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２２－１
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

高度先進外科学 關野　考史 22.4.7 第151回 平成25年3月

２２－２
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 高橋　孝夫 22.4.7 第151回 平成25年3月

２２－３
社団法人日本化学療法学会・社団法人日本感染症学会・日本臨床微生物学会三学
会合同抗菌薬感受性サーベイランス

腫瘍外科学 名和　正人 22.4.7 第151回 平成23年4月

２２－４ 原発開放隅角緑内障における構造・視野の障害進行に関する前向き観察研究 眼科学 澤田　明 22.4.7 第151回 平成26年3月

２２－５
進行肝細胞癌に対するミリプラチン（ミリプラ）とシスプラチン（アイエーコール）を用いた
肝動注療法の多施設共同ランダム化並行群間比較試験

第一内科 高井　光治 22.4.7 第151回 平成23年3月

２２－６ 画像解析による肝線維化評価アルゴリズムの開発 放射線科 五島　聡 22.4.7 第151回 平成25年2月

２２－７ 限局性前立腺癌に対する放射線治療のQOLに与える影響についての検討 泌尿器科 仲野　正博 22.4.7 第151回 平成27年3月

２２－８
限局性前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法のQOLに与える影響に
ついての後ろ向き検討

泌尿器科 仲野　正博 22.4.7 第151回 平成27年3月

２２－９ 男子淋菌性尿道炎に対するジスロマックSRの有効性および安全性の検討 泌尿器科 安田　満 22.4.7 第151回 平成24年12月

２２－１０
遺伝子定量とWBCの相関によるウレアプラズマの非淋菌性尿道炎における病原性の
解析

泌尿器科 安田　満 22.4.7 第151回 平成26年3月

２２－１１ ウレアプラズマおよびマイコプラズマのキノロン耐性機序 泌尿器科 安田　満 22.4.7 第151回 平成26年3月

２２－１２ 労働者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 22.6.15 迅速審査 平成25年4月

２２－１３ 進行肝癌に対する抗腫瘍免疫賦活を誘導する凍結治療 腫瘍外科 長田　真二 22.4.7 第151回 平成25年3月

２２－１４
気管支喘息コントロール不十分例におけるブデソニド/ホルモテロール配合剤への切
替での効果と安全性の検討～オープン自己対照観察研究～

呼吸病態学 大野　康 22.4.7 第151回 平成27年3月

２２－１５
神経変性疾患におけるメタロチオネイン関連蛋白と重金属の作用機序の解明と創薬
への応用

神経内科・老年学 保住　功 22.5.12 第152回 平成27年4月

２２－１６
骨肉腫術後補助化学療法におけるイホマイド（Ifosfamide）併用の効果に関するランダ
ム化比較第Ⅲ相臨床試験

整形外科 大野　貴敏 22.4.7 第151回 平成28年3月

２２－１７ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 22.4.1 迅速審査 平成24年4月

２２－１９ 知的障害児における若年からの水中運動が呼吸循環機能に及ぼす影響について スポーツ医科学 松岡　敏男 22.7.7 第154回 平成25年3月
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２２－２０ 知的障害を有するジュニア水泳選手の有酸素運動能と競技レベルの関連性について スポーツ医科学 松岡　敏男 22.7.7 第154回 平成25年3月

２２－２１ 若年からの水中運動がダウン症児の循環機能に及ぼす影響について スポーツ医科学 松岡　敏男 22.7.7 第154回 平成25年3月

２２－２３ スポーツ競技者の末梢神経評価に関する研究 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 22.8.4 第155回 平成27年3月

２２－２４ スポーツ競技者における反応時間と神経伝導速度･視覚誘発電位の関連 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 22.8.4 第155回 平成27年3月

２２－２５ 超急性期脳梗塞に対する血管内救済療法の効果に関する全国前向き登録研究 脳神経外科 吉村　紳一 22.5.12 第152回 平成23年6月

２２－２６ 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究２ (JR-NET ２） 脳神経外科 吉村　紳一 22.5.12 第152回 平成22年10月

２２－２７
肝線維化物質TGF-βの新規測定法を利用した肝硬変の早期診断法の開発に関する
研究

第一内科 清水　雅仁 22.5.12 第152回 平成24年3月

２２－２８ 肝細胞癌診断補助における改良型PIVKA-Ⅱ測定試薬「NX-PVKA-R」の検証 消化器病態学 高井　光治 22.7.7 第154回 平成22年12月

２２－２９
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
する臨床研究の付随研究 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）およびヘプシジン濃度測定に関する研究

臨床腫瘍学 原　武志 22.5.12 第152回 平成27年4月

２２－３０
骨髄不全症候群患者における体内鉄動態に関する臨床研究の付随研究 骨髄不全
症候群患者における血中非トランスフェリン結合鉄（NTBI）およびヘプシジン濃度測定
に関する研究

臨床腫瘍学 原　武志 22.5.12 第152回 平成22年12月

２２－３１
血液および口腔洗浄液中からのぺリオスチンの検出による口腔がんの悪性度診断へ
の応用の検討

口腔病態学 畠山　大二郎 22.5.12 第152回 平成27年4月

２２－３２
プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮性卵巣癌、原発性卵管癌、腹膜
癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン(PLD)50mg/㎡対するPLD40mg/㎡のランダム
化第Ⅲ相比較試験

産婦人科学 川島　英理子 22.5.12 第152回 平成25年1月

２２－３３ 精神科看護学実習におけるコミュニケーションの学び 看護学科学 三品　弘司 22.5.12 第152回 平成23年3月

２２－３４ 歯科領域におけるコンピュータ診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 22.5.6 迅速審査 平成24年3月

２２－３５ 乳腺超音波診断支援システムの研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 22.5.6 迅速審査 平成24年3月

２２－３６
EGFR陽性及びKRAS･BRAF野生型の進行･再発の結腸･直腸癌に対するFOLFOX又
はXELOX+Erbitux併用療法の第Ⅱ相試験

第二外科 高橋　孝夫 22.6.2 第153回 平成26年2月

２２－３７ ジスロマックSR成人用ドライシロップおよびジスロマック錠による下痢発現状況の調査 薬剤部 松浦　克彦 22.6.2 第153回 平成24年5月

２２－３８ 生活習慣病およびリウマチ･膠原病患者の行動変容－携帯電話EMAの効果－ 総合病態内科学 森田　浩之 22.6.2 第153回 平成25年3月
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２２－３９
既存データを用いた川崎病における頸部リンパ節腫大のCT所見に関する研究（疫学
調査における連結不可能匿名化の画像データを用いた研究）

放射線科 加藤　博基 22.6.2 第153回 平成25年4月

２２－４０
先天性ケトン体代謝異常症（HMG－CoA合成酵素欠損症、HMG－CoAリアーゼ欠損
症、βーケトチオラーゼ欠損症、SCOT欠損症）の発症形態と患者数の把握のための
疫学調査

小児病態学 深尾　敏幸 22.6.2 第153回 平成24年5月

２２－４１
小児気管支喘息の発症・進展に及ぼす鼻アレルギーの影響に関する研究：アレル
ギーマーチにおけるアレルギー性鼻炎のインパクト

小児病態学 近藤　直実 22.6.2 第153回 平成25年5月

２２－４２ 肝炎および肝悪性腫瘍患者におけるストレス蛋白質（HSP）の検討 薬理病態学 小澤　修 22.6.2 第153回 平成27年5月

２２－４３
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）マーカーとしての血中遊離コリン測定の臨床的有用
性評価

薬理病態学 小澤　修 22.6.2 第153回 平成27年5月

２２－４４
C型慢性肝炎における血清ビタミンD値とペグインターフェロン+リバビリン療法の反応
性に関する検討

薬理病態学 小澤　修 22.6.2 第153回 平成27年5月

２２－４５
非移植適応再発・再燃・治療抵抗性多発性骨髄腫患者に対する
BD(Bortezomib/Dexamethasone）療法の臨床

第一内科 鶴見　寿 22.6.2 第153回 平成24年6月

２２－４６ 低用量BCG膀胱空内注入療法の有用性に関するランダム化比較試験 泌尿器科学 出口　隆 22.5.20 迅速審査 平成25年3月

２２－４７ アジスロマイシン製剤による下痢発現のリスク因子に関する検討 薬剤部 松浦　克彦 22.6.2 第153回 平成24年5月

２２－４８
眼虚血疾患および慢性炎症性疾患に伴う眼内新生血管と黄斑浮腫に対する抗VEGF
抗体（アバスチン）の眼内注射療法

眼科学 澤田　明 22.6.11 迅速審査 平成26年12月

２２－４９ 生体インピーダンス法による体幹部脂肪量の推定に関する研究 放射線科 近藤　浩史 22.6.11 迅速審査 平成23年4月

２２－５０
ビタミンK拮抗剤（ワーファリン等）服用下における改良型PIVKA-Ⅱ測定試薬「NX-
PVKA-R」の診断能に関する検証

消化器病態学 高井　光治 22.7.7 第154回 平成22年12月

２２－５１
切除可能な肝転移を有する大腸癌を対象として、FOLFOX/XELOX+モノクローナル
抗体（Cetuximab or Bevacizumab）療法のneoadjuvant chemotherapyとしての有効性と
安全性について検証する第Ⅱ相臨床試験

