の治療

成績の検討 

一般外科 石川 善啓 承認 

52 呼吸器外科手術における症例登録事業 一般外科 石川 善啓 承認 

53 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 

一般外科 中山 博貴 承認 

54 大腸癌切除症例の予後に関する外科治療学関連多施

設共同研究（YSURG1702） 

外科治療学 沼田 正勝 承認 

55 FOLFOX plus panitumumab による一次治療抵抗また

は不耐となった RAS wild-type、切除不能進行・再

発大腸癌に対する２次治療としての FOLFIRI plus 

panitumumab 療法の有効性に関する多施設共同第Ⅱ

相試験 －Liquid Biopsy によるバイオマーカー発

現の変化と抗腫瘍効果についての検討－ 

外科治療学  沼田 正勝 承認 

56 大腸癌に対する oxaliplatin 併用の術後補助化学療

法終了後６か月以降再発例を対象とした

oxaliplatin based regimen の有効性を検討する第

Ⅱ相臨床試験 

外科治療学  沼田 正勝 承認 

57 大動脈弓部疾患に対するオープン型ステントグラフ

ト内挿術と外科的置換術の観察研究 J-Open 

caRdiac aortic arCH disEase replacement 

Surgical TheRApy Study （J-ORCHESTRA Study） 

外科治療学  益田 宗孝 承認 

58 FGFR2融合遺伝子陽性胆道癌の臨床病理学的、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 

臨床腫瘍科 小林 規俊 承認 

59 切除不能神経内分泌腫瘍に対する、カペシタビン

(CAP)、テモゾロマイド(TEM)併用化学療法(CAPTEM

療法)の有用性に関する検討 

臨床腫瘍科 市川 靖史 承認 

60 膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍

の患者悉皆登録研究 

臨床腫瘍科 小林 規俊 承認 

61 PROP-UP Study II：治癒切除不能進行性消化器・膵

神経内分泌腫瘍の予後に関する前向き観察研究 

臨床腫瘍科 小林 規俊 承認 

62 PROP-UP Study II－付随研究：治癒切除不能進行性

消化器・膵神経内分泌腫瘍患者の血清クロモグラニ

ン A・NSEに関する研究 

臨床腫瘍科 小林 規俊 承認 

63 乳癌の術前・術後化学療法における発熱性好中球減

少症に関する観察研究 

がん総合医科学 市川 靖史 承認 
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64 神経内分泌細胞腫瘍における局所免疫機構の役割と

免疫関連薬の治療効果に関する臨床病理学的検討 

臨床腫瘍科 小林 規俊 承認 

65 切除不能神経内分泌腫瘍に対するペプチド受容体放

射性核種療法(PRRT)の治療効果に関する後方視的観

察研究 

臨床腫瘍科 市川 靖史 承認 

66 Associating Liver Partition and Portal vein 

ligation for Staged hepatectomy（ALPPS）手術後

の肝不全発症機序の解明 －肝移植後 Small-for-

size graft syndrome（SFSS）との関連解析－ 

臨床腫瘍科 廣島 幸彦 承認 

67 悪性腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害薬の有

害事象に関する観察研究 

臨床腫瘍科 後藤 歩 承認 

68 股関節疾患に対する sterEOS イメージングシステム

の有用性の検討 

整形外科 稲葉 裕 承認 

69 先天性血栓性素因が人工股関節全置換術術後静脈血

栓塞栓症の発生に与える影響の研究 

整形外科 稲葉 裕 承認 

70 人工股関節周囲骨吸収に対するデノスマブの治療効

果 

整形外科 稲葉 裕 承認 

71 大腿骨寛骨臼インピンジメントを含む股関節疾患の

多施設疫学調査 

整形外科 稲葉 裕 承認 

72 ハイドロキシアパタイトコーティングステムの臨床

成績と疼痛の評価 

整形外科 小林 直実 承認 

73 股関節疾患における放射状 3D MERGE MRI による腸

骨大腿靭帯と股関節唇の定量的評価 

整形外科 小林 直実 承認 

74 デノスマブとゾレドロン酸の人工股関節全置換術術

後大腿骨骨密度低下に対する予防効果に関する無作

為比較探索的臨床試験 

整形外科 小林 直実 承認 

75 一輪車競技者における股関節疾患の疫学調査 整形外科 小林 直実 承認 

76 超音波診断装置を用いた股関節周囲組織の評価 整形外科 崔 賢民 承認 

77 大腿骨近位部骨腫瘍性病変に伴う CT/有限要素解析

を用いた病的骨折予測 

整形外科 川端 佑介 承認 

78 骨巨細胞腫に対する FDG-PET検査および NaF-PET検

査の有効性 

整形外科 川端 佑介 承認 

79 人工関節周囲感染の診断と治療における人工知能

(Al)によるアルゴリズム開発 

整形外科 小林 直実 承認 

80 くも膜下出血後遅発性脳血管攣縮に対するウロキナ

ーゼ脳槽灌流療法に関する研究 

脳神経外科 村田 英俊 承認 
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81 初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療

法第Ⅱ相臨床試験 

脳神経外科 中村 大志 承認 

82 自己臍帯由来間葉系幹細胞 Mesechymal Stem Cell

（MSC）移植による口唇口蓋裂患者に対する初回口

唇形成術時の顎裂閉鎖の臨床応用についての研究 

形成外科 前川 二郎 承認 

83 窒素吸入による低酸素換気療法の有効性の検討 小児科 鉾碕 竜範 承認 

84 肺高血圧・フォンタン型循環を呈する先天性心疾患

の一酸化窒素吸入療法 

小児科 鉾碕 竜範 承認 

85 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究

(KIDCAR) 

小児科 鉾碕 竜範 承認 

86 小児慢性期慢性骨髄性白血病に対する多施設共同観

察 

小児科 竹内 正宣 承認 

87 若年性骨髄単球性白血病（ＪＭＭＬ）に対する静注

用 Bu+Flu+L-PAM前処置法による同種造血幹細胞移

植第Ⅱ相臨床試験（JＭＭＬ-11） 

小児科 竹内 正宣 承認 

88 小児難治性Ｔ細胞性急性リンパ性白血病に対するネ

ララビン、フルダラビン、エトポシドを用いた寛解

導入療法第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験（ALL-RT11） 

小児科 竹内 正宣 承認 

89 小児および若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性

白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験（JPLSG 

ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U） 

小児科 竹内 正宣 承認 

90 小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対する

リスク別臨床研究実施計画 

小児科 竹内 正宣 承認 

91 小児Ｂ前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施

設共同第Ⅱ相および第Ⅲ相臨床試験 

小児科 竹内 正宣 承認 

92 重症および最重症再生不良性貧血に対するウサギ抗

胸腺細胞グロブリン（サイモグロブリン®）の前方

視的ランダム化用量比較多施設共同研究 

小児科 竹内 正宣 承認 

93 小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療

法におけるシタラビン投与法についてランダム化比

較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意

義を検討する多施設共同シームレス第 II-III相臨

床試験 (AML-12 臨床試験) 

小児科 竹内 正宣 承認 

94 小児急性前骨髄球白血病に対する多施設共同第 II 

相臨床試験 

小児科 竹内 正宣 承認 

95 小児固形腫瘍観察 小児科 竹内 正宣 承認 

96 標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リ

ンパ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試

験（JPLSG-ALB-NHL-14) 

小児科 竹内 正宣 承認 

97 小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET検査による

初期治療反応性判定を用いた治療法の効果を確認す

る第Ⅱ相試験（HL-14臨床試験） 

小児科 竹内 正宣 承認 
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98 造血細胞移植後の血管内皮細胞症候群（vascular 

enothelial syndrome)に対するリコンビナントトロ

ンボモジュリン製剤（rTM)の有効性と安全性につい

ての検討 

小児科 竹内 正宣 承認 

99 小児高リスク成熟 B細胞性腫瘍に対するリツキシマ

ブ追加 LMB化学療法の安全性と有効性の評価を目的

とした多施設共同臨床試験（B-NHL-14） 

小児科 竹内 正宣 承認 

100 小児におけるリツキシマブ髄腔内/脳室内注射実施

例の調査研究 

小児科 竹内 正宣 承認 

101 小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によ

るリスク分類を用いた集学的治療第Ⅱ相試験 JCCG 

EPN 1501 

小児科 竹内 正宣 承認 

102 小児急性リンパ性白血病患者における、フルコナゾ

ールまたはアムホテリシン Bとビンカアルカロイド

併用時にビンカアルカロイドの副作用発生頻度に関

する研究 

小児科 竹内 正宣 承認 

103 再発および寛解導入不能小児 ALLに対する前方視的

観察研究および再発および寛解導入不能小児 ALL試

料を用いた基礎研究 

小児科 竹内 正宣 承認 

104 トシリズマブを導入した難治性全身型若年性特発性

関節炎患者の休薬条件の検討 

小児科 西村 謙一 承認 

105 難治性リウマチ性疾患に対するリツキシマブ療法の

有効性と安全性の検討 

小児科 西村 謙一 承認 

106 免疫抑制療法中の患者における B型肝炎ワクチンの

安全性および抗体獲得・保持に関する検討 

小児科 西村 謙一 承認 

107 移行期年齢以上の全身型若年性特発性関節炎患者に

対するトシリズマブ皮下注の安全性および有効性の

検討 

小児科 西村 謙一 承認 

108 免疫グロブリン療法不応川崎病で紹介された患者の

川崎病以外の原因の解析 

小児科 西村 謙一 承認 

109 全身型若年性特発性関節炎患者におけるトシリズマ

ブ不応の予測因子 

小児科 西村 謙一 承認 

110 小児期発症高安動脈炎患者の臨床像と予後の解析 小児科 西村 謙一 承認 

111 本邦におけるリツキシマブのループス腎炎に対する

使用実態に関する後ろ向き調査研究 

小児科 西村 謙一 承認 

112 難治性自己免疫性疾患・自己炎症症候群に対するサ

リドマイド治療 

小児科 西村 謙一 承認 

113 若年性皮膚筋炎・若年性多発筋炎における筋炎特異

抗体、肺病理および胸部 CT所見の検討 

小児科 西村 謙一 承認 

114 若年性皮膚筋炎（JDM）の診断基準の妥当性に関す

る疫学調査 

小児科 西村 謙一 承認 
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115 難治性全身型若年性特発性関節炎に対するトシリズ