第二外科 高橋　孝夫 22.8.4 第155回 平成24年4月

２２－５２
結石性腎盂腎炎（尿路結石による尿路閉塞に伴う急性腎盂腎炎）に対するアンケート
調査

泌尿器科 安田　満 22.7.7 第154回 平成22年12月

２２－５３ 尿道炎起炎菌の抗菌薬耐性機序の解析 泌尿器科 安田　満 22.7.7 第154回 平成26年6月

２２－５４ 在宅療養をしている神経難病患者のコミュニケーションに関する調査研究 神経内科・老年学 田中　優司 22.7.7 第154回 平成27年6月

２２－５５ 医療関係者のスモン患者に関する認識の調査研究 神経内科・老年学 田中　優司 22.7.7 第154回 平成27年6月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２２－５６ 難治性小児がん患児の家族が経験する課題および期待される支援の探索 小児科 舩戸　道徳 22.7.7 第154回 平成23年3月

２２－５７ 食物アレルギーの病態関連遺伝子の解明 小児病態学 近藤　直実 22.7.7 第154回 平成27年7月

２２－５８ 肺癌根治手術時に実施した胸腔内洗浄細胞診陽性例の疫学調査 高度先進外科 岩田　尚 22.7.7 第154回 平成22年8月

２２－５９
病院内で看護師が気管吸引を実施する際のフィジカルアセスメントの評価の有効性に
ついて

看護学科 西本　裕 22.8.4 第155回 平成23年3月

２２－６０
ラタノプロストとマレイン酸チモプトール併用点眼からラタノプロスト/マレイン酸チモプ
トール配合点眼薬への切り替え効果の検討

眼科 山本　哲也 22.7.7 第154回 平成23年12月

２２－６１ LC-MS/MSを用いたβ-ラクタム系抗菌薬同時定量法の開発 薬剤部 大森　智史 22.7.7 第154回 平成25年6月

２２－６２
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎に対する新規開発ポラプレジンク含
有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット研究

薬剤部 渡邉　朋子 22.7.7 第154回 平成23年3月

２２－６３ 体幹部CT画像におけるコンピュータ支援診断システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 22.6.28 迅速審査 平成23年7月

２２－６４ 疫学調査「血液疾患登録」 血液病態学 鶴見　寿 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－６５
Febril Neutropeniaの治療ガイドラインについての実証的検討（High Risk症例および
Low Risk症例の検討）

血液病態学 鶴見　寿 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－６６ 慢性リンパ性白血病の診断・治療法確立のための、前向き登録研究と追跡調査研究 血液病態学 森脇　久隆 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－６７

「びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫に対するRituximabを併用したBiweekly CHOP療
法および大量化学療法＋自家末梢血幹細胞移植の有効性に関する検討―多施設共
同第Ⅱ相試験―」の附随研究（JSCT研究会NHL04） 症例特異的プライマーを用いた
MRDと移植予後の関連に関する検討

血液病態学 鶴見　寿 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－６８ 非血縁者間臍帯血移植術に関する研究 血液病態学 鶴見　寿 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－６９
急性骨髄性白血病を対象とした寛解後療法（AraC大量療法vs自家末梢血幹細胞移
植併用G-CSF/BEA療法）のランダム化比較試験の附随研究 白血病特異的遺伝子
および関連遺伝子の解析

血液病態学 鶴見　寿 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－７０ ヒト脳腫瘍を用いた脳腫瘍幹細胞の研究 脳神経外科学 岩間　　亨 22.7.2 迅速審査 平成24年3月

２２－７１
高次救命治療センター入院患者を対象とした薬物血中濃度モニタリング(TDM)法の開
発に関する研究

 臨床薬剤学 伊藤　善規 22.7.5 迅速審査 平成24年6月

２２－７２ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 22.7.5 迅速審査 平成25年6月
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２２－７３ ヒト骨膜・歯周組織からの培養細胞株の樹立とその機能の検討（遺伝子発現解析等） 口腔病態学 畠山　大二郎 22.7.9 迅速審査 平成27年2月

２２－７４ PEG IFN-α-2a単独少量長期療法の有用性の検討 消化器病態学 永木　正仁 22.7.28 迅速審査 平成27年2月

２２－７５ スタチン系薬剤による横紋筋融解症の発症メカニズムに関する研究 病態情報解析医学 清島　満 22.7.28 迅速審査 平成25年3月

２２－７６ 先天性乏毛症の遺伝子解析 皮膚病態学 藤澤　智美 22.8.4 第155回 平成27年7月

２２－７７ 動物から感染したパラポックスウイルスの検出と分離 応用生物科学部 猪島　康雄 22.8.4 第155回 平成25年7月

２２－７８ 獣医療におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の保菌と予防に関する疫学研究 応用生物科学部 鬼頭　克也 22.8.4 第155回 平成25年7月

２２－７９
切除不能StageⅢの非小細胞肺癌に対する胸部放射線療法同時併用化における、カ
ルボプラチン・パクリタキセル療法による有効性と安全性の検討

呼吸病態学 大野　康 22.8.4 第155回 平成27年5月

２２－８０
未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するPemetrexed+CBDCA+Bevacizumab併用療法
の第Ⅱ相臨床試験

呼吸病態学 大野　康 22.8.4 第155回 平成27年5月

２２－８１
高血圧患者に対する直接的レニン阻害薬アリスキレンの降圧作用及び心機能の改善
効果の検討

呼吸病態学 湊口　信也 22.8.4 第155回 平成24年8月

２２－８２ 慢性腎炎症候群患者における慢性上咽頭炎の診断並びに治療 第二内科 湊口　信也 22.8.4 第155回 平成25年8月

２２－８３
UF-1000iによる尿中白血球数および尿中細菌数を用いた男子尿道炎診断の有用性
についての検討

泌尿器科学 安田　満 22.8.4 第155回 平成23年7月

２２－８４ ヒト泌尿生殖器管細菌叢のメタゲノム解析 泌尿器科学 安田　満 22.8.4 第155回 平成26年7月

２２－８５
Integrated backscatter血管内超音波を用いた脂質低下療法および降圧療法による冠
動脈プラーク組織性状の変化と冠動脈硬化に関連する液性因子との関連の検討

第二内科 川崎　雅規 22.7.28 迅速審査 平成24年12月

２２－８６ 気管支腔内超音波を用いた後方散乱波解析による肺病変の組織性状診断 第二内科 川崎　雅規 22.7.28 迅速審査 平成25年1月

２２－８７ 限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性に関する観察研究 泌尿器科 仲野　正博 22.7.28 迅速審査 平成23年1月

２２－８８ 全国骨・軟部腫瘍登録 整形外科学 大野　貴敏 22.7.28 迅速審査 平成24年11月

２２－８９ 医療データによる医療関連の新規分析方法の開発と新規知識の発掘 医療情報学 紀ノ定　保臣 22.8.4 第155回 平成23年3月

２２－９０
先進医療として施行された大腸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）

光学医療診療部 荒木　寛司 22.8.4 第155回 平成24年12月
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２２－９１
ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）患者の関連遺伝子多
型解析

神経内科・老年学 保住　功 22.9.1 第156回 平成27年8月

２２－９２
ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）患者の検体（血液・髄
液・毛髪）中の貴金属およびメタロチオネイン等の金属結合蛋白の測定

神経内科・老年学 保住　功 22.9.1 第156回 平成27年8月

２２－９３ ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）の全国疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 22.9.1 第156回 平成25年8月

２２－９４ コンピュータ画像解析による眼底画像診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 22.9.1 第156回 平成25年8月

２２－９５ 冠攣縮性狭心症・微小血管狭心症・たこつぼ心筋症に関する登録予後調査 第二内科 湊口　信也 22.9.1 第156回 平成28年12月

２２－９６
透析患者の突然死予測に対するマイクロボルトT波交互現象の有用性についての研
究

第二内科 湊口　信也 22.9.1 第156回 平成23年8月

２２－９７ 腎移植患者において全身麻酔薬が移植腎の機能に及ぼす影響 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 22.9.1 第156回 平成24年9月

２２－９８ リピドミクス分析によるアトピー性皮膚炎等の皮膚疾患のセラミド異常の解析 皮膚科 加納　宏行 22.9.1 第156回 平成27年9月

２２－９９ 装具装着が静的・動的立位バランスに与える作用について リハビリテーション部 加藤　忠幸 22.9.1 第156回 平成23年9月

２２－１００ エゼチミブの急性冠症候群患者に対する冠動脈プラーク退縮効果に関する研究 循環・呼吸病退学 川崎　雅規 22.9.1 第156回 平成25年7月

２２－１０１ 胸腺腫に対するADOC療法における、有効性・安全性の検討 呼吸病態学 大野　康 22.9.1 第156回 平成27年5月

２２－１０２ 遺伝性多発性外骨腫の実態把握と遺伝子多型に関する基盤研究 整形外科学 清水 克時 22.9.1 第156回 平成27年8月

２２－１０３ MDCT画像における造影プロトコル最適化の基礎研究 放射線科 近藤　浩史 22.4.1 迅速審査 平成22年8月

２２－１０４ ぶどう膜炎前向き疫学調査 眼科 望月　清文 22.4.1 迅速審査 平成22年5月

２２－１０５
口唇および近傍皮膚表面の赤外分析法を用いる新規糖尿病診断法開発のための臨
床的研究

連合創薬医療情報研究科 吉田　敏 22.4.1 迅速審査 平成22年5月

２２－１０６ 第１回三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス－急性単純性膀胱炎、尿道炎－ 泌尿器科学 安田　満 22.4.1 迅速審査 平成22年9月

２２－１０７ パーキンソン病に対する運動トレーニングの効果 神経内科・老年学 田中　優司 22.9.1 第156回 平成25年8月

２２－１０８ 硬膜外カテーテル留置の確認法としてのPerfusion Indexの有用性の検討 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 22.10.6 第157回 平成24年9月

２２－１０９ 岐阜大学病院神経内科入院中の内服薬見直しによる剤数変化に関する研究 神経内科・老年学 林　祐一 22.10.6 第157回 平成25年9月

２２－１１０
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

泌尿器科 仲野　正博 22.10.6 第157回 平成27年9月
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２２－１１１ 実験を導入した看護技術教育に関する研究 基礎看護学講座 岡本　千尋 22.10.6 第157回 平成23年9月

２２－１１２
救急治療中に深在性真菌症を発症した症例でのミカファンギンの血中濃度および組
織内濃度の検討

救急・災害医学 小倉　真治 22.9.7 迅速審査 平成25年5月

２２－１１３ 尿中イソフラボン代謝物測定のための共同研究 疫学・予防医学 永田　知里 22.9.7 迅速審査 平成26年3月

２２－１１４ 骨軟部肉腫に対するセンチネルリンパ節生検の研究 整形外科 大野　貴敏 22.9.7 迅速審査 平成27年2月

２２－１１５ 泌尿器科的処置・検査および手術時の菌血症に関する研究 泌尿器科学 安田　満 22.9.7 迅速審査 平成27年3月

２２－１１６ 分子生物学的手法による未知の尿道炎起炎菌検出法の確立 泌尿器科学 安田　満 22.9.7 迅速審査 平成27年3月

２２－１１７
法医剖検例における外傷ならびに疾病で早期に発現する組織学的変化の解析の研
究

法医学 武内　康雄 22.9.6 迅速審査 平成27年7月

２２－１１８ 眼科用内視鏡を用いた法医剖検例における眼底所見の意義の研究 法医学 武内　康雄 22.9.6 迅速審査 平成27年7月

２２－１１９ がん集学的治療体制の整備と拡充に関する研究－生命倫理・社会医学の視点から 医学系倫理・社会医学 塚田　敬義 22.9.6 迅速審査 平成24年3月

２２－１２０
B型肝炎ジェノタイプA型感染症の慢性化など本邦における実態とその予防に関する
研究

消化器病態学 永木　正仁 22.10.6 第157回 平成27年3月

２２－１２１
StageⅣ胃癌の治療成績を評価する前向きコホート調査ならびに化学療法[TS-1＋α]
が奏功したStageⅣ胃癌症例に対するVolume Reduction Surgeryの意義を検討する臨
床第Ⅱ相試験(PerSeUS-GC01)

第２外科 山口　和也 22.10.6 第157回 平成25年10月

２２－１２２
二分脊椎女性のリプロダクティブヘルスケアプログラムの実践と評価；　研究１　教材作
成

看護学科 野田　洋子 22.10.6 第157回 平成25年3月

２２－１２３
中枢側(縦隔・肺門側)に存在するⅠA期非小細胞肺癌に対する体幹部定位放射線照
射第Ⅰ相試験

放射線医学 林　真也 22.10.6 第157回 平成28年9月

２２－１２４
皮膚・排泄ケア認定看護師による高度創傷管理技術を用いた重症褥瘡発生の防止に
関する研究（その２）

生体支援センター 村上　啓雄 22.10.6 第157回 平成25年9月

２２－１２５ IT活用等による介護事業者の経営効率化、安定化に資する調査 地域看護分野 後閑　容子 22.10.6 第157回 平成23年3月

２２－１２７ 自動車用シートの長時間着座における疲労の解明 生理学 森田　啓之 22.9.13 迅速審査 平成27年8月

２２－１２８
オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロス
ペクティブ研究(J-RIGID study)

薬剤部 石原　正志 22.10.6 第157回 平成23年12月

２２－１２９
造血器悪性腫瘍患者における化学療法後のガレノキサシン(GRNX)予防投与の有効
性・安全性の検討

臨床腫瘍学 原　武志 22.11.10 第158回 平成27年3月
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２２－１３０ アルツハイマー病における血管因子と脳代謝の関連の解明 細胞情報学 林　真一郎 22.10.6 第157回 平成25年3月

２２－１３１ 産後弛緩出血に対する子宮動脈塞栓術における治療効果の検討 放射線科 五島　聡 22.11.10 第158回 平成23年10月

２２－１３２ 高齢者の代謝疾患における血小板機能等の病態・診断・治療に関する研究 薬理病態学 小澤　修 22.10.6 第157回 平成27年3月

２２－１３３
局所進行非小細胞肺癌に対する予防的リンパ領域照射(elective nodal irradiation:
ENI)を省いた照射野(involved-field: IF)による根治的放射線治療単独の線量増加第
Ⅰ相試験

放射線医学 林　真也 22.9.27 迅速審査 平成25年3月

２２－１３４ 自己免疫性神経筋疾患の抗神経筋組織抗体の検出 神経内科・老年科 木村　暁夫 22.9.27 迅速審査 平成27年4月

２２－１３５
慢性肺アスペルギルス症に対するイトラコナゾールとボリコナゾールによる治療効果と
安全性の多施設共同研究

呼吸病態学 大野　康 22.9.27 迅速審査 平成27年3月

２２－１３６
急性単純性尿路感染症に対するセフカペンピボキシル3日間投与の有効性および安
全性の検討

泌尿器科学 安田　満 22.9.27 迅速審査 平成27年3月

２２－１３７ セフジニルの急性単純性膀胱炎に対する有効性および安全性の検討 泌尿器科学 安田　満 22.9.27 迅速審査 平成27年3月

２２－１３８ 超急性期脳梗塞に対する血管内救済療法の効果に関する全国前向き登録研究 脳神経外科 吉村　紳一 22.9.27 迅速審査 平成23年6月

２２－１３９ 緑内障の長期予後に関する研究 眼科学分野 山本　哲也 22.11.10 第158回 平成27年10月

２２－１４０ 脊髄くも膜下麻酔の確認法としてのPerfusion Indexの有用性の検討 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 22.11.10 第158回 平成24年10月

２２－１４１ C型慢性肝炎患者に対するIFNβ＋リバビリン併用療法導入による治療効果の検討 消化器病態学 永木　正仁 22.11.10 第158回 平成26年6月

２２－１４２
カルシウム拮抗薬/直接的レニン阻害薬による心肥大・糖尿病・動脈硬化指標への効
果

病態情報解析学 森　一郎 22.11.10 第158回 平成27年12月

２２－１４３
「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと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」多施設共同研究

第一内科 鶴見　寿 22.11.10 第158回 平成25年8月

２２－１４４
「高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと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」多施設共同研究

第一内科 鶴見　寿 22.11.10 第158回 平成25年8月

２２－１４５ 眼内悪性リンパ腫に対するメトトレキサート眼内投与の治療効果の検討 眼科 望月　清文 22.12.1 第159回 平成27年11月

２２－１４６ 難治性好中球性皮膚疾患に対する顆粒球吸着療法の作用機序解析 皮膚病態学 藤澤　智美 22.11.10 第158回 平成27年11月

２２－１４７ 食道静脈瘤治療後の食道潰瘍に対するオメプラゾールの有用性の検討 光学医療診療部 荒木　寛司 22.11.10 第158回 平成23年11月
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２２－１４８ 胃潰瘍ESD後の人工潰瘍に対するオメプラゾール投与期間の検討 光学医療診療部 荒木　寛司 22.11.10 第158回 平成27年10月