マブとアバタセプト併用療法の有効性と安全性の検

討 

小児科 服部 成良 承認 

116 大型血管炎(高安動脈炎と巨細胞性動脈炎)の診断・

治療の現状と有効性に関する前向き観察研究 

小児科 伊藤 秀一 承認 

117 慢性疾患に罹患している児の社会生活支援ならびに

療育生活支援に関する実態調査およびそれらの施策

の充実に関する研究 

小児科 原 良紀 承認 

118 環境省全国調査 子どもの健康と環境に関する全国

調査 ～エコチル調査～ 

小児科 伊藤 秀一 承認 

119 小児期発症の全身性エリテマトーデス患者に対する

シクロホスファミドの有効性について 

小児科 西村 謙一 承認 

120 小児免疫関連疾患の病態解明、疾患活動性評価のた

めの新規バイオマーカーの開発 

発生成育小児医療学 伊藤 秀一 承認 

121 難治性円形脱毛症患者における SADBE療法 皮膚科 渡邊 友也 承認 

122 腎盂内の尿流シミュレーションに基づく腎結石形成

のリスク分類と腎結石予防法の開発に向けた前向

き・後ろ向き横断研究 

泌尿器科 矢尾 正祐 承認 

123 外力に対する、臓器・組織の変形と抵抗値の測定 泌尿器科 槙山 和秀 承認 

124 患者特異的な腹腔鏡手術シミュレータの臨床応用 泌尿器科 槙山 和秀 承認 

125 膀胱癌に対するロボット支援型腹腔鏡下膀胱全摘除

術および尿路変更術の有用性と安全性に関する研究 

泌尿器科 槙山 和秀 承認 

126 新たに定義された慢性骨盤痛症候群に対する消炎鎮

痛効果を持つ漢方薬(竜胆瀉肝湯)の効果の検証 

結石破砕室 近藤 慶一 承認 

127 高齢者機能評価（Geriatric Assessment;GA)を用い

た泌尿器科高齢患者に対する治療の最適化 

結石破砕室 近藤 慶一 承認 

128 超音波を用いて計測した内頸静脈径による全身麻酔

導入時の低血圧の予測効果の検討 

麻酔科 岡村 健太 承認 

129 非侵襲的・連続的動脈圧測定モニターの低灌流時の

正確性の指標についての検討：方法比較試験 

麻酔科 横瀬 真志 承認 

130 人工膝関節置換術における術後尖足発症のリスク因

子の検討 

麻酔科 菊池 賢 承認 

131 集中治療室入室患者の鎮静スコアを自動的に算出す

るシステム（人工知能予測モデル）の構築 

集中治療部 高木 俊介 承認 

132 微体動検知センサーによる呼吸回数測定の正確性に

ついての検討 

集中治療部 高木 俊介 承認 
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133 頭頸部癌患者の頸部郭清術における神経再生誘導チ

ューブを用いた副神経再建術の有効性および安全性

を検討する多施設共同臨床試験 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

134 Transoral videolaryngoscopic surgery(TOVS：経

口腔的ビデオ喉頭鏡下手術）における Second-look 

procedure の意義 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

135 頭頸部癌根治手術後放射線治療の厳格化への検討 耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

136 MRI3D-FIESTA法による耳下腺内顔面神経描出の検

討 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

137 局所進行頭頸部扁平上皮癌症例に対するドセタキセ

ル、シスプラチン、5-フルオロウラシル療法（TPF

療法）同時併用放射線療法に関する臨床試験 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

138 全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録された HPV関連中咽

頭癌を対象とする一次治療最適化のための観察研究 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

139 再発／転移頭頸部扁平上皮癌に対する cetuximab の

効果予測因子に関する多施設共同研究 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

140 再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対する modified 

PFE療法と modified TPEx 療法を比較するランダム

化第Ⅱ相多施設共同試験 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

141 進行頭頸部扁平上皮癌における TPF療法同時併用放

射線治療適応外症例に対する S-1同時併用放射線治

療の安全性と有効性に関する前向き検討 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科 

折舘 伸彦 承認 

142 抗好中球細胞質抗体（ANCA)関連血管炎症中耳炎の

診断法、治療法の開発 

耳鼻咽喉科・頭頚部

外科学 

荒井 康裕 承認 

143 頭頸部扁平上皮癌における Lymph node ratio の予

後予測因子としての有用性についての検討 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学 

折舘 伸彦 承認 

144 JCOG1008：局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハ

イリスク患者に対する 3-Weekly CDDP を同時併用

する術後補助化学放射線療法と Weekly CDDP を同 

時併用する術後補助化学放射線療法に関するランダ

ム化第 II/III 相試験 

耳鼻咽喉科・頭頸部

外科学 

折舘 伸彦 承認 

145 生体活性化処理チタンを用いた歯科インプラント治

療・顎骨再建・顎骨再生手術 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

廣田 誠 承認 

146 難治性顎骨骨髄炎に対する逆行性超選択的動注化学

療法 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

廣田 誠 承認 

147 3Ｄプリンティング多孔性チタンを用いた顎骨再建

治療 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

廣田 誠 承認 

148 紫外線照射によるチタン表面除菌効果の検討 歯科・口腔外科・矯

正歯科 

廣田 誠 承認 

149 放射線性下顎骨壊死に対する薬物療法 歯科・口腔外科・矯

正歯科 

廣田 誠 承認 



15 

 

150 HPV Transcriptional Activity in Oral Cancer:A 

Multi-lnstitutional Study 口腔癌でのヒトパピ

ローマウイルス転写活性：多施設共同研究 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

光藤 健司 承認 

151 進行口腔癌に対するドセタキセルとシスプラチンを

用いた超選択的動注化学療法の臨床的研究 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

光藤 健司 承認 

152 動画解析ソフトを使用した口腔癌治療前後の嚥下動

態解析 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

岩井 俊憲 承認 

153 口腔疾患に対する禁煙の効果：多施設共同研究 歯科・口腔外科・矯

正歯科 

小栗 千里 承認 

154 口腔機能に関する退院時患者アンケート調査 歯科・口腔外科・矯

正歯科 

大橋 伸英 承認 

155 周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子関する

後ろ向き観察研究 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

大橋 伸英 承認 

156 ＨＩＶ感染者を対象とした口腔癌の予防に関する研

究（HPVワクチンによる予防の検討） 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

光藤 健司 承認 

157 口腔がん患者を対象とする磁性造影剤と磁気プロー

ブを用いたセンチネルリンパ節生検の実施可能性の

検討 

歯科・口腔外科・矯

正歯科 

岩井 俊憲 承認 

158 口腔癌に対する Docetaxel と Cis-platinum を用い

た超選択的動注化学放射線療法及び Cetuximabの併

用療法による臨床的研究 

歯科・口腔外科 來生 知 承認 

159 凝固線溶子分子マーカー測定値の標準化に向けての

検討 

臨床検査部 矢島 智志 承認 

160 大量メトトレキセート療法時の L-FABP推移の検討 臨床検査部 東 真理子 承認 

161 血糖測定システム(メディセーフフィットプロⅡ)の

基本性能評価 

臨床検査部 東 真理子 承認 

162 血清肝線維化マーカー測定値への腎機能の影響 臨床検査部 黒沢 貴之 承認 

163 症候性多発性骨髄腫に対する治療後 MRDおよび予後

検討研究（MM-MRD) 

臨床検査部 山崎 悦子 承認 

164 新規移植適応症候性多発性骨髄腫に対する移植後療

法 VRD/Rの有効性に関する前向き臨床研究

（YCUMMWG-1401） 

臨床検査部 山崎 悦子 承認 

165 多発性骨髄腫に対する自家造血細胞移植後療法とＭ

ＲＤおよび予後の検討（VRD/R-MRD） 

B14050820 新規移植適応症候性多発性骨髄腫に対

する移植後療法 VRD/Rの有効性に関する前向き臨床

研究（YCUMM-1401）付随研究 

臨床検査部 山崎 悦子 承認 

166 てんかん患者の自律神経活動に影響を及ぼす臨床的

要因の検討に関する観察研究 

臨床検査部 白石 洋子 承認 
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167 診療報酬請求書情報を用いた重度痙縮の医療経済的

検討、本学附属病院の状況の確認 

医学情報学 根本 明宜 承認 

168 せん妄対策実施に向けた調査 ～看護師を対象とし

て～ 

看護部 渡邉 香織 承認 

169 入院がん患者の苦痛スクリーニングの有効性の評価 看護部 畑 千秋 承認 

170 術後シバリングの発生率とそのリスクファクターに

関する後ろ向き観察研究 

看護部 小林 亨 承認 

171 逆行性超選択的動注化学放射線療法を受ける口腔癌

患者に発生する皮膚障害に関する実態調査 

看護部 9-2病棟 鈴木 愛子 承認 

172 トラマドール製剤からモルヒネ、オキシコドン製剤

へのスイッチング時における制吐薬投与の必要性に

関する検討 

薬剤部 西垣 哲太 承認 

173 大腿骨寛骨臼インピンジメント(Femoroacetabular 

Impingement)における腰椎・骨盤姿勢と臨床症状の

関連性についての検討 

リハビリテーション

科 

岡村 正嗣 承認 

174 臨床データ・患者サンプル等を用いたバイオ医薬品

の薬理作用評価法・予測法の開発に係る研究 

生命医科学研究科 

創薬再生科学研究室 

川崎 ナナ 承認 

175 新生児期呼吸不全に関わる新規プロテアーゼインヒ

ビターの探索研究 

医学部 組織学 大保 和之 承認 

176 大動脈瘤のバイオマーカー探索と治療開発 循環制御医学 横山 詩子 承認 

177 動脈管閉鎖の制御機構の解明 循環制御医学 横山 詩子 承認 

178 大動脈瘤及び動脈硬化症を含む血管疾患の診断マー

カー試薬の有用性の検討 

循環制御医学 横山 詩子 承認 

179 ヒト血清中における微量抗ウイルス抗体の検出 分子生体防御学 梁 明秀 承認 

180 難治性てんかんに対する前側頭葉切除手術症例を対

象とした放射性リガンド［11C］K-2の有効性を検

討する臨床試験 

生理学 宮﨑 智之 承認 

181 疾患横断的診断法の開発における放射性リガンド

［11C］K-2の有効性をうつ病、双極性障害、統合

失調症、依存症、ASD、てんかん症例と健常人で比

較検討するパイロット試験 

生理学 宮﨑 智之 承認 

182 脳梗塞回復期患者のリハビリテーションによる機能

回復過程における[11C]K-2の有効性の探索的臨床

試験 

生理学 宮﨑 智之 承認 

183 立位バランス装置の臨床応用 健康社会医学ユニッ

ト 

山末 耕太郎 承認 
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184 StageⅡおよび StageⅢA/B 日本人結腸癌患者におけ

る術後治療推奨へのオンコタイプ DX® Colon 

Recurrence Score の影響を評価するレジストリ

（登録）試験 

臨床統計学 山中 竹春 承認 

185 乳幼児期からアトピー性皮膚炎に罹患している子ど

もの学童期におけるセルフケア獲得課程 

看護学科 杉村 篤士 承認 

186 脳梗塞回復期患者のリハビリテーションによる機能

回復過程における[11C]K-2の有効性の探索的臨床

試験 

横浜市立脳卒中・神

経脊柱センター 

前野 豊 承認 

 

 

 
 

◆研究実施状況報告書 (センター病院) 
   

No 課題名 研究責任者情報 部署   

1 炎症性腸疾患の疾患活動性および治療反応性に関す

る血清バイオマーカーの探索 

炎症性腸疾患センタ

ー 

国崎 玲子 承認 

2 抗 TNFα抗体による寛解導入・維持療法効果不十分

な潰瘍性大腸炎患者を対象とした白血球成分除去療

法（LCAP）併用効果確認試験 

炎症性腸疾患センタ

ー 

国崎 玲子 承認 

3 潰瘍性大腸炎合併大腸癌および前癌病変の臨床病理

学的検討、多施設共同研究 

炎症性腸疾患センタ

ー 

木村 英明 承認 

4 クローン病の累積手術率の時代的変遷についての検

討（多施設共同後向き観察研究） 

炎症性腸疾患センタ

ー 

木村 英明 承認 

5 日本小児炎症性腸疾患レジストリシステムの構築及

びそれに基づく実態調査と自然史の解明のための研

究 

炎症性腸疾患センタ

ー 

国崎 玲子 承認 

6 腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステ

ロイドの前向き無作為化比較試験研究 

炎症性腸疾患センタ

ー 

国崎 玲子 承認 

7 本邦における腸管型ベーチェット病(含む、単純性

潰瘍)に対する外科治療の現況調査 －多施設共同

研究－ 

炎症性腸疾患センタ

ー 

木村 英明 承認 

8 カルシニューリン阻害剤抵抗性の潰瘍性大腸炎に対

するアダリムマブの有効性・安全性に関する単施設

後ろ向き観察研究 

炎症性腸疾患センタ

ー 

国崎 玲子 承認 

9 クローン病手術例の再発危険因子の検討－多施設共

同研究による前向き研究(厚労省難治性炎症性腸管

障害に関する研究班 外科プロジェクト) 