２２－１４９ 機能性胃腸症に対するニザチジンとモサプリドクエン酸塩水和物の比較検討 光学医療診療部 荒木　寛司 22.11.10 第158回 平成23年11月

２２－１５０ 種々の緑内障治療後における眼圧体位変動についての研究 眼科 澤田　明 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１５１ Bloom症候群とその類縁疾患の実態調査、早期診断法の確立に関する研究 地域医療医学センター 金子　英雄 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１５２
インターロイキン1受容体関連キナーゼ4（IRAK4）欠損症の全国症例調査に関する研
究

小児科 大西　秀典 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１５４
モノディオックス使用成績調査―消化器外科手術の腹壁縫合に使用した時の手術部
位感染への影響―

腫瘍外科学 長田　真二 22.10.12 迅速審査 平成23年4月

２２－１５５
リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策
の立案に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 22.10.12 迅速審査 平成23年3月

２２－１５６
外来がん化学療法施行患者における薬剤適正使用の推進による副作用発現率調査
に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 飯原　大稔 22.10.12 迅速審査 平成24年9月

２２－１５７ PAI-1、MMP-9に及ぼすRA系抑制薬に関する研究 循環病態学 湊口　信也 22.10.12 迅速審査 平成23年11月

２２－１５８ 胃全摘手術に対する術後感染予防薬の投与期間に関する比較研究 第二外科 山口　和也 22.10.12 迅速審査 平成23年12月

２２－１５９ ＲＡ患者における治療効果判定を目的とした超音波検査の有用性の検討 整形外科 佐藤　正夫 22.11.10 第158回 平成23年12月

２２－１６０
高齢女性におけるPEG-IFNα-2a/Ribavirin/活性型VitaminD製剤併用療法による有
効性および安全性の検討

消化器病態学 永木　正仁 22.11.10 第158回 平成27年12月

２２－１６１
全自動尿中有形成分分析装置UF-1000iとアルカリ-界面活性剤溶液を用いた、臨床
細菌尿検体におけるグラム陽性・陰性菌の簡易鑑別法に関する研究開発

泌尿器科 安田　満 22.11.10 第158回 平成23年10月

２２－１６２
細菌感染症/敗血症の早期診断および治療効果判定に対するプロカルシトニンの有
用性と、プロカルシトニンを指標としたγグロブリン製剤の有効性に関する検討

高次救命治療センター 白井　邦博 22.11.10 第158回 平成24年12月

２２－１６３ 小児における非血縁者間臍帯血移植の有効性および安全性に関する研究 小児科 舩戸　道徳 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１６４
薬剤性急性膵炎の既往を有する患者特異的iPS細胞の作製とそれを用いた病態解析
に関する研究

小児病態学 舩戸　道徳 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１６５
薬剤性急性膵炎の既往を有する患者特異的iPS細胞を用いた遺伝子解析に関する研
究

小児病態学 舩戸　道徳 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１６６ 肩のスポーツ障害に関する研究 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 22.12.1 第159回 平成27年3月
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２２－１６７ 高次脳機能ネットワークの活動レベルを測定する検査法の開発 高次神経形態学 藤田　雅文 22.12.1 第159回 平成25年3月

２２－１６８ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 22.11.2 迅速審査 平成24年7月

２２－１６９ ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）の全国疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 22.11.2 迅速審査 平成25年8月

２２－１７０
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

高度先進外科学 岩田　尚 22.12.1 第159回 平成23年12月

２２－１７１
子宮内膜症におけるディナゲスト錠1ｍｇあるいはリュープリン注射用1.88の手術前投
与による卵巣予備能に対する研究

産科婦人科学 森重　健一郎 22.12.1 第159回 平成25年3月

２２－１７２
血清アルブミンＳＨ基の酸化還元状態解析によるアロマオイルの効果的利用法の予備
的検討

分子生理学 恵良　聖一 22.12.1 第159回 平成26年3月

２２－１７３
血清アルブミンＳＨ基の酸化還元状態解析による低線量放射線ラバーシートの抗酸化
効果の検討

分子生理学 恵良　聖一 22.12.1 第159回 平成26年3月

２２－１７４ メトホルミンによる下痢発現のリスク因子に関する検討 薬剤部 岡安　伸二 22.12.1 第159回 平成24年11月

２２－１７５ レボフロキサシン500ｍｇ1日1回投与時の尿路感染症患者における体内動態の検討 泌尿器科 安田　満 22.12.1 第159回 平成23年11月

２２－１７６
急性単純性尿路感染症に対するシタフロキサシンの治療効果の検討～投与期間と投
与量の検討～

泌尿器科 安田　満 22.12.1 第159回 平成25年11月

２２－１７７ VerifyNowを用いた脳血管内治療における抗血小板療法効果測定 脳神経外科 榎本　由貴子 22.12.1 第159回 平成25年11月

２２－１７８
小規模訪問看護ステーション管理者及び訪問看護師の保険請求事務にかかわる事
務処理時間等の調査研究

地域看護分野 後閑　容子 22.12.1 第159回 平成23年2月

２２－１７９
｢症候性多発性骨髄腫(ＭＭ)に対する自家末梢血幹細胞移植後のレナリドミド強化維
持療法の有効性と安全性を確認する　第Ⅱ相臨床研究｣多施設共同臨床研究

第一内科 鶴見　寿 22.12.1 第159回 平成24年10月

２２－１８０
「高リスクびまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫に対する治療早期のFDG-PETを用い
た、rituximab併用の大量化学療法＋自家末梢血幹細胞移植、あるいはR-CHOP療法
への層別化治療法の検討」多施設共同臨床研究

第一内科 鶴見　寿 22.12.1 第159回 平成25年10月

２２－１８１ 飲水時の血圧変動：圧受容器反射感度との相関 生理学 森田　啓之 22.12.1 第159回 平成27年11月

２２－１８２
喉頭全摘出したがん患者のコミュニケーション方法の再構築過程を支える看護モデル
の開発

看護部 五島　光子 22.11.17 迅速審査 平成23年3月

２２－１８３
自家移植のためのヒト脂肪組織と血清／血漿を用いた脂肪組織由来幹細胞培養法の
確立と脳脊髄・眼疾患モデルへの移植に関する研究

脳神経外科学 吉村　紳一 22.11.17 迅速審査 平成23年3月

２２－１８４ 糖尿病療養指導方法に関する臨床研究 内分泌代謝病態学 川地　慎一 22.11.17 迅速審査 平成24年5月
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２２－１８５ 血糖パターンマネジメントに関する臨床研究 内分泌代謝病態学 川地　慎一 22.11.17 迅速審査 平成25年3月

２２－１８６ 生活習慣とがんに関する前向き研究 疫学・予防医学 永田　知里 22.11.17 迅速審査 平成26年9月

２２－１８７ 先天性ケトン体代謝異常症の診断と遺伝子解析に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 22.11.17 迅速審査 平成27年3月

２２－１８８ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 22.11.19 迅速審査 平成24年7月

２２－１８９ 在宅・通所版リアルタイム情報提示によるリハビリ支援システム開発 工学部 加藤　邦人 22.12.1 第159回 平成23年3月

２２－１９０
Intravoxel incoherent motion(IVIM)MR画像を用いた臓器・腫瘤の機能診断および質
的診断

放射線科 渡邊　春夫 23.1.5 第160回 平成27年12月

２２－１９１ 計画妊娠が母親の生活リズム、母親役割・育児行動及び夫婦関係に及ぼす好影響 看護学科 鈴木　幸子 22.11.26 迅速審査 平成24年3月

２２－１９２
大腸癌におけるオキサリプラチンの末梢神経障害に対する漢方薬：牛車腎気丸の有
用性に関する多施設共同二重盲検ランダム化比較検証試験（臨床第Ⅲ相試験）

第2外科 高橋　孝夫 23.1.5 第160回 平成25年12月

２２－１９３
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

第2外科 高橋　孝夫 23.1.5 第160回 平成28年12月

２２－１９４
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

第2外科 高橋　孝夫 23.1.5 第160回 平成26年12月

２２－１９５ 乾癬患者における血清中アディポカイン測定 皮膚病態学 藤澤　智美 23.1.5 第160回 平成27年12月

２２－１９６ 地域保健活動のアウトソーシングの現状と行政保健師への影響に関するアンケート 看護学科 玉置　真理子 23.1.5 第160回 平成24年3月

２２－１９７
インターロイキン1受容体関連キナーゼ4（IRAK4）欠損症の早期診断スクリーニング・治
療法開発に関する研究

小児科 大西　秀典 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１９８ 自然免疫不全症の全国症例調査に関する研究 小児科 大西　秀典 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１９９ 自然免疫不全症の早期診断スクリーニング・治療法開発に関する研究 小児科 大西　秀典 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－２００ 健康成人の疲労度の科学的評価とミツバチ産品の疲労に対する効果 皮膚科 渋谷　佳直 23.1.5 第160回 平成23年6月

２２－２０１
頚動脈エコー、MRIを用いた術前頚動脈プラーク診断と頚動脈内膜剥離術摘出プ
ラークの病理所見との比較検討

脳神経外科 山田　清文 23.1.5 第160回 平成26年1月

２２－２０２ 市町村合併後の保健師活動に関する調査 看護学科 後閑　容子 23.1.5 第160回 平成23年3月

２２－２０３ 岐阜市内におけるPADの現状 看護部 五島　光子 23.1.5 第160回 平成24年12月
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２２－２０５ 人工呼吸器装着患者に対するIntegrated Pulmonary Index（IPI）モニタリングの有用性 高次救命治療センター 小倉　真治 23.1.5 第160回 平成24年1月

２２－２０６ 婦人科悪性腫瘍脳転移に対する治療法・予後について 産科婦人科 小倉　寛則 23.1.5 第160回 平成23年12月

２２－２０７ 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 産科婦人科 小倉　寛則 23.1.5 第160回 平成23年12月

２２－２０８ 日本多施設共同コホート研究(J-MICC Study) 疫学・予防医学 永田　知里 22.12.6 迅速審査 平成27年11月

２２－２０９ 全身麻酔の抜管時の吸入酸素濃度が術後の呼吸機能に及ぼす影響 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 23.1.5 第160回 平成23年12月

２２－２１０
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

呼吸病態学 湊口　信也 22.12.16 迅速審査 平成27年1月

２２－２１１
移植適応外で未治療の多発性骨髄腫患者を対象としたMP療法とゾレドロン酸併用の
検討試験

臨床腫瘍学 原　武志 23.1.5 第160回 平成25年12月

２２－２１２
C型慢性肝炎患者に対するIFNβ＋リバビリン併用療法導入による治療効果の検討に
おける遺伝子解析研究

消化器病態学 永木　正仁 22.11.10 第158回 平成26年6月

２２－２１３
高齢女性におけるPEG-IFNα-2a/Ribavirin/活性型VitaminD製剤併用療法による有
効性および安全性の検討における遺伝子解析研究

消化器病態学 永木　正仁 22.11.10 第158回 平成27年12月

２２－２１４
スギ花粉症患者満足度による効果・副作用に特徴のある２種の抗ヒスタミン薬の比較
調査

耳鼻咽喉科 久世　文也 23.1.5 第160回 平成24年4月

２２－２１５
初学者のための産褥期における乳房触診技術の教示方法の検討-乳房緊満の程度
に焦点を当てて-

看護学科 今田　葉子 23.1.5 第160回 平成26年1月

２２－２１６ 前庭－血圧反射の可塑性とその対策 生理学 森田　啓之 22.12.9 迅速審査 平成27年11月

２２－２１７
抗がん剤による急性悪心・嘔吐予防対策としてのアザセトロン経口投与の効果：グラニ
セトロン静脈内投与の効果との非劣性研究実施のための予備的研究

呼吸病態学 大野　康 22.12.9 迅速審査 平成24年10月

２２－２１８ 既存データを用いた耳下腺のＭＡＬＴリンパ腫の画像所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 23.2.2 第161回 平成26年1月

２２－２１９ 造血器疾患患者における血小板機能等の病態・診断・治療に関する研究 第一内科 鶴見　寿 23.2.2 第161回 平成26年3月

２２－２２０ 既存データを用いた組織球性壊死性リンパ節炎(菊池病)のＭＲＩ所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 23.2.2 第161回 平成26年1月

２２－２２１ 遺伝性多発性外骨腫の実態把握と遺伝子多型に関する基盤研究 整形外科学 清水 克時 22.12.16 迅速審査 平成27年8月

２２－２２２ 超急性期脳梗塞に対する血管内救済療法の効果に関する全国後ろ向き登録研究 脳神経外科学 吉村　紳一 23.2.2 第161回 平成23年6月
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２２－２２３
小児難治性血管腫・リンパ管腫に対するプロプラノロールによる治療効果に対する臨
床研究

小児科 小関　道夫 22.12.16 迅速審査 平成25年1月

２２－２２４ 脳ＭＲ画像の画像診断支援システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 22.12.22 迅速審査 平成24年10月

２２－２２５
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞・組織診（Endoscopic Ultrasound-
guided Fine Needle Aspiration）の有用性に関する前向き登録研究

第一内科 安田　一朗 23.2.2 第161回 平成24年1月

２２－２２６
開腹下胃全摘術施行後の消化管機能異常に対する大建中湯（DKT：TJ-100）の臨床
的効果～予防的効果に関する探索的検討～　（プラセボを対象とした多施設二重盲
検群間比較試験）

第2外科 山口　和也 23.2.2 第161回 平成25年1月

２２－２２７
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾールの効果に関する多施設共
同無作為化比較試験

脳神経外科 吉村　紳一 23.2.2 第161回 平成24年3月

２２－２２８
看護学生が理論と技術を統合させながら看護実践方法論を習得していく教授‐学習過
程の構造

看護学科 小松　妙子 23.2.2 第161回 平成24年3月

２２－２２９ 岐阜糖尿病地域連携パスを用いた糖尿病病診連携の推進 医療連携センター 堀川　幸男 23.2.2 第161回 平成28年1月

２２－２３０
服薬アドヒアランス向上におけるARB/少量利尿薬配合錠の有用性についての検討
GAIN（Gifu Adherence INvestigation for hypertensive patients）

循環病態学 湊口　信也 23.2.2 第161回 平成26年2月

２２－２３１ 頭部CTによる脳内石灰化に関する研究 神経内科・老年科 山田　恵 23.2.2 第161回 平成26年1月

２２－２３２
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 CRC Adj-CAPS）

第2外科 高橋　孝夫 23.2.2 第161回 平成32年1月

２２－２３３
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/Ⅰ‐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（JCOG0603）

第2外科 高橋　孝夫 23.2.2 第161回 平成34年1月

２２－２３４
2型糖尿病における経口血糖降下薬療法に関する研究　メトホルミン、シタグリプチン、
ピオグリタゾンの有効性と認容性の比較に関する臨床研究(COAST-J)

総合病態内科学 森田　浩之 23.2.2 第161回 平成25年6月

２２－２３５
頚動脈狭窄症における治療選択基準としてのプラーク診断の有用性に関する臨床研
究

脳神経外科 吉村　紳一 23.3.2 第162回 平成24年2月

２２－２３６ 子宮体癌術後の骨粗鬆症予防に対する塩酸ラロキシフェンの効果の検討 産婦人科 古井　辰郎 23.3.2 第162回 平成24年3月

２２－２３７
緑内障濾過手術後における濾過胞感染の調査 その１ 今後手術症例での検討(全
国調査の名称：濾過胞感染発生率および治療に関する多施設共同研究)

眼科学 山本　哲也 23.1.20 迅速審査 平成25年10月

２２－２３８
緑内障濾過手術後における濾過胞感染の調査 その２ 既手術症例での検討(全国
調査の名称：濾過胞感染全国登録事業)

眼科学 山本　哲也 23.1.20 迅速審査 平成23年9月
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２２－２３９ 岐阜大学生における心身の健康度と生活環境に関する調査 保健管理センター 田中　生雅 23.2.4 迅速審査 平成24年1月

２２－２４０ MIBG心筋シンチを用いた筋萎縮性側索硬化症患者における自律神経機能の検討 神経内科・老年学 田中　優司 23.2.4 迅速審査 平成27年7月

２２－２４１
タキサン系抗がん剤を含む化学療法レジメンが施行された婦人科系入院癌患者に発
現する味覚障害に対する補中益気湯ならびにポラプレジングの作用の比較に関する
研究

薬剤部 西垣　美奈子 23.3.2 第162回 平成26年2月

２２－２４２ 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 矢野　大仁 23.3.2 第162回 平成28年2月

２２－２４３ 伝統発酵食品の機能性分析(小麦) 教育学部 長野　宏子 23.3.2 第162回 平成25年3月

２２－２４４ 伝統発酵食品の機能性分析(大豆) 教育学部 長野　宏子 23.3.2 第162回 平成25年3月

２２－２４５ 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　－複雑性尿路感染症　2011－ 泌尿器科学 安田　満 23.3.2 第162回 平成23年9月