炎症性腸疾患センタ

ー 

木村 英明 承認 

10 網膜血管閉塞症に対する網膜血管内治療後のレーザ

ースペックルによる視神経乳頭血流の評価 

眼科 門之園 一明 承認 

11 網膜静脈閉塞症に対する組織型プラスミノーゲンア

クチベータの網膜血管内治療の有効性の検討 

眼科 門之園 一明 承認 
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12 網膜動脈閉塞症に対する組織型プラスミノーゲンア

クチベータの網膜血管内治療の有効性の検討 

眼科 門之園 一明 承認 

13 未熟児網膜症における抗 VEGF抗体 Bevacizumab

（Avastin®）の硝子体内投与 

眼科 稲﨑 紘 承認 

14 緑内障患者に対するリパスジル点眼薬の長期投与効

果についての研究 

眼科 稲崎 紘 承認 

15 OCTによる網膜静脈分枝閉塞症の治療前後の動静脈

交叉部の形態変化の観察 

眼科 佐藤 尚栄 承認 

16 特発性黄斑上膜と開放隅角緑内障の関連についての

研究 

眼科 稲崎 紘 承認 

17 Vogt-小柳-原田病における超広角インドシアニング

リーン蛍光眼底造影の評価 

眼科 井上 麻衣子 承認 

18 網膜動脈閉塞症における OCT Angiography の有用

性の検討 

眼科 井上 麻衣子 承認 

19 加齢黄斑変性における OCT angiography を用いた

網膜下高輝度物質の治療反応性の評価 

眼科 井上 麻衣子 承認 

20 Anatomic and Visual Outcomes Of Autologous 

Neurosensory Retinal Flap For Macular Holes

（黄斑円孔に対する自己網膜フラップ治療の解剖学

的および視機能評価） 

眼科 門之園 一明 承認 

21 インフルエンザ罹患に伴う二次性細菌性肺炎の発症

および重症化を予測するバイオマーカーの開発 

感染制御部 築地 淳 承認 

22 デング熱の重症化を予測するバイオマーカー開発の

研究 

感染制御部 築地 淳 承認 

23 C型肝炎患者に対する Direct acting 

antivirals(DAAs)併用療法の前向き観察研究 

消化器病センター・

輸血部 

野﨑 昭人 承認 

24 肝疾患に関する後方視的観察研究による総合的解析 消化器病センター・

輸血部 

野﨑 昭人 承認 

25 小児期発症 1型糖尿病の治療・予後改善のための多

施設共同研究（小児インスリン治療研究会における

前方視的研究のコホート（第 4コホート）参加） 

小児総合医療センタ

ー 

志賀 健太郎 承認 

26 小児難治性頻回再発型/ステロイド依存性ネフロー

ゼ症候群を対象としたリツキシマブ治療併用下での

ミコフェノール酸モフェチルの多施設共同二重盲検

プラセボ対照ランダム化比較試験(JSKDC07) 

小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 

27 小児難治性頻回再発型/ステロイド依存性ネフロー

ゼ症候群を対象としたリツキシマブ治療併用下での

ミコフェノール酸モフェチルの薬物動態試験

（JSKDC09） 

小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 
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28 ステロイド抵抗性小児ネフローゼ症候群を対象とし

たシクロスポリン＋プレドニゾロン併用療法とコハ

ク酸メチルプレドニゾロンナトリウム＋シクロスポ

リン＋プレドニゾロン併用療法の多施設共同非盲検

ランダム化比較試験（JSKDC 02） 

小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 

29 二相性けいれんと遅発性拡散能低下を呈する急性脳

症に対する多施設共同コホート研究 

小児総合医療センタ

ー 

渡辺 好宏 承認 

30 小児免疫関連疾患の病態解明、疾患活動性評価のた

めの新規バイオマーカーの開発 

小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 

31 ステロイド薬、免疫抑制薬内服中の患者への弱毒生

ワクチン接種についての前方視的研究 

小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 

32 小児 1型糖尿病患者の初診時随時血清 Cペプチド値

の早期病型診断における役割に関する後方視的研究 

小児総合医療センタ

ー 

志賀 健太郎 承認 

33 重症度分類を考慮した「確実な」1型糖尿病診断基

準作成のための疫学調査 

小児総合医療センタ

ー 

志賀 健太郎 承認 

34 C3腎症と溶連菌感染との関係性の検討 小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 

35 小児期発症 1型糖尿病の治療・予後改善のための多

施設共同研究(第 5コホート) 

小児総合医療センタ

ー 

志賀 健太郎 承認 

36 横浜市内での小児における頭蓋内出血および大腿骨

骨折症例の調査研究 

小児総合医療センタ

ー 

渡辺 好宏 承認 

37 初発寛解後早期に再発する小児ステロイド感受性ネ

フローゼ症候群患者を対象とした標準治療（再発時

プレドニゾロン治療）と標準治療＋高用量ミゾリビ

ン併用治療の多施設共同オープンランダム化比較試

験（JSKDC05） 

小児総合医療センタ

ー 

町田 裕之 承認 

38 脳深部刺激療法施行患者の予後評価・症状改善効果

を評価するための後ろ向き研究 

神経内科 木村 活生 承認 

39 パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンの

ジスキネジア発現に対する臨床研究(介入研究) 

神経内科 木村 活生 承認 

40 高尿酸血症患者を対象としたフェブキソスタット製

剤の脳心腎血管関連イベント発現抑制効果に関する

多施設共同ランダム化比較試験 

心臓血管センター 前島 信彦 承認 

41 破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグ

ラフト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研

究 

心臓血管センター外

科 

内田 敬二 承認 

42 大動脈瘤のバイオマーカー探索と治療開発 心臓血管センター外

科 

内田 敬二 承認 
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43 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（Randomaized Evaluation 

Aggressive or Moderate Lipid Lowering Therapy 

with Pitavastatin in Coronary Artery Disease） 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

44 急性冠症候群の末梢塞栓ハイリスク患者へのフィル

ター型血栓異物除去カテーテル（FILTRAPTM）の有

用性の検討（The VAMPIRE 3 Study） 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

45 【REAL-CAD】中央採血検体を用いた PCSK9血中濃度

の測定に関するサブ研究 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

46 アログリプチンが心血管疾患に与える効果に関する

研究 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

47 PRESSUREwire Practical Evaluation of 

Fractional Flow Reserve(FFR) and its 

Associated Alternate Indices During Routine 

Clinical Procedures 

日常の臨床診療における心筋血流予備量比(FFR)と

それに付随するその他の指標に関する実用的評価 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

48 出血リスクの高い経皮的冠動脈インターベンション

施行患者を対象としたプラスグレル治療の研究 －

PENDULUM mono－ 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

49 本邦における循環器疾患に対する入院時 ADLの意義

と実態調査 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

50 新世代エベロリムス溶出ステントを用いた保護され

ていない左冠動脈主幹部病変に対する経皮的冠動脈

インターベンションによる多施設共同プロスペクテ

ィブレジストリー（J-LESSON） 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

51 急性心筋梗塞患者における長時間作用型カルシウム

拮抗薬の有効性に関する前向き無作為臨床試験 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

52 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患

者におけるリバーロキサバン単剤療法に関する臨床

研究(AFIRE Study) 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

53 急性冠症候群患者における脂質リスクとコントロー

ルに関する前向き観察研究（EXPLORE-J） 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

54 2型糖尿病合併拡張障害型急性心不全症例における

ダパグリフロジンの左室充満圧低下作用に関する研

究 

心臓血管センター 岩橋 徳明 承認 

55 左室収縮機能の維持された心不全の治療薬探索に関

する多施設共同登録・観察研究 

心臓血管センター 岩橋 徳明 承認 

56 経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象と

した抗血小板療法による血栓性イベント、出血性イ

ベント、血小板凝集抑制作用の実態調査 

心臓血管センター 日比 潔 承認 

57 高齢心不全患者における身体的・社会的フレイルに

関する疫学・予後調査～多施設前向きコホート研究

～Prevalence and prognostic value of physical 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 
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and social frailty in geriatric patients 

hospitalized for heart failure: A multicenter 

prospective cohort study (FRAGILE-HF) 

58 健常高齢者における心エコー図計測値の基準値を確

立するための多施設前向き研究 

心臓血管センター 岩橋 徳明 承認 

59 心不全入院患者の予後予測における至適な心エコー

図検査のタイミングについての検討：OPTIMAL研究 

心臓血管センター 岩橋 徳明 承認 

60 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療

後の出血と血栓リスクに関する前向き観察研究(多

施設共同研究) 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

61 急性心不全患者におけるカルペリチド製剤の有益性

の検証 

心臓血管センター 小西 正紹 承認 

62 急性冠症候群におけるカヘキシア・サルコペニアに

関する後向きおよび前向きコホート研究 

心臓血管センター 小西 正紹 承認 

63 高齢心不全患者における医療アクセスの実態と予後

との関係 

心臓血管センター 小西 正紹 承認 

64 血液透析患者における急性心不全発症と予後に関す

る研究 

心臓血管センター 小西 正紹 承認 

65 トホグリフロジンの安全性および有効性の検討 －

前向き観察研究－ 

心臓血管センター 岩橋 徳明 承認 

66 抗血小板薬と抗凝固薬の単独使用および併用におけ

る総合的抗血栓能の評価 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

67 高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例

を対象としたアジルサルタンの左室拡張機能改善効

果の探索的検討 

心臓血管センター 木村 一雄 承認 

68 骨髄異形性症候群における移植決断からの治療戦略

に関する前方視的検討 KSGCT1303（MDS-

prospective） 

血液内科 藤澤 信 承認 

69 関東造血幹細胞移植共同研究グループ（KSGCT）移

植患者データベース作成 

血液内科 藤澤 信 承認 

70 再生不良性貧血に対する同種移植において、移植前

処置ならびにドナータイプが混合キメラ・二次性生

着不全に与える影響 

血液内科 藤澤 信 承認 

71 慢性期慢性骨髄性白血病患者における無治療寛解を

目指したダサチニブ治療第Ⅱ相試験（D-FREE試験） 

血液内科 藤澤 信 承認 

72 10代の児童精神科初診患者におけるインターネット

使用実態の横断的研究 

精神医療センター 高橋 雄一 承認 

73 精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効

果に関する研究 

精神医療センター 高橋 雄一 承認 
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74 児童思春期の自殺再企図リスクと精神病症状の影響