２２－２４６ 岐阜県における在宅難病患者自身の災害時に対する備えに関する研究 神経内科・老年学 田中　優司 23.2.4 迅速審査 平成27年7月

２２－２４７ 岐阜県における災害時難病患者支援計画の現状と課題に関する研究 神経内科・老年学 田中　優司 23.2.4 迅速審査 平成27年7月

２２－２４８ 温灸治療がCKD患者の腎血流量に及ぼす影響の検討 第二内科 湊口　信也 23.3.2 第162回 平成25年3月

２２－２４９ 全身造影CT検査の至適撮像法に関する検討 放射線科 渡邊　春夫 23.3.2 第162回 平成24年3月

２２－２５０ 放射線壊死に対するベバシズマブ（bevacizumab、アバスチン）治療 脳神経外科 大江　直行 23.3.2 第162回 平成23年12月

２２－２５１
高コレステロール血症患者における末梢血中血管内皮前駆細胞に及ぼすHMG-CoA
還元酵素阻害薬の効果

高次救命治療センター 牛越　博昭 23.2.7 迅速審査 平成23年4月

２２－２５２
重症外傷症例に対する免疫・抗酸化栄養素を含有する濃厚流動食の有効性と安全性
についての検討

高次救命治療センター 白井　邦博 23.2.7 迅速審査 平成23年9月

２２－２５３ 医工連携によるペルオキシソーム病診断スクリーニングシステムの開発研究 ゲノム研究分野 下澤　伸行 23.3.2 第162回 平成28年2月

２２－２５４
大腸癌術後の消化管機能異常に対する大建中湯（DKT：TJ－100）の臨床的効果　付
随研究：消化管通過時間を指標として

第二外科 高橋　孝夫 23.3.2 第162回 平成24年2月

２２－２５５
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　付随研究　-オキサリプラチンの安全性指標に関する策
定研究-

第２外科 高橋　孝夫 23.3.2 第162回 平成28年2月

２２－２５６
機能性胃腸症に対する治療効果―オメプラゾールとクエン酸モサプリドの無作為割付
比較試験―

病態情報解析医学 森　一郎 23.2.23 迅速審査 平成25年10月
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２２－２５７
糖尿病における合併症の実態把握とその治療に関するデータベース構築による大規
模前向き検討（JDCP study）

総合病態内科学 梶田　和男 23.2.23 迅速審査 平成24年12月

２２－２５８ インスリンリスプロ混合製剤を用いたインスリンの段階的導入の検討 総合病態内科学 梶田　和男 23.2.23 迅速審査 平成25年7月

２２－２５９ ハンター症候群に関する治療・観察調査（ＨＯＳ） 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 23.3.7 迅速審査 平成27年9月

２２－２６０ 先天性代謝異常疾患における造血幹細胞移植の治療効果に関する疫学調査 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 23.3.7 迅速審査 平成27年10月

２２－２６１
原発性骨粗鬆症に対するリセドロネートとビタミンK２の併用効果に関する多施設共同

研究
整形外科学 清水　克時 23.3.7 迅速審査 平成23年6月

２２－２６２ MR spectroscopyによる上腹部臓器機能および悪性腫瘍分化度の評価に関する研究 放射線科 五島　聡 23.3.22 迅速審査 平成27年8月

２２－２６３ 前立腺癌発症に影響を及ぼす因子に関する研究 泌尿器科 増江　孝子 23.3.22 迅速審査 平成24年8月

２２－２６４ 前立腺生検時の感染予防に対する抗菌薬投与に関する検討 泌尿器科学 安田　満 23.3.22 迅速審査 平成27年12月

２２－２６５
口腔における各種遺伝子のプロモーター領域のメチレーションと、がんのリスク因子と
の関係

口腔病態学 柴田　敏之 23.3.24 迅速審査 平成27年3月

２２－２６６
口腔がんにおける各種遺伝子のプロモーター領域のメチレーションと臨床的因子との
関係

口腔病態学 柴田　敏之 23.3.24 迅速審査 平成27年3月

２２－２６７
台湾・日本における口腔領域の生活環境と各種遺伝子異常（DNA塩基配列変異・メチ
レーション・mRNA発現異常）の解析にかかわる研究

口腔病態学 柴田　敏之 23.3.24 迅速審査 平成27年3月

２２－２６８
頚部・脳血管に対する冠動脈・胆道用ステント留置術の安全性と有効性に関する臨床
研究

脳神経外科学 吉村　紳一 23.3.29 迅速審査 平成26年3月

２２－２６９
ベザフィブラートによるメタボリックシンドロームと脂肪肝疾患(非アルコール性脂肪肝
炎：NASH)の改善効果についての臨床研究

消化器病態学 永木　正仁 23.4.4 迅速審査 平成27年12月

２２－２７０ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 23.3.29 迅速審査 平成25年4月

２２－２７１
「慢性リンパ性白血病の診断・治療法確立のための、前向き登録研究と追跡調査研
究」の附随研究 慢性リンパ性白血病の病態におけるBAFF（Blys）の果たす役割およ
びその治療への応用に関する研究

血液病態学 森脇　久隆 23.4.4 迅速審査 平成27年3月

２２－２７２
血液疾患患者における真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症（FN）に対する
Liposomal amphotericin B(L-AMB)の経験的治療（Empiric Therapy）または、先制攻撃
的治療（Preemptive Therapy）の有用性の検討

臨床腫瘍学 原　武志 23.4.4 迅速審査 平成24年10月

２２－２７３ 骨髄不全症候群患者における体内鉄動態に関する臨床研究 臨床腫瘍学 原　武志 23.4.4 迅速審査 平成25年3月

２２－２７４
骨髄不全症候群患者における体内鉄動態に関する臨床研究の付随研究 骨髄不全
症候群患者における血中非トランスフェリン結合鉄（NTBI）およびヘプシジン濃度測定
に関する研究

臨床腫瘍学 原　武志 23.4.4 迅速審査 平成25年3月

２２－２７５ 肝細胞癌診断補助における改良型PIVKA-Ⅱ測定試薬「NX-PVKA-R」の検証 消化器病態学 高井　光治 23.4.4 迅速審査 平成24年12月
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２２－２７６
ビタミンK拮抗剤（ワーファリン等）服用下における改良型PIVKA-Ⅱ測定試薬「NX-
PVKA-R」の診断能に関する検証

消化器病態学 高井　光治 23.4.4 迅速審査 平成24年12月

２２－２７７
消化器癌における癌抑制遺伝子DNAプロモーター領域異常メチル化の検索および癌
関連遺伝子の発現、体細胞突然変異に関する研究

第二外科 高橋　孝夫 23.4.8 迅速審査 平成25年8月

２２－２７８ 口腔病変の分子疫学的研究 口腔病態学 柴田　敏之 23.4.8 迅速審査 平成27年3月

２２－２７９ 敗血症モニタの開発 高次救命治療センター 白井　邦博 23.4.26 迅速審査 平成24年8月

２２－２８０ ヒト歯由来細胞からのｉＰＳ細胞誘導研究 組織・器官形成 手塚　建一 23.4.26 迅速審査 平成28年3月

２２－２８１ メタストロン投与後における画像化の試み 放射線科 林　真也 23.5.9 迅速審査 平成24年6月

２２－２８２ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 23.5.9 迅速審査 平成24年7月

２２－２８３
気管支喘息のテーラーメイド的予知に基づく発症予防法とQOL調査票を導入した独
創的評価法の確立

小児病態学 近藤　直実 23.5.9 迅速審査 平成24年3月

２２－２８４
健康補助食品Genisteinを用いた副腎白質ジストロフィー患者・保因者の治療効果に
関する研究

医学教育開発研究センター 鈴木　康之 23.5.23 迅速審査 平成28年1月

２２－２８５ 頚動脈、大動脈の動脈硬化病変に対するピタバスタチン、プラバスタチンの効果 第二内科 川崎　雅規 23.5.23 迅速審査 平成26年3月

２２－２８６ 限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性に関する観察研究 泌尿器科学 仲野　正博 23.6.7 迅速審査 平成25年3月

２２－２８７ 先天性免疫不全症の病因遺伝子同定および病態形成機序の解明 小児病態学 近藤　直実 23.5.30 迅速審査 平成28年2月

２２－２８８
未治療中間リスク群限局性前立腺癌に対するNHT＋ヨウ素125密封小線源永久挿入
療法＋AHT併用療法とNHT＋ヨウ素125密封小線源永久挿入併用療法とのランダム
化比較臨床試験

泌尿器科学 仲野　正博 23.6.7 迅速審査 平成26年9月

２２－２８９ 大腸癌術後の消化管機能異常に対する大建中湯（DKT：TJ－100）の臨床的効果 第二外科 高橋　孝夫 23.6.7 迅速審査 平成23年6月

２２－２９０ 小児を対象にした食物摂取頻度調査票と食習慣指導法の開発に関する研究 疫学・予防医学 和田　恵子 23.6.14 迅速審査 平成27年3月

２２－２９１ 小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験 小児科 舩戸　道徳 23.7.11 迅速審査 平成28年2月