に関する前向きコホート研究 

精神医療センター 高橋 雄一 承認 

75 てんかん患者の自律神経活動に影響を及ぼす臨床的

要因の検討に関する観察研究 

精神医療センター 髙橋 雄一 承認 

76 横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救

急センターに搬送された自殺企図者の精神医学的特

徴および心理社会的背景に関する実態調査 

精神医療センター 日野 耕介 承認 

77 統合失調症患者に対する心理社会的介入プログラム

の脳構造及び脳機能への影響：MRI study 

精神医療センター 高橋 雄一 承認 

78 妊娠高血圧症候群の妊娠分娩転帰に影響する予後因

子の検討 

総合周産期母子医療

センター 

小畑 聡一朗 承認 

79 日本産科婦人科学会周産期登録データベースを使用

した反復常位胎盤早期剥離と妊娠分娩転帰に関する

研究 

総合周産期母子医療

センター 

高見 美緒 承認 

80 日本産科婦人科学会周産期登録データベースを使用

した 2010年妊娠糖尿病の診断変更に伴う、児出生

時体重の検討に関する研究 

総合周産期母子医療

センター 

青木 茂 承認 

81 クラミジア感染と妊娠分娩転帰の検討 総合周産期母子医療

センター 

青木 茂 承認 

82 妊娠糖尿病に対する妊娠中期治療開始の妥当性につ

いての第Ⅱ相試験 

総合周産期母子医療

センター 

青木 茂 承認 

83 新生児低体温療法レジストリーによる我が国の新生

児蘇生法ガイドラインの普及と効果の評価に関する

研究 

総合周産期母子医療

センター 

石田 史彦 承認 

84 JCOG1207:食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するス

テロイド併用 EBDおよびステロイド併用 RICのラン

ダム化比較第 II/III相試験 

内視鏡部 平澤 欣吾 承認 

85 ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の除菌率と副作用

を検討する多施設前向きコホート研究 

内視鏡部 平澤 欣吾 承認 

86 内視鏡治療施行例における臨床病理学的検討 内視鏡部 平澤 欣吾 承認 

87 消化管内視鏡画像診断と臨床病理学的診断の対比に

関する後ろ向きコホート研究 

内視鏡部 平澤 欣吾 承認 

88 食道表在癌に対する従来法 ESDおよび糸付きクリッ

プによる牽引 ESDの無作為化比較第Ⅲ相試験 

内視鏡室 平澤 欣吾 承認 

89 抗血栓薬内服患者における胃内視鏡的粘膜下層剥離

術後の後出血に対し 3rd-look内視鏡検査追加によ

る予防効果の検討 

内視鏡室 平澤 欣吾 承認 

90 乳がん患者のヘルスケアについて 婦人科 榊原 秀也 承認 
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91 画像を用いた放射線治療患者における適切放射線治

療範囲の研究 

放射線科 荻野 伊知朗 承認 

92 日本人工関節登録制度 リウマチ膠原病セン

ター 

持田 勇一 承認 

93 健康診断（人間ドック）における早期関節リウマチ

患者の診断 

リウマチ膠原病セン

ター 

持田 勇一 承認 

94 難治性膠原病に対する免疫抑制薬併用療法の実態に

関する前向き観察研究 

リウマチ膠原病セン

ター 

大野 滋 承認 

95 インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性

にある関節リウマチ患者を対象としたインフリキシ

マブ休薬療法における、関節超音波を用いた再発予

測精度ならびにインフリキシマブ再投与の有効性・

安全性を検証する、多施設共同前向き試験

(OPTIWITstudy) 

リウマチ膠原病セン

ター 

大野 滋 承認 

96 全身性自己免疫性疾患・自己炎症性疾患に関する疫

学研究 

リウマチ膠原病セン

ター 

大野 滋 承認 

97 皮膚筋炎・多発筋炎の予後予測因子の探索 リウマチ膠原病セン

ター 

大野 滋 承認 

98 実臨床での関節リウマチ患者の X線による関節破壊

評価 

リウマチ膠原病セン

ター 

大野 滋 承認 

99 人工膝関節全置換術後の理学療法における,リンパ

ドレナージ介入に関するランダム化比較試験 

リハビリテーション

部 

藤浦 達 承認 

100 立位バランス装置の臨床応用 一般内科 鈴木 ゆめ 承認 

101 肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する肺葉切除と縮小

切除（区域切除）の第Ⅲ相試験 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

102 病理病期Ⅰ期（T1＞2㎝）非小細胞肺癌完全切除例

に対する術後化学療法の臨床第Ⅲ相試験 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

103 Superior sulcus tumor に対する術前導入法として

の CDDP+TS-1+同時胸部放射線照射（66Gy）後の手術

の有効性検証試験 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

104 縦隔リンパ節転移を有するⅢA期非扁平上皮非小細

胞肺癌に対する術前導入療法としての Cisplatin

（CDDP）+Pemetrexed（PEM）+Bevacizumab（BEV）

併用療法もしくは、CDDP+PEM+同時胸部放射線照射

（45Gy）後の手術のランダム化比較第Ⅲ相試験 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

105 縦隔リンパ節転移を有する IIIA期肺原発扁平上皮

癌に対する術前導入療法として CDDP+TS-1+同時胸部

放射線照射（45Gy）後の手術の第 II相試験 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 
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106 胸部薄切ＣＴ所見に基づくすりガラス影優位のｃ

T1NO肺癌に対する区域切除の非ランダム化検証的試

験 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

107 臨床病期Ⅰ/Ⅱ期非小細胞肺癌に対する選択的リン

パ節郭清の治療的意義に関するランダム化比較試験

（JCOG1413） 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

108 高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノ

テカン＋シスプラチン療法とエトポシド＋シスプラ

チン療法のランダム化比較試験(JCOG1205/1206) 

呼吸器病センター 西井 鉄平 承認 

109 緊急気管挿管における適切なチューブサイズの検討 高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 

110 救急診療におけるノンテクニカルスキルの有用性と

欠落因子に関する検討 

高度救命救急センタ

ー 

中村 京太 承認 

111 小児頭部外傷における頭部 CT検査適応の基準の開

発に係る研究 

Japanese Pediatric Head injury study to 

Establish Assessment Device（JP-HEAD） 

高度救命救急センタ

ー 

六車 崇 承認 

112 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後ろ向き研究） 

高度救命救急センタ

ー 

中谷 尚貴 承認 

113 急性一酸化炭素中毒レジストリー 

Carbon monoxide Poisoning in Japan(COP-J)study 

高度救命救急センタ

ー 

酒井 拓磨 承認 

114 横浜・横須賀救急医療データベースによる多施設共

同観察研究 (SEAGULLS-1) 

高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 

115 横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救

急センター医療データベースによる新たな予防法・

診断・治療法の開発に関する後ろ向き観察研究 

高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 

116 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査 高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 

117 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関す

る研究 

高度救命救急センタ

ー 

竹内 一郎 承認 

118 外傷例の病院前救護における受傷機転に基づく緊急

度・重症度判断に係る研究 

高度救命救急センタ

ー 

酒井 拓磨 承認 

119 日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録デー

タを用いた臨床研究 

高度救命救急センタ

ー 

竹内 一郎 承認 

120 救急搬送および救急蘇生統計を用いた有効な救命処

置に係る探索的疫学研究 

高度救命救急センタ

ー 

竹内 一郎 承認 

121 外傷症例における Resuscitative Endovascular 

Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) 留置の

至適位置予測式作成：多施設共同観察研究 

高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 
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122 一般社団法人日本熱傷学会「熱傷入院患者レジスト

リー」への症例登録事業 

高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 

123 広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同無作為化

非盲検比較対照試験 

高度救命救急センタ

ー 

岩下 眞之 承認 

124 スボレキサントの心臓手術術後せん妄発症に対する

予防効果を検討する多施設ランダム化比較研究 

集中治療部 刈谷 隆之 承認 

125 StageⅡおよび StageⅢA/B 日本人結腸癌患者におけ

る術後治療推奨へのオンコタイプ DX® Colon 

Recurrence Score の影響を評価するレジストリ（登

録）試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

126 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラ

シル/ｌ-ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助

化学療法（mFOLFOX6） vs. 手術単独によるランダ

ム化Ⅱ/Ⅲ相試験：JCOG 0603 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

127 StageⅢ治癒切除大腸癌に対する術後補助化学療法

としての Capecitabine 療法と S-1療法とのランダ

ム化第Ⅲ相比較臨床試験（JCOG0910） 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

128 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 療法のランダム化第Ⅲ相比較臨床試

験（ACTS-CC 02） 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

129 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 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

130 JCOG1018 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化

学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

131 JCOG1007 治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣

切除の意義に関するランダム化比較試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

132 JCOG1107 治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除に

おける腹腔鏡下手術の有用性に関するランダム化比

較第Ⅲ相試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

133 大腸がんに対する腹腔鏡下手術のアクセスポート数

による治療効果の検討：Single-incision vs. 

Multi-port laparoscopic colectomy study (SIMPL 

study)ランダム化第Ⅱ相比較試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

134 閉塞性大腸癌に対する FOLFOX を用いた術前化学療

法の臨床第Ⅱ相試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

135 肛門近傍の下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術の前向

き第Ⅱ相試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

136 大腸癌腹膜播種の客観的評価方法に関する多施設共

同前向き観察研究 

消化器病センター 大田 貢由 承認 
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137 腹腔鏡下大腸癌手術におけるエノキサパリン投与の

有効性および安全性に関するランダム化第 II相試

験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

138 直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当性に関

する観察研究 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

139 側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術

前化学療法の意義に関するランダム化比較第 II/III

相試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

140 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およ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 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

141 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および安全性を比較する第

III相無作為化比較試験（PARADIGM study） 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

142 高齢者切除不能進行再発結腸直腸癌に対する XELOX+

ベバシズマブ併用療法におけるオキサリプラチンの

至適休止時期の検討 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

143 JFMC48-1301-C4（ACHIEVE-2 Trial） 

再発危険因子を有するハイリスク StageII結腸がん

治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6療法または XELOX 療法の至適投与期間に関

するランダム化第 III相比較臨床試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

144 結腸癌の至適切離腸管長に関する前向き研究 

International Prospective Observational Cohort 

Study for Optimal Bowel Resection Extent and 

Central Radicality for Colon Cancer (T-REX 

Study) 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

145 MRI診断能に関する研究 消化器病センター 大田 貢由 承認 

146 肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対

する術前術後 FOLFOX/XELOX 療法併用肛門括約筋部

分温存手術(ISR)のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

147 直腸癌周術期治療の有効性に関する多施設共同コホ

ート研究 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

148 切除不能進行・再発大腸癌における BRAF遺伝子変

異に関する多施設共同観察研究(J-BROS) 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

149 FOLFOX plus panitumumab による一次治療抵抗また

は不耐となった RAS wild-type、切除不能進行・再

発大腸癌に対する２次治療としての FOLFIRI plus 

panitumumab 療法の有効性に関する多施設共同第Ⅱ

相試験 －Liquid Biopsy によるバイオマーカー発

現の変化と抗腫瘍効果についての検討－ 

消化器病センター 渡邉 純 承認 
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150 吸収性組織補強材付自動吻合器を用いた直腸切除術

の多施設共同前向き観察研究 

消化器病センター 渡邉 純 承認 

151 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 

消化器病センター 虫明 寛行 承認 

152 標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大

腸癌に対する TFTD（ロンサーフ®）＋Bevacizumab

併用療法の RAS遺伝子変異有無別の有効性と安全性

を確認する第Ⅱ相試験 

消化器病センター 虫明 寛行 承認 

153 胃癌または食道胃接合部癌における血中遊離遺伝子

の解析 

消化器病センター 福地 剛英 承認 

154 大腸上皮性腫瘍における同時性胃癌有病率および胃

がんリスク検診の感度・特異度に対する前向き研究 

消化器病センター 福地 剛英 承認 

155 Real-time Virtual Sonography を用いた異種モダリ

ティ画像間における位置合わせ技術の研究 

消化器病センター 沼田 和司 承認 

156 ヘリコバクターピロリ二次除菌治療における

Vonoprazan/AMPC/MNZ と Rabeprazole/AMPC/MNZ の

多施設共同無作為化比較試験 

消化器病センター 沼田 和司 承認 

157 CAM耐性ヘリコバクター・ピロリ一次除菌治療にお

ける P-CAB/AMPC/MNZ の P-CAB/AMPC/CAM に対する優

越性、PPI/AMPC/MNZ に対する非劣性、PPI/AMPC/CAM

に対する優越性を検討する多施設前向き非無作為化

比較試験 

消化器病センター 沼田 和司 承認 

158 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（JCOG1202） 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

159 胆膵領域の腫瘍性疾患における血中遊離遺伝子の解

析 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

160 JCOG1213:消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神

経内分泌癌（NEC）を対象としたエトポシド／シス

プラチン（EP）療法とイリノテカン／シスプラチン

（IP）療法のランダム化比較試験 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

161 JCOG1407：局所進行膵癌を対象とした modified 

FOLFIRINOX 療法とゲムシタビン+ナブパクリタキセ

ル併用療法のランダム化第Ⅱ相試験 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

162 がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究:多施設共同前向

き登録研究(Cancer-VTE Registry) 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

163 Gastric outlet obstruction に対する十二指腸ステ

ント留置術の安全性と有効性を検討する多施設共同

前向きコホート研究 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

164 胆道・膵臓領域における造影超音波検査の有用性の

検討 

消化器病センター 三輪 治生 承認 



28 

 

165 胆道狭窄に対する内視鏡的胆道ステント留置術の有

用性を検証する後ろ向き観察研究 

消化器病センター 三輪 治生 承認 

166 切除不能進行膵臓癌患者に対する USガイド下体外

式集束超音波熱凝固法(HIFU)治療による有効性を検

討する臨床試験 

消化器病センター 福田 浩之 承認 

167 肝癌における血中 microRNA の解析 消化器病センター 中馬 誠 承認 

168 新規アングル型 0.025インチガイドワイヤとストレ

ート型 0.025インチガイドワイヤを用いた肝門部領

域胆管狭窄部突破に関する多施設共同前向き無作為

化比較試験(TORQUE GW study) 

消化器病センター 杉森 一哉 承認 

169 膵・消化管神経内分泌腫瘍の Tumor Tumor 

infiltrating lymphocytes と Programmed cell 

death 1の発現 

消化器病センター 渡邉 純 承認 

170 JCOG0903 臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対する

S-1+MMCを同時併用する根治的化学放射線療法の臨

床第Ⅰ/Ⅱ相試験 

消化器病センター 大田 貢由 承認 

171 経口血糖降下薬・インスリンおよび脂質改善薬の血

糖・脂質改善効果の検討 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

172 糖尿病・内分泌代謝疾患を持つ患者の睡眠時間、睡

眠の質並びに食事摂取と各種代謝指標との関連に関

する研究 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

173 2型糖尿病患者における睡眠時無呼吸症候群と夜間

血糖変動の関連についての検討 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

174 トホグリフロジンの安全性および有効性の検討-前

向き観察研究- 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

175 2型糖尿病患者における AGEｓと骨代謝の関連の検

討 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

176 1型糖尿病患者の睡眠時間、睡眠の質並びに食事摂

取と各種代謝指標との関連に関する研究 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

177 糖尿病患者における非接触型血糖測定器を用いた血

糖変動についての検討 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

178 2型糖尿病患者におけるライゾデグと GLP-1受容体

作動薬併用療法の効果についての研究 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

179 脂質異常症合併糖尿病における血中 ANGPTLについ

ての解析 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 承認 

180 HER2陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズマブ、

ペルツズマブ、エリブリン併用療法の有用性の検討

試験 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 
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181 乳癌個別化治療に向けた生物学的特徴に関する網羅

的解析 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

182 乳癌の術前・術後化学療法における発熱性好中球減

少症に関する観察研究 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

183 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相臨床研究―ペルツ

ズマブ再投与試験― 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

184 がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究:多施設共同前向

き登録研究(Cancer-VTE Registry) 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

185 乳腺アポクリン癌に関する多施設共同症例対照研究 乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

186 HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、

ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラスツズマ

ブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討

する第Ⅲ相臨床研究 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

187 乳がん骨転移における Bone scan index の有用性に

関するコホート研究 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 承認 

188 骨転移を伴う未治療前立腺癌における bone scan 

indexの有用性を解析する前向き試験 

泌尿器・腎移植科 三好 康秀 承認 

189 抗 VEGF抗体関連薬による尿蛋白に対する適正使用

に関する後方視的調査 

薬剤部 近藤 潤一 承認 
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【4 月迅速審査結果一覧】 

NO 研  究  名 所属 担当科等 実施責任者 承認欄 

1 
同種造血幹細胞移植における可溶性 ST2の臨

床的意義 

横浜市立大学

附属病院 

血液・リウマ

チ・感染症内科 
宮崎 拓也 承認 

2 
全身性エリテマトーデス患者の疾患レジスト

リー構築 

横浜市立大学

附属病院 

血液・リウマ

チ・感染症内科 
吉見 竜介 修正の上で承認 

3 
肝細胞癌における新規血液マーカーに関する

前向きコホート研究 

横浜市立大学

附属病院 

肝胆膵消化器

病 
小川 祐二 修正の上で承認 

4 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相

臨床試験 

横浜市立大学

附属病院 

消化器・腫瘍外

科学 
菅江 貞亨 承認 

5 
小児肝線維性疾患の診断バイオマーカーの探

索と臨床応用に資する研究 

横浜市立大学

附属病院 
小児科 鉾碕 竜範 承認 

6 
抗 MDA5 抗体陽性の若年性皮膚筋炎における

臨床像、検査所見、治療の解析 

横浜市立大学

附属病院 
小児科 西村 謙一 修正の上で承認 

7 直腸癌における One Step Nucleic Acid 

Amplification 法を用いた側方リンパ節転移

予測 

横浜市立大学

附属病院 
一般外科 沼田 正勝 修正の上で承認 

8 
SBT/ABPC製剤の採用規格見直しが PK/PDに及

ぼす影響 

横浜市立大学

附属病院 
薬剤部 若杉 正 承認 

9 
神奈川県の結核患者における疫学的特徴と分

子疫学的解析についての研究 

横浜市立大学

医学研究科 

医学部 

医学教育学 
稲森 正彦 承認 

10 神奈川県における急性期脳梗塞に対する再開

通 療 法 の 登 録 観 察 研 究  Kanagawa 

intravenous and endovascular treatment of 

acute ischemic stroke registry（ K-NET 

registry） 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

神経内科 上田 直久 承認 

11 
回腸嚢肛門管吻合術における直腸粘膜遺残の

危険因子の検討 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

炎症性腸疾患

センター 
木村 英明 修正の上で承認 

12 横浜市立大学附属市民総合医療センター炎症

性腸疾患センターにおけるクローン病術後歳

出術例の現状と対策 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

炎症性腸疾患

センター 
木村 英明 修正の上で承認 

13 急性心筋梗塞診療における社会性フレイルと

しての医療アクセスの実態と予後に与える影

響の検討 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

心臓血管セン

ター 
松澤 泰志 承認 

14 ST 上昇型急性心筋梗塞治療に対するエベロ

リムス溶出性ステントの早期および慢性期血

管反応の比較：生体吸収型ポリマーと永続型

ポリマーステント間のランダム化比較試験

【MECHAISM-AMI-RCT】 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

心臓血管セン

ター 
日比 潔 修正の上で承認 
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15 
神奈川県合同輸血療法委員会による貯血式自

己血輸血の将来予測 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

輸血部 野﨑 昭人 修正の上で承認 

16 
切除可能胆道癌に対する術前 MDCT 診断の妥

当性に関する研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
杉森 一哉 承認 

17 
直腸癌の治療成績に関する多施設共同観察研

究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
渡邉 純 修正の上で承認 

18 
結腸癌の治療成績に関する多施設共同観察研

究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
渡邉 純 修正の上で承認 

19 
肝細胞がんに対するレンバチニブの有用性と

生存期間に寄与する因子の検討 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
中馬 誠 修正の上で承認 

20 
肝細胞癌の分子標的治療における血中バイオ

マーカーの解析 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
中馬 誠 修正の上で承認 

21 
生殖補助医療における治療成績・予後に関す

る観察研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

生殖医療セン

ター 
村瀬 真理子 修正の上で承認 

22 
非妊時肥満妊婦の推奨妊娠体重増加量に関す

る前向き観察研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

総合周産期母

子医療センタ

ー 

青木 茂 保留 

23 
常位胎盤早期剥離（早剥）既往妊婦の反復早

剥の実態調査 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

総合周産期母

子医療センタ

ー 

髙見 美緒 承認 

24 
障害者の活動量把握の方法の開発（活動量計

開発） 

横浜市立大学

医学研究科 

リハビリテー

ション科 
中村 健 修正の上で承認 

25 
胆管癌の放射線治療に関する後ろ向きコホー

ト研究 

横浜市立大学

附属病院 
放射線科 向井 佑希 承認 

26 
小児リウマチ患者における甲状腺癌／腺腫／

腺腫様過形成に関する多施設共同研究 

横浜市立大学

附属病院 
小児科 西村 謙一 修正の上で承認 

27 卵巣明細胞癌特異的新規腫瘍マーカーの術後

経過観察における有用性に関する医師主導前

向きコホート研究 

横浜市立大学

附属病院 
産婦人科 

ル イ ズ 横 田 

奈朋 
修正の上で承認 

28 

神奈川エリア T細胞リンパ腫レジストリ 
横浜市立大学

附属病院 

血液・免疫・感

染症内科 
松本 憲二 承認 

29 
多発性筋炎/皮膚筋炎合併間質性肺炎の予後

予測因子の同定 

横浜市立大学

附属病院 

血液・免疫・感

染症内科 
桐野 洋平 承認 
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30 
タゾバクタム/ピペラシリン併用がワルファ