２２－２９２
横紋筋肉腫低リスクA群患者に対する短期間VAC1.2療法の有効性および安全性の
評価第Ⅱ相臨床試験

小児科 舩戸　道徳 23.7.11 迅速審査 平成28年2月

２２－２９３
横紋筋肉腫低リスクA群患者に対する短期間VAC1.2療法の有効性および安全性の
評価第Ⅱ相臨床試験（遺伝子解析）

小児科 舩戸　道徳 23.7.11 迅速審査 平成28年2月

２２－２９４
横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC2.2/VA療法の有効性および安全性の評価
第Ⅱ相臨床試験

小児科 舩戸　道徳 23.7.11 迅速審査 平成28年2月
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２２－２９５
横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC2.2/VA療法の有効性および安全性の評価
第Ⅱ相臨床試験（遺伝子解析）

小児科 舩戸　道徳 23.7.11 迅速審査 平成28年2月

２３－１ 婦人科腫瘍性疾患における予後因子としてのタン白質発現解析 産婦人科学 小倉　寛則 23.6.1 第165回 平成26年3月

２３－２ Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) MRIによる肝機能診断アルゴリズムの開発 放射線科 五島　聡 23.4.6 第163回 平成25年4月

２３－３ 非造影MRIによる大動脈瘤ステント内挿術治療計画に関する研究 放射線科 五島　聡 23.4.6 第163回 平成26年4月

２３－５ 入院における糖尿病療養指導の効果に関する臨床研究 内分泌病態学 川地　慎一 23.4.6 第163回 平成26年3月

２３－７ ENTER 10（ノルバスク錠、ノルバスクOD錠使用成績調査） 循環病態学 湊口　信也 23.6.1 第165回 平成24年6月

２３－８ タイ肝吸虫感染による胆管癌の発癌分子メカニズム 寄生虫学 呉　志良 23.5.11 第164回 平成26年3月

２３－９ 新人看護職員の入職後6ヶ月時点での保有能力評価と態度評価との関連性 看護部 伊藤　友美 23.5.11 第164回 平成23年11月

２３－１０
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

小児科 舩戸　道徳 23.5.11 第164回 平成28年4月

２３－１１ 一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する多施設共同観察研究　TAM-10 小児科 舩戸　道徳 23.5.11 第164回 平成28年4月

２３－１２
IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づき手術時期の決定を行う神経芽腫低リスク群
の観察研究

小児科 舩戸　道徳 23.5.11 第164回 平成28年4月

２３－１３
IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決定と、段階的に強度を
高める化学療法による、神経芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験

小児科 舩戸　道徳 23.5.11 第164回 平成28年4月

２３－１４
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に関する多施
設共同第Ⅱ相臨床試験

小児科 舩戸　道徳 23.5.11 第164回 平成31年12月

２３－１５
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に関する多施
設共同第Ⅱ相臨床試験(JPLSG MLL-10)　付随研究「乳児白血病における白血病幹
細胞の同定」

小児科 舩戸　道徳 23.5.11 第164回 平成28年4月

２３－１６
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 23.5.11 第164回 平成23年12月

２３－１７
スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効果に関する多施設ランダ
ム化比較試験

脳神経外科 榎本　由貴子 23.6.1 第165回 平成28年5月

２３－１８
保存された診療データの二次利用適用レベルに準じた、医療提供プロセスおよびアウ
トカムの病院横断比較、年次縦断比較に関する多施設共同研究

医療情報部 白鳥　義宗 23.4.6 第163回 平成24年3月

２３－１９ 家庭における受動喫煙暴露状況に関する調査及び受動喫煙防止啓発用教材の作成 看護学科 纐纈　朋弥 23.5.11 第164回 平成24年3月

２３－２０
くも膜下出血急性期患者のWFNS gradingの再評価に関する前方視的多施設共同研
究

脳神経外科 石黒　光紀 23.5.11 第164回 平成24年4月
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２３－２１
｢造血器疾患に対する、リン酸フルダラビン、シタラビンとシクロフォスファミドによる移植
前治療を用いた造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討｣　多施設共同研究

第一内科 鶴見　寿 23.5.11 第164回 平成27年4月

２３－２２
婦人科癌治療後の卵巣機能不全による骨粗鬆症に対するビスフォスフォネートの有用
性の検討

産科婦人科 杉山　三知代 23.5.11 第164回 平成25年5月

２３－２３
血縁ドナーに顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)を投与して動員した顆粒球を用いた
顆粒球輸血療法の有効性と安全性の検討

第一内科 鶴見　寿 23.5.11 第164回 平成27年4月

２３－２４ 健常人糞便中における薬剤耐性細菌の検出とその性状の解析 保健管理センター 山本　眞由美 23.5.11 第164回 平成25年5月

２３－２５ 大学生の性感染症についての知識に関する調査 保健管理センター 山本　眞由美 23.5.11 第164回 平成24年3月

２３－２６ 岐阜大学職員健診結果と心身の健康度に関する調査 保健管理センター 田中　生雅 23.5.11 第164回 平成24年3月

２３－２８ 岐阜県下の大学生を対象としたバウムテストに関する研究 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 23.5.11 第164回 平成28年3月

２３－２９
再発卵巣癌に対するリポソーム化ドキソルビシンとゲムシタビン併用療法第Ⅱ相臨床
試験

産科婦人科学 小倉　寛則 23.5.11 第164回 平成25年12月

２３－３０ 肝切除術における開腹手術と腹腔鏡手術の手術侵襲、術後QOLの比較研究 腫瘍外科 今井　寿 23.5.11 第164回 平成26年4月

２３－３１ エノキサパリン臨床試験 整形外科 松本　和 23.5.11 第164回 平成23年12月

２３－３２ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 吉村　紳一 23.6.1 第165回 平成28年3月

２３－３３
人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）の耐摩耗
性に関する多施設共同研究

整形外科 伊藤　芳毅 23.10.12 第169回 平成31年9月

２３－３４ 腎生検検体における（プロ）レニン受容体の発現の実態 第二内科 湊口　信也 23.6.1 第165回 平成25年6月

２３－３５ ゴルフスィングにおける体幹動作の力学的研究 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 23.6.1 第165回 平成24年6月

２３－３６ 介護職員が認識する認知症ケアの実践と職務満足度の関係 看護学科 小木曽　加奈子 23.6.1 第165回 平成26年3月

２３－３７
小児先天性血管腫およびリンパ管腫に対するプロプラノロール療法の有効性および
安全性に関する臨床研究

小児病態学 小関　道夫 23.6.1 第165回 平成28年6月

２３－３８ メトロニダゾール（フラジール®）内服錠使用実態調査 生体支援センター 村上　啓雄 23.6.1 第165回 平成23年7月

２３－３９
皮膚・排泄ケア認定看護師による高度創傷管理技術を用いた重症褥瘡発生の防止に
関する研究（その3）－特定看護師養成事業教育を受けた特定看護師（仮称）の実施
する創傷管理技術の効率性の評価－

生体支援センター 村上　啓雄 23.6.1 第165回 平成26年5月

２３－４０ 医療系学生の疲労・ストレス等に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 23.6.1 第165回 平成25年5月

２３－４１
変形性関節症患者のコンドロイチン硫酸合成酵素の遺伝子異常、発現異常とコンドロ
イチン硫酸鎖長の関連性についての研究

整形外科 松本　和 23.6.1 第165回 平成26年5月
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２３－４２ 乳癌および消化器癌における化学療法感受性予測因子同定に関する研究 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 23.6.1 第165回 平成26年5月

２３－４３
冠動脈硬化症合併ＣＯＰＤ患者に対するセリプロロール塩酸塩（セレクトール）の有効
性の検討

呼吸病態学 大野　康 23.5.23 迅速審査 平成27年2月

２３－４４
切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのFOLFOXまたはFOＬ
FIRI+panitumumab併用療法の有効性・安全性に関する検討　-第Ⅱ相試験-

第2外科 高橋　孝夫 23.6.1 第165回 平成26年4月

２３－４５ 大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較試験(JCOG1006) 第2外科 高橋　孝夫 23.6.1 第165回 平成32年5月

２３－４６ 緑内障の原因遺伝子マッピング 眼科学 川瀬　和秀 23.5.30 迅速審査 平成27年12月

２３－４７
術前アトルバスタチン投与による頚動脈プラーク安定化に関する単施設無作為化比
較試験（Atorvastatin before carotid artery revascularization : AB-CARE）

脳神経外科 吉村　紳一 23.7.6 第166回 平成25年9月

２３－４８ 栄養を中心とした褥瘡関連因子と褥瘡発生・予防・治療の関連に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 23.7.6 第166回 平成24年3月