リン服用患者の PT-INR に及ぼす影響 

横浜市立大学

附属病院 
薬剤部 西垣 哲太 承認 

31 
慢性便秘症患者における便形状と QOL に関す

るインターネット調査 

横浜市立大学

附属病院 

肝胆膵消化器

病学 
大久保 秀則 修正の上で承認 

32 
薬剤過敏症症候群の重症関連因子解析に関す

る研究 

横浜市立大学

附属病院 

環境免疫病態

皮膚科学 
相原 道子 承認 

33 
大学病院における周術期抗菌薬使用の実態調

査 

横浜市立大学

附属病院 
感染制御部 加藤 英明 修正の上で承認 

34 
リンパ浮腫患者におけるリンパ管炎/蜂窩織

炎発症と気象との関連性 

横浜市立大学

附属病院 
形成外科 三上 太郎 修正の上で承認 

35 糖尿病腎症に対する自己管理支援 ICT システ

ムの有効性・安全性に関するランダム化比較

試験 

横浜市立大学

附属病院 

腎臓・高血圧内

科 
田村 功一 修正の上で承認 

36 糖尿病腎症に対する自己管理支援 ICT システ

ムの有効性・安全性に関するランダム化比較

試験 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

腎臓・高血圧内

科 
平和 伸仁 修正の上で承認 

37 
乳房再建患者の HRQOL・満足度を調査する多

施設共同研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

形成外科 佐武 利彦 承認 

38 
新規疾患：TAFRO 症候群の疾患概念確立のた

めの多施設共同後方視的研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

血液内科 藤澤 信 承認 

39 Myelodysplastic/Myeloproliferative 

Neoplasms Unclassified に対する同種造血

幹細胞移植に関する研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

血液内科 青木 淳 承認 

40 
禁煙が同種造血幹細胞移植の成績に与える影

響 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

血液内科 青木 淳 修正の上で承認 

41 シスプラチン不耐頭頸部癌術後高リスク患者

に対するドセタキセル、セツキシマブ併用術

後放射線治療の効果判定 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

耳鼻咽喉科 畠山 博充 承認 

42 
男性更年期患者における血清中酸化ストレス

ならびに抗酸化力測定 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

生殖医療セン

ター 
湯村 寧 修正の上で承認 

43 男性不妊症患者における精液中活性酸素

（Reactive oxygen species:ROS)と精液中酸

化 還 元 電 位 （ Oxidation-reduction 

potential:OPR)の関連についての検討 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

生殖医療セン

ター 
湯村 寧 修正の上で承認 

44 男性不妊症患者の生活習慣と精液中活性酸素

（Reactive oxygen species:ROS)との関連に

ついての検討 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

生殖医療セン

ター 
湯村 寧 修正の上で承認 
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45 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相

臨床試験 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

乳腺・甲状腺外

科 
成井 一隆 修正の上で承認 

46 畳み込みニューラルネットワークを用いた、

マンモグラフィの自動読影判定に関する多施

設共同研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

乳腺・甲状腺外

科 
成井 一隆 承認 

47 
骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象と

した多施設共同前向き観察研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

泌尿器・腎移植

科 
上村 博司 承認 

48 持続血糖モニタリング装置を用いた血糖変動

などの指標が心血管疾患に対して与える影響

に関する研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

心臓疾患セン

ター 
岩橋 徳明 修正の上で承認 

49 
CAD/CAM technologyによる上顎移動術の精度

評価 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

歯科・口腔外

科・矯正歯科 
山下 陽介 承認 

50 
全身性エリテマトーデス患者の疾患レジスト

リー構築 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

リウマチ膠原

病センター 
大野 滋 修正の上で承認 

51 
児童思春期の神経性やせ症の入院治療におけ

る後方視的研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

精神医療セン

ター 
山本 恭平 承認 

変更届      

1 過敏性腸症候群に対する桂枝加芍薬湯の有効

性：多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為

化試験 

横浜市立大学

附属病院 

肝胆膵消化器

病 
中島 淳 承認 

2 

ヘリコバクター・ピロリ三次除菌治療として

の PPIと PCABの無作為比較対照試験 

横浜市立大学

附属病院 
消化器内科 須江 聡一郎 承認 

3 
大学生に対するボノプラザン・アモキシシリ

ン・メトロニダゾールによるヘリコバクター・

ピロリ除菌治療 

横浜市立大学

附属病院 
消化器内科 須江 聡一郎 承認 

4 再発および難治の成人急性リンパ芽球性白血

病に対するクロファラビン、エトポシド、シ

クロホスファミド併用化学療法(CLEC 療法）

の第Ⅰ/Ⅱ相試験(JALSG RR-ALL214) 

横浜市立大学

附属病院 

血液・リウマ

チ・感染症内科 
萩原 真紀 承認 

5 大血管炎（高安動脈炎と巨細胞性動脈炎）の

診断・治療の現状と有効性に関する前向き観

察研究 

横浜市立大学

附属病院 
小児科 伊藤 秀一 承認 

6 

人工股関節周囲骨吸収に対するデノスマブの

治療効果 

横浜市立大学

附属病院 
整形外科 稲葉 裕 承認 

7 高 悪 性 度 非 円 形 細 胞 肉 腫 に 対 す る

adriamycin、ifosfamide による補助化学療法

と gemcitabine、docetaxel による補助化学療

法とのランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験(JCOG1306) 

横浜市立大学

附属病院 
整形外科 川端 佑介 承認 
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8 

悪性腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害

薬の有害事象に関する観察研究 

横浜市立大学

附属病院 
産婦人科 佐藤 美紀子 承認 

9 

膵胆管合流異常症発癌メカニズムの分子生物

学的網羅的探索 

横浜市立大学

附属病院 

消化器・腫瘍外

科学 
菊地 祐太郎 承認 

10 心電図を指標とした CRT（心室再同期療法機

能つきペースメーカー）植え込み患者におけ

る至適 AV/VV Delay 決定に関する研究（New 

Ishikawa’s CRT Method 研究) 

横浜市立大学

附属病院 
循環器内科 石川 利之 承認 

11 正コレステロール血症を呈する従来治療抵抗

性閉塞性動脈硬化症に対するデキストラン硫

酸カラムを用いた LDL アフェレシス療法試験

（LETS-PAD study) 

横浜市立大学

附属病院 

血液浄化セン

ター 
戸谷 義幸 承認 

12 
FDG-PET/CT を用いた腎細胞癌に対する薬物

治療の効果判定に基づく治療法の確立 

横浜市立大学

附属病院 
泌尿器科 中井川 昇 承認 

13 
進行性腎癌に対する FDG-PET/CT 評価の有用

性に関する多施設共同前向き試験 

横浜市立大学

附属病院 
泌尿器科 中井川 昇 承認 

14 
腎腫瘍に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分

切除術の有用性と安全性に関する研究 

横浜市立大学

附属病院 
泌尿器科 中井川 昇 承認 

15 非尿路上皮・尿路悪性腫瘍に関する臨床病理

学的検討 

横浜市立大学

附属病院 
泌尿器科 中井川 昇 承認 

16 
骨転移を伴う未治療前立腺癌における bone 

scan indexの有用性を解析する前向き試験 

横浜市立大学

附属病院 
泌尿器科 村岡 研太郎 承認 

17 

骨転移を伴う未治療前立腺癌における bone 

scan indexの有用性を解析する前向き試験 

国家公務員共

済組合連合会 

横須賀共済病

院 

泌尿器科 小林 一樹 承認 

18 
骨転移を伴う未治療前立腺癌における bone 

scan indexの有用性を解析する前向き試験 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

泌尿器・腎移植

科 
三好 康秀 承認 

19 経皮的冠動脈形成術(PCI)でのステントガイ

ダンスにおける光干渉断層法（OCT)と冠動脈

造影法の比較研究(COCOA 研究) 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

心臓血管セン

ター 
日比 潔 承認 

20 

慢性肝疾患に伴う掻痒感の研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
原 浩二 承認 

21 食道癌患者への DCF 療法時における成分栄養

剤の口腔粘膜炎抑制作用の検討 －エレンタ

ール®非投与群を対照群としたランダム化第

Ⅲ相比較臨床試験（EPOC2 study）－ 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

消化器病セン

ター 
國崎 主悦 承認 
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22 胸部下行・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効性

に関する研究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

麻酔科 佐藤 仁 承認 

23 カルボニルストレスを含む代謝異常と精神疾

患の関連に関する遺伝子解析および生化学的

研究 

横浜市立大学

附属病院 
生理学 宮﨑 智之 承認 

24 ロイコトリエン受容体拮抗薬のヒト直腸

Aberrant Crypt Foci に対する影響の検討：

非ランダム化非盲検化比較試験 

横浜市立大学

附属病院 

内視鏡センタ

ー 
日暮 琢磨 承認 

25 
外来化学療法施行時の抗がん剤血管外漏出の

リスク因子に関する観察研究 

横浜市立大学

附属病院 
産婦人科 佐藤 美紀子 承認 

26 インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患

活動性にある関節リウマチ患者を対象とした

インフリキシマブ休薬療法における、関節超

音波を用いた再発予測精度ならびにインフリ

キシマブ再投与の有効性・安全性を検証する、

多施設共同前向き試験 

横浜市立大学

附属病院 

血液・リウマ

チ・感染症内科 
吉見 竜介 承認 

27 インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患

活動性にある関節リウマチ患者を対象とした

インフリキシマブ休薬療法における、関節超

音波を用いた再発予測精度ならびにインフリ

キシマブ再投与の有効性・安全性を検証する、

多施設共同前向き試験 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

リウマチ膠原

病センター 
大野 滋 承認 

28 ２年の完全分子遺伝学的効果を有する慢性期

慢性骨髄性白血病に対するイマチニブ治療中

断試験実施計画書 DOMEST Trial 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

血液内科 藤澤 信 承認 

29 
合成オリゴヌクレオチドの肺癌症例における

免疫賦活作用の検討 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

呼吸器病セン

ター 
小林 信明 承認 

30 本邦における腸管型ベーチェット病（含む、

単純性潰瘍）に対する外科治療の現況調査 

－多施設共同研究－ 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

炎症性腸疾患

センター 
木村 英明 修正の上で承認 

31 
妊娠糖尿病の治療介入開始時期による周産期

転帰への影響について 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

総合周産期母

子医療センタ

ー 

笠井 絢子 承認 

32 各種バイオマーカー測定のための基礎検討と

基準範囲および病態識別値の設定のための研

究 

横浜市立大学

附属市民総合

医療センター 

臨床検査部 宮島 栄治 承認 

 

 

  
◆研究終了(中止・中断）報告書 (附属病院） 

  

No 課題名 部署 氏名 

1 薬剤関連顎骨壊死に対する副甲状腺ホルモン製剤による治療の

検討 

歯科・口腔外科・矯正歯科 廣田 誠 
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2 口腔癌に対する超選択的動注法支援のためのカテーテルナビゲ

ーションシステムに関する研究 

歯科口腔外科矯正歯科 大屋 貴志 

3 HIV感染者を対象とした口腔癌の早期発見と予防に関する研究 歯科口腔外科矯正歯科 光藤 健司 

4 頭頸部悪性腫瘍に対するインドシアニングリーン（ICG)を用い

たセンチネルリンパ節の同定 

歯科・口腔外科・矯正歯科 岩井 俊憲 

5 神奈川県における喉頭癌声門型 T2N0M0症例に対する S-1併用

放射線療法の効果についての検討（Kanagawa S-1 + RT 

study） 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 折舘 伸彦 

6 嚥下内視鏡検査スコア評価法と誤嚥の有無を予測する因子の検

討 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 折舘 伸彦 

7 下咽頭癌化学放射線療法施行例における炎症性マーカーと予後

との関連についての検討 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 折舘 伸彦 

8 重症心身障害児（者）における誤嚥防止術後の気管腕頭動脈痩

瘻に関する検討 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 折舘 伸彦 

9 進行肝癌症例におけるソラフェニブ不応後の後ろ向き研究 消化器内科 近藤 正晃 

10 ヘリコバクター・ピロリ一次除菌治療におけるクラリスロマイ

シン耐性を考慮した PCAB 群と PPI群の無作為化比較試験 

消化器内科 須江 聡一郎 

11 日本 Pediatric Interventional Cardiology データベースの構

築（Japan Pediatric Interventional Cardiology 

Database,(JPIC-DB)へのオンライン症例登録） 

小児科 鉾碕 竜範 

12 「小児期心筋症の心電図学的抽出基準、心臓超音波学的診断基

準の作成と遺伝学的検査を反映した診療ガイドラインの作成に

関する研究」 

2.心筋症患児の臨床的データ収集に関する研究 

小児科 鉾碕 竜範 

13 小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)

に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第 II 相臨床

試験（ALL-Ph13臨床試験） 

小児科 竹内 正宣 

14 ガンマグロブリン（IVIG)不応でインフリキシマブ治療を施行

した川崎病症例の検討 

小児科 原 良紀 

15 小児慢性炎症の診断における FDG-PET（PET/CTを含む）の有用

性 

小児科 原 良紀 

16 大量ガンマグロブリン療法（IVIG)不応でインフリキシマブ治

療を施行した川崎病症例の検討 

小児科 原 良紀 

17 慢性腎臓病患者に対するＬ/Ｎ型カルシウムチャネル拮抗薬シ

ルニジピンの投与タイミングによる降圧効果の比較検討 

循環器・腎臓内科学 田村 功一 
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18 LCMS-IT-TOF（液体クロマトグラフ質量分析計）を用いたヒト

尿毒症物質の網羅的解析 

腎臓・高血圧内科 涌井 広道 

19 高位脛骨骨切り術術後患者の鎮痛方法における大腿神経ブロッ

クと座骨神経ブロックの有意性の検討 

麻酔科 濱田 貴子 

20 肝胆膵腫瘍患者に対する周術期リハビリテーションの有効性の

検証：後ろ向きコホート研究 

リハビリテーション科 浅野 広大 

21 心拍変動を用いた自律神経機能評価と経頭蓋骨的酸素飽和度を

用いた両側前頭葉酸素飽和評価による受動的起立試験（Tilt 

Table Test)  

リハビリテーション科 西郊 靖子 

22 StageⅢ結腸癌治療切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6療法または XELOX 療法における 5-FU系抗がん剤およ

びオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相

比較臨床試験 

外科治療学 沼田 

23 肺癌切除術後の術後間質性肺炎急性増悪予防策の多施設共同第

二相試験 

一般外科 石川 善啓 

24 超音波内視鏡（EUS)による自己免疫性膵炎の再熱、癌化のサー

ベイランス 

内視鏡センター 窪田 賢輔 

25 国内初の汎用自動分析装置用 IgG4測定試薬の多施設での評価 内視鏡センター 窪田 賢輔 

26 大腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設

共同前向き研究 

肝胆膵消化器病学 中島 淳 

27 慢性偽性腸閉塞患者に対する経胃瘻的減圧チューブ療法の治療

効果について 

肝胆膵消化器病学 大久保 秀則 

28 膵腫瘍診断における造影ハーモニック超音波内視鏡検査の有効

性の研究 

肝胆膵消化器病学 細野 邦広 

29 悪性肝門部胆道閉塞に対する新規胆道金属ステント（BileRush 

Selective)の有用性に関する Pilot study 

肝胆膵消化器病学 細野 邦広 

30 過敏性腸症候群における桂枝加芍薬湯の臨床効果 肝胆膵消化器病学 冬木 晶子 

31 慢性便秘患者に対する大建中湯の効果-多施設共同二重盲検プ

ラセボ比較試験- 

内視鏡センター 日暮 琢磨 

32 慢性的な腹部膨満症状を有する患者におけるシネ MRIを用いた

小腸蠕動評価 

肝胆膵消化器病学 冬木 晶子 

33 慢性肝疾患患者における問診票を用いた掻痒の実態調査研究 肝胆膵消化器病学 中島 淳 
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34 アジアにおける非アルコール性脂肪肝疾患の特徴の検討：後ろ

向き研究 

-Spectrum of non-alcoholic fatty liver disease in Asia:a 

retrospective cohort study- 

肝胆膵消化器病学 今城 健人 

35 慢性肝疾患（非アルコール脂肪肝疾患など）に関連した遺伝子

発現の解析 

消化器内科 今城 健人 

36 腸肝循環の観点から、消化器疾患における腸内細菌の役割を解

明する研究 

消化器内科 今城 健人 

37 定量化した毛細血管再充満時間によるショックの予測に関する

研究 

救急医学 竹内 一郎 

38 長期寛解維持後に再発を来したびまん性大細胞型 B細胞性リン

パ腫症例の後方視的検討 

血液免疫感染症内科学 松本 憲二 

39 他の医原性免疫不全症関連リンパ増殖性疾患(Ol-LPD)の臨床的

特徴と予後:後方視的調査研究 

血液・リウマチ・感染症内

科 

中嶋 ゆき 

40 骨軟部腫瘍における薬剤耐性のメカニズムの解明と治療標的分

子の開発 

整形外科 川端 佑介 

41 多発性骨軟部腫瘍の悪性転化に対する FDG-PET/CTを用いた早

期診断 

整形外科 川端 佑介 

42 人工股関節全置換術患者の歩行解析 整形外科 稲葉 裕 

43 股関節手術に対する 3次元有限要素解析の有用性の検討 整形外科 稲葉 裕 

44 骨粗鬆症治療に対する定量的ＣＴを用いた有限要素法による腰

椎および大腿骨骨強度評価の検討 

整形外科 稲葉 裕 

45 マイクロＣＴを用いた骨リモデリングシュミレーション 整形外科 稲葉 裕 

46 人工関節周囲感染の診断における関節液分析の有効性の検討 整形外科 稲葉 裕 

47 骨頭圧潰前の大腿骨頭壊死症患者における骨頭圧潰率に関する

後向き観察研究 

整形外科 稲葉 裕 

48 人工股関節全置換術後大腿骨回旋に影響を与える患者因子の後

ろ向き研究 

整形外科 稲葉 裕 

49 初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレ

キサート療法+放射線治療と照射前大量メトトレキサート療法+

テモゾロミド併用放射線治療+テモゾロミド維持療法とのラン

ダム化比較試験（JCOG1114) 

脳神経外科 中村 大志 
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50 手術後残存腫瘍のある WHO Grade II 星細胞腫に対する放射線

単独治療と テモゾロミド併用放射線療法を比較するランダム

化第 III相試験（JCOG1303） 

脳神経外科 村田 英俊 

51 高齢者膠芽腫に対するメチルグアニン・メチル転移酵素

（MGMT）メチル化を指標とした個別化治療多施設共同第Ⅱ相試

験 

脳神経外科 村田 英俊 

52 MGMT発現解析に基づくグリオーマ治療指針の検討 脳神経外科 立石 健祐 

53 血液、腹水、胸水、尿などの体液中に分泌されるエキソソーム

中に含まれる RNAの発現と抗がん剤感受性、抗がん剤有害事象

発生率との関係に関する研究  

臨床腫瘍科 市川 靖史 

54 進行・再発大腸癌に対する Panitumamab 投与時の細胞障害性抗

がん剤に対する drug interaction の研究 

臨床腫瘍科 後藤 歩 

55 進行再発結腸・直腸癌に対する Regorafenib 120mg 投与 －第

Ⅱ相試験－ 

臨床腫瘍科 市川 靖史 

56 結腸・直腸癌肝転移患者（初回治療患者）に対する

mFOLFOXIRI＋ベバシズマブ（ＢＶ）療法の検討（臨床第Ⅰ／Ⅱ

相試験） 

臨床腫瘍科 市川 靖史 

57 標準治療に不応となった KRAS野生型の進行・再発大腸癌に対

する Panitumamab 投与の臨床第 II相試験 

臨床腫瘍科 後藤 歩 

58 治癒切除不能な肝転移を有する KRAS野生型の進行・再発大腸

癌に対する mFOLFOX6+cetuximab 投与の臨床第 II相試験 

臨床腫瘍科 後藤 歩 

59 進行・再発大腸癌に対する一次治療としての S－1＋

Irinotecan＋Panitumumab 併用療法臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 

臨床腫瘍科 後藤 歩 

60 PROP-UP Study I：治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌

腫瘍の予後に関する後向き観察研究 

臨床腫瘍科 小林 規俊 

61 FOLFIRINOX 療法が施行された切除不能進行膵癌患者における

サルコペニアと予後との関係に関する検討 

臨床腫瘍科 小林 規俊 

62 膵神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの安全性と有効性

の検討 

臨床腫瘍科 小林 規俊 

63 FOLFIRINOX 療法に不応、不耐となった切除不能膵癌に対す

る、アブラキサン＋ジェムザール併用化学療法の有用性に関す

る検討 

臨床腫瘍科 小林 規俊 

64 切除不能な進行・再発大腸癌に対する 2次治療としての

XELIRIwith/without Bevacizumab 療法と FOLFIRIwith/without 

Bevacizumab 療法の国際共同第Ⅲ相ランダム化比較試験 

臨床腫瘍科 後藤 歩 

65 デイケアクリニックに通院中のアルコール使用障害患者の再飲

酒リスク -ARRS（Alcohol Relapse Risk Scale：アルコール

再飲酒リスク評価尺度）を用いた自記式質問紙調査－ 

看護学科精神看護学領域 松下 年子 

66 慢性便秘症の診断・治療評価に有用な問診票の開発 医学教育学 飯田 洋 
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 ◆研究終了(中止・中断）報告書 (センター病院） 
  

No 課題名 部署 氏名 

1 アダリムマブと免疫調節剤併用中の寛解クローン病患者におけ

る免疫調節剤休薬の検討 

炎症性腸疾患センター 国崎 玲子 

2 炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの探索-Adalimumab 治療

における LRGの有用性の検討 

炎症性腸疾患センター 国崎 玲子 

3 Anatomic and Visual Outcomes Of Autologous Neurosensory 

Retinal Flap For Macular Holes（黄斑円孔に対する自己網膜

フラップ治療の解剖学的および視機能評価） 

眼科 門之園 一明 

4 日本網膜硝子体学会（Japanese Retina and Vitreous 

Society）における網膜硝子体手術・治療情報データベース事

業 

眼科 門之園 一明 

5 小児結核接触者健診における T-SPOTとツベルクリン反応検査

併用の意義に関する研究 

感染制御部 築地 淳 

6 健常成人に対する四種混合ワクチン接種による破傷風、ジフテ

リア、ポリオに対する免疫獲得効果に関する研究 

感染制御部 築地 淳 

7 当院における過去 13年間の侵襲性インフルエンザ菌感染症の

免疫解析 

感染制御部 築地 淳 

8 感染性大動脈瘤に対するステントグラフト治療の有用性の検討

のための後ろ向き研究 

心臓血管センター外科 内田 敬二 

9 産科医療補償制度分析報告書を用いた遅発性の脳性麻痺症例の

臨床的背景の解析 

総合周産期母子医療センタ

ー 

小畑 聡一朗 

10 妊娠高血圧症候群に対するタダラフィル母体経口投与の有効

性・安全性に関する臨床試験 第Ⅱ相多施設共同研究 

総合周産期母子医療センタ

ー 

青木 茂 

11 日本産婦人科学会周産期登録データベースを用いた日本人女性

におけるクラミジア感染と妊娠転帰の検討 

総合周産期母子医療センタ

ー 

青木 茂 

12 重症胎児発育不全の前方視的コホート研究 総合周産期母子医療センタ

ー 

青木 茂 

13 妊娠前及び妊娠中の運動量/運動習慣が分娩方法や出生児の体

格に及ぼす影響（エコチル調査のデータ解析より） 

総合周産期母子医療センタ

ー 

高見 美緒 

14 胎児発育不全に対するタダラフィル母体経口投与の有効性・安

全性に関する臨床試験 

総合周産期母子医療センタ

ー 

青木 茂 

15 早産期帝王切開における母体有害事象に関する後ろ向き観察研

究 

総合周産期母子医療センタ

ー 

山本 ゆり子 

16 妊娠糖尿病の治療介入開始時期による周産期転帰への影響につ

いて 

総合周産期母子医療センタ

ー 

青木 茂 
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17 NICUにおける痛みのケアの実際的教育プログラム開発のため

の質問紙調査 

総合周産期母子医療センタ

ー 

関 和男 

18 早期胃癌に対する内視鏡的胃粘膜下層剥離術後の胃排出機能の

検討 

内視鏡室 平澤 欣吾 

19 早期胃癌の組織型診断に対するＮＢＩ観察の有用性についての

前向き検討 

内視鏡室 平澤 欣吾 

20 早期胃癌の範囲診断に対するＮＢＩ観察の有用性についての前

向き検討 

内視鏡室 平澤 欣吾 

21 食道表在癌の診断に対するＮＢＩ観察の有用性についての無作

為化試験 

内視鏡室 平澤 欣吾 

22 早期胃癌における内視鏡的粘膜切除術の適応拡大に対する第Ⅱ

相試験（JCOG0607） 

内視鏡室 平澤 欣吾 

23 小腸用カプセル内視鏡の有用性に関する検討 内視鏡室 平澤 欣吾 

24 十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡切除の安全性と有用性に

関する検討 -多施設共同後ろ向き研究- 

内視鏡室 平澤 欣吾 

25 未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の適応拡大

に関する第Ⅱ相試験（JCOG1009/1010） 

内視鏡部 平澤 欣吾 

26 【7月迅速→7月本審査】 

バルーン型胃瘻チューブ交換時の胃内留置確認における超音波

検査の有用性についての検討 

内視鏡部 平澤 欣吾 

27 内視鏡的胃粘膜下層剥離術（ESD）後潰瘍に対するエソメプラ

ゾールの治癒率の検討 

内視鏡部 平澤 欣吾 

28 先進医療として施行された大腸 ESDの有効性・安全性と長期予

後に関する多施設共同研究（前向きコホート研究）への参加 

内視鏡部 平澤 欣吾 

29 胃 ESD実施後、second-look 内視鏡実施時期による後出血に与

える影響についての検討 

内視鏡部 平澤 欣吾 

30 胃酸関連疾患患者におけるプロトンポンプ阻害剤の主代謝酵素

に関する研究 

内視鏡部 平澤 欣吾 

31 胃カルチノイド RindiIII 型のリンパ節転移危険因子に関する

多施設共同後ろ向き研究 

内視鏡部 平澤 欣吾 

32 大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における術後 CTの

有用性の前向き臨床研究 

内視鏡部 平澤 欣吾 

33 胃上皮性腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後出血

に対するポリグリコール酸シート・フィブリン糊併用被覆法の

予防効果に関する前向きランダム化比較試験 

内視鏡部 平澤 欣吾 
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34 胃上皮腫瘍に対する従来法 ESDおよびデンテルフロスクリップ

ESDの無作為比較第 III相試験 

内視鏡部 平澤 欣吾 

35 JCOG1217:早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭

窄予防を目的とするステロイド内服療法およびステロイド局注

療法のランダム化比較第 III相試験 

内視鏡部 平澤 欣吾 

36 粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期（T1N0M0）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期相試験（JCOG0508） 

内視鏡部 平澤 欣吾 

37 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の前向き臨床試験 内視鏡部 平澤 欣吾 

38 Web登録システムを用いた早期胃がん内視鏡切除症例の前向き

コホート研究 

内視鏡部 平澤 欣吾 

39 低用量アスピリン内服症例における内視鏡的胃粘膜下層剥離術

後出血に対する Robamipide の予防効果に関する無作為化臨床

試験 

内視鏡部 平澤 欣吾 

40 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・ピロリ

除菌療法に関する前向き臨床試験 

内視鏡部 平澤 欣吾 

41 大腸憩室症に対する大建中湯投与による憩室消失効果の検証 内視鏡部 平澤 欣吾 

42 婦人科腹腔鏡下手術における周術期ヘパリン投与の有害事象に

関する検討 

婦人科 北川 雅一 

43 腹腔鏡下子宮全摘術に対するエストリオール膣錠術前投与の有

効性に関する後方的研究 

婦人科 北川 雅一 

44 oligometastases 状態の転移性肺腫瘍に対する体幹部定位放射

線治療の全国遡及的調査研究 

放射線科 荻野 伊知朗 

45 気管挿管後の咽頭痛および嗄声の発生頻度と重症度―周麻酔期

看護師と麻酔科後期研修医との前向き比較研究― 

麻酔科 井出 

46 アバタセプトの整形外科周術期合併症に対する影響 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

47 関節リウマチ患者の転倒リスクに関する研究 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

48 関節リウマチに対する足趾形成術前後の足底圧分析及び術後関

節症変化の調査 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

49 関節リウマチ手術例の滑膜組織・骨組織所見の評価 

- 特に生物学的製剤使用症例と非使用症例の比較 - 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

50 人工股関節表面形状の相違による術後の人工股関節周辺の骨量

変化について 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 
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51 プロバイオティクス(Pbt）による関節リウマチ治療に関する試

験的研究 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

52 人工膝関節施行症例に関する on line患者情報登録 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

53 TNF阻害薬による治療を行った関節リウマチ患者の寛解導入率

と寛解継続率の検討 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

54 関節リウマチにおけるスペーサー型人工手指関節の機種別臨床

成績の検討 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

55 関節リウマチの足趾形成術前後における足底圧の検討 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

56 関節リウマチ手術例の滑膜組織所見の評価 

- 特に生物学的製剤使用症例と非使用症例の比較 - 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

57 関節リウマチにおける Tocilizumab の骨質改善効果の検討 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

58 関節リウマチにおけるビスフォスフォネートの骨質マーカーへ

の影響 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

59 関節リウマチの手指変形の現状把握と患者意識調査 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

60 人工足趾関節における改良型手術器械の使用による術後の人工

関節周囲の骨量変化について 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

61 関節リウマチ患者の転倒リスクに関する研究 リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

62 人工膝関節置換術適応の関節リウマチ膝に対するプロバイオテ

ィクスの効果 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

63 関節リウマチ治療におけるプロバイオティクスとメトトレキサ

ート（MTX）併用療法の有効性に関する研究 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

64 変形性股関節症における、疼痛の有無による骨盤傾斜角度の差

の検討 

リウマチ膠原病センター 持田 勇一 

65 関節リウマチ患者を対象としたメトトレキサートの週一括服用

治療および週分割服用治療の有効性と安全性に関する比較のた

めの臨床研究 

リウマチ膠原病センター 大野 滋 

66 サルコペニアの嚥下障害の有病割合と低栄養との関連 リハビリテーション科 若林 秀隆 

67 慢性疼痛患者に対するリハビリテーション効果について後方視

的検討 

リハビリテーション部 溝部 恵美 
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68 レセプトおよび DPCデータを用いた心疾患における医療の質に

関する研究 

臨床検査科 海老名 俊明 

69 人工呼吸療法に関する疫学研究 高度救命救急センター 六車 崇 

70 頭部外傷データバンク プロジェクト 2015への参画 高度救命救急センター 岩下 眞之 

71 外傷蘇生室に ComputedTomography を設置することの有用性に

ついての後ろ向きコホート研究 

高度救命救急センター 岩下 眞之 

72 定量化した毛細血管再充満時間によるショックの予測 高度救命救急センター 岩下 眞之 

73 SLM テクニックを用いた上顎移動術の精度検証に関する研究 歯科・口腔外科・矯正歯科 今井 治樹 

74 日本集中治療医学会多施設データベース（JIPAD）への参加 集中治療部 大塚 将秀 

75 1型糖尿病小児における血糖変動可視化による血糖変動の調査 小児総合医療センター 志賀 健太郎 

76 腹腔鏡レンズ術中洗浄装置の有用性についての前向き研究 消化器病センター 大田 貢由 

77 切除不能な進行・再発大腸癌に対する 2次治療としての

XELIRI with/without Bevacizumab 療法と FOLFIRI 

with/without Bevacizumab 療法の国際共同第Ⅲ相ランダム化

比較試験 

消化器病センター 大田 貢由 

78 良悪性胆管狭窄に対する胆管内埋め込み型プラスチックステン

トの有用性と安全性についての多施設共同前向き研究 

消化器病センター 杉森 一哉 

79 プラチナ製剤不耐あるいは不応の膵原発の切除不能神経内分泌

癌（NEC）患者を対象としたエベロリムス療法の第 II相試験 

消化器病センター 杉森 一哉 

80 膵腫瘍性病変診断における造影ハーモニック超音波内視鏡検査

による微少循環評価の有用性を検討する多施設共同コホート研

究 

消化器病センター 杉森 一哉 

81 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 

消化器病センター 杉森 一哉 

82 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 

消化器病センター 杉森 一哉 

83 B-modeで検出困難な肝細胞癌に対する融合画像による造影超

音波ガイド下 RFAの治療効果判定の有用性 

消化器病センター 沼田 和司 
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84 Template matching を用いたラジオ波熱凝固療法（FRA）,造影

超音波における呼吸トラッキングの応用 

消化器病センター 福田 浩之 

85 ３Dスライサーを用いた HIFU（集束超音波）治療 消化器病センター 福田 浩之 

86 5-アミノレブリン酸（5-ALA）の HIFUの効果増強 消化器病センター 福田 浩之 

87 化学療法未治療薬の遠隔転移を有する膵癌に対する L-

OHP+CPT-1165FU/I-LV 併用療法 modified regimen(mFFX) 

の第Ⅱ相試験 

消化器病センター 杉森 一哉 

88 レセプトおよび DPCデータを用いた心疾患における医療の質に

関する研究 

心臓血管センター 木村 一雄 

89 急性大動脈解離の急性期心電図所見の検討 心臓血管センター 木村 一雄 

90 末梢動脈疾患の血管内治療に関する多施設前向き観察研究 

Japan peripheral artery disease: endovascular 

revascularization prospective multicenter observational 

study (J-PASSION study) 

心臓血管センター 木村 一雄 

91 冠動脈ステント留置術後 12ヶ月超を経た心房細動患者に対す

る抗凝固薬単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試験

（OAC-ALONE Study） 

心臓血管センター 木村 一雄 

92 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- 

心臓血管センター 木村 裕一郎 

93 小児および若年成人における T細胞性急性リンパ性白血病に対

する多施設共同第Ⅱ相臨床試験実施計画書 JPLSG ALL-

T11/JALSG T-ALL-211-U ALL-T11 ver.3.1 

心臓血管センター 藤澤 信 

94 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 

心臓血管センター 藤澤 信 

95 J-BRAND Registry(Japan-Based clinical ReseArch Network 

for Diabetes Registry) 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 

96 2型糖尿病患者の食事療法における炭水化物摂取比率の患者

QOLへの影響の検討 

内分泌・糖尿病内科 山川 正 

97 乳癌薬物療法の感受性に関する遺伝子発現解析 乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 

98 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 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 

99 トリプルネガティブ乳癌の BRCAness 症例に対する術前化学療

法の多施設共同試験 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 
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100 術前レトロゾール治療の効果予測因子としての再発スコア™結

果の検討 

乳腺・甲状腺外科 成井 一隆 

101 悪心嘔吐リスク因子に応じた制吐療法個別化と QOL評価に関す

る薬剤師業務の有効性の検討 

薬剤部 徳丸 隼平 

 

 