２３－４９
角膜真菌症ならびにアカントアメーバ角膜炎に対するボリコナゾールの治療効果なら
びに安全性の検討

眼科 望月　清文 23.6.24 迅速審査 平成28年5月

２３－５０
血清アルブミンSH基の酸化還元状態解析によるコエンザイムQ10摂取の抗酸化効果
の検討

分子生理学分野 恵良　聖一 23.7.6 第166回 平成27年3月

２３－５１
急性胆嚢炎に対する内視鏡的ドレナージ方法を検討する多施設共同無作為化比較
試験-経鼻胆嚢ドレナージ術（ENGBD） vs 内視鏡的胆嚢ステント留置術（EGBS）-

第一内科 安田　一朗 23.7.6 第166回 平成24年3月

２３－５２
食道癌患者における癌化学療法時の成分栄養剤（Elemental Diet）＋L-Glutamine製
剤併用療法による支持療法の有用性の検討

腫瘍外科 田中　善宏 23.7.6 第166回 平成24年10月

２３－５３
原発開放隅角緑内障（広義）を対象としたビマトプロスト点眼液とトラボプロスト／チモ
ロールマレイン酸塩配合点眼液の比較試験

眼科学 澤田　明 23.7.6 第166回 平成24年12月

２３－５４
原発開放隅角眼圧緑内障（広義）または高眼圧症を対象としたタフルプロスト点眼液と
ラタノプロスト点眼液との比較試験

眼科学 澤田　明 23.7.6 第166回 平成24年3月

２３－５５ 新しい瞳孔反応計測装置を用いた様々な眼疾患の正常者との判別 眼科学 澤田　明 23.7.6 第166回 平成25年12月

２３－５６ 高次脳機能の基礎力としての視聴覚記憶力をトレーニングする方法の開発 高次神経形態学 藤田　雅文 23.9.7 第168回 平成25年3月

２３－５７ ステロイド糖尿病に対するGLP-1受容体作動薬の有効性と安全性に対する研究 総合病態内科学 山内　雅裕 23.7.6 第166回 平成28年7月

２３－５８
深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比較第Ⅲ
相試験

第2外科 山口　和也 23.7.6 第166回 平成33年6月

２３－５９
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の、開腹幽門側胃切除に対す
る非劣性を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験

第2外科 山口　和也 23.7.6 第166回 平成33年6月
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２３－６０
HER2陽性・測定可能病変を有する進行再発胃癌に対するTS-1＋CDDP＋
Trastuzumab（SPT）3週間サイクル併用療法第Ⅱ相試験

第2外科 山口　和也 23.7.6 第166回 平成27年12月

２３－６１
根治切除可能な大型3型・4型胃癌に対する術前TS-1＋CDDP併用療法による第Ⅲ相
試験

第2外科 山口　和也 23.7.6 第166回 平成31年6月

２３－６２
治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除術の意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試
験

第2外科 山口　和也 23.7.6 第166回 平成29年6月

２３－６３ 疼痛を有する肩関節疾患患者の肩周囲血流動態調査 整形外科 寺林　伸夫 23.7.6 第166回 平成27年7月

２３－６５ α1ブロッカー効果不十分例におけるエビプロスタットと抗コリン薬の比較検討 泌尿器科 菊地　美奈 23.7.6 第166回 平成26年6月

２３－６６
前立腺肥大症患者に対するデュタステリドのα1受容体遮断薬への上乗せ効果の検
討

泌尿器科 菊地　美奈 23.7.6 第166回 平成24年6月

２３－６７ 院内発症の菌血症の疫学に関わる多施設共同研究 生体支援センター 村上　啓雄 23.7.6 第166回 平成24年5月

２３－６８ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 23.6.14 迅速審査 平成24年7月

２３－６９
二分脊椎女性のリプロダクティブヘルスケアプログラムの実践と評価；　研究１　教材作
成

看護学科 野田　洋子 23.6.20 迅速審査 平成25年3月

２３－７０ 事象関連電位記録による吃音の発生機序の解明 分子生理学 恵良　聖一 23.6.20 迅速審査 平成27年3月

２３－７１ 食習慣と味覚・生活習慣病に関する研究 疫学・予防医学 永田　知里 23.6.20 迅速審査 平成26年5月

２３－７２ 歯科領域における画像診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 23.6.20 迅速審査 平成28年3月

２３－７３
進行肝細胞癌に対するミリプラチン（ミリプラ）とシスプラチン（アイエーコール）を用いた
肝動注療法の多施設共同ランダム化並行群間比較試験

肝疾患診療支援センター 高井　光治 23.6.27 迅速審査 平成25年3月

２３－７４ 肝硬変患者の自覚症状およびＱＯＬに対する肝不全用経口栄養剤の有用性の検討 第一内科 白木　亮 23.6.27 迅速審査 平成23年9月

２３－７５ 3T-MRSを用いたアルコール依存症患者のGABA、グルタミン酸異常に関する研究 精神神経科 天野　雄平 23.6.27 迅速審査 平成25年3月

２３－７６
2型糖尿病における経口血糖降下薬療法に関する研究　メトホルミン、シタグリプチン、
ピオグリタゾンの有効性と認容性の比較に関する臨床研究(COAST-J)

総合病態内科学 森田　浩之 23.6.28 迅速審査 平成25年6月

２３－７７
リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策
の立案に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 23.6.29 迅速審査 平成24年3月

２３－７８ 神経変性疾患患者の髄液のメタロチオネインおよびその関連タンパクと重金属の測定 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.6.29 迅速審査 平成26年3月

２３－７９ クロピドグレル不応症に関する研究 脳神経外科学 榎本　由貴子 23.8.3 第167回 平成25年8月
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２３－８０
Stevens-Johnson症候群（SJS）および中毒性表皮壊死融解症（TEN）の眼合併症に関
する疫学調査（2008年－2010年）

眼科 望月　清文 23.8.3 第167回 平成28年7月

２３－８１

感染性膵壊死に対する直接内視鏡挿入下壊死巣除去術の日本における治療成績調
査
Endoscopic necrosectomy for infected walled-off pancreatic necrosis : Japanese
multicenter experience

第一内科 安田　一朗 23.8.3 第167回 平成24年12月

２３－８２ 院外教育参加者の学習意欲と参加満足度に関する調査 看護学科 高橋　由起子 23.8.3 第167回 平成26年8月

２３－８３
高血圧症合併COPD患者に対するセリプロロール塩酸塩（セレクトール）の有効性の検
討

呼吸器病態学 大野　康 23.8.3 第167回 平成27年8月

２３－８４
「感染対策の高精度化に関する新技術の応用、実証のための研究」の一環としての薬
剤耐性菌の分子疫学的分析による院内感染の実態調査に関する研究

生体支援センター 村上　啓雄 23.8.3 第167回 平成24年3月

２３－８５ 病理部門システム内保存の病理画像の研究教育的活用 病理部 廣瀬　善信 23.8.3 第167回 平成28年7月

２３－８６
岐阜県の高血圧症患者の食塩摂取量、治療薬と脳・腎・心血管イベント予後との関係
の調査－NOBUNAGA 研究(Natriuretic effect On Blood pressure Under Natrium
intake Global Gifu Assessment)

循環・呼吸病態学 湊口　信也 23.8.3 第167回 平成28年9月

２３－８７ 統合失調症慢性期におけるAripiprazoleの有用性の検討 精神神経科 松岡　司 23.8.3 第167回 平成25年9月

２３－８８ 開胸術後疼痛に対するプレガバリンの臨床検討 麻酔疼痛制御学 飯田　宏樹 23.8.3 第167回 平成28年8月

２３－８９ 通院中の糖尿病患者のQOLに与える楽しみの効用 看護学科 足立　久子 23.8.3 第167回 平成28年8月

２３－９０
治癒切除不能な進行・再発胃癌症例におけるHER2の検討－観察研究（JFMC44-
1101）

第2外科 山口　和也 23.8.3 第167回 平成28年8月

２３－９１
前治療歴を有するHER2強陽性（IHC3＋または、IHC2＋FISH＋）　進行・再発胃癌症
例を対象とするトラスツズマブ/パクリタキセル併用療法－第Ⅱ相試験－　（JFMC45-
1102）

第2外科 山口　和也 23.8.3 第167回 平成26年8月

２３－９２ 学童における生活習慣と健康に関する前向き研究 疫学・予防医学 永田　知里 23.8.3 第167回 平成32年3月

２３－９３
マンモグラフィでの病巣の良悪性鑑別において，類似過去症例を検索し提示する診
断支援システムの開発と，その有用性の検討

知能イメージ情報 藤田　廣志 23.7.5 迅速審査 平成26年3月

２３－９４
先天代謝異常症の診断ネットワークを介した長期予後追跡システムの構築に関する研
究

生命科学総合研究支援セン
ター

下澤　伸行 23.7.5 迅速審査 平成28年3月

２３－９５
モノディオックス使用成績調査―消化器外科手術の腹壁縫合に使用した時の手術部
位感染への影響―

腫瘍外科学 長田　真二 23.7.5 迅速審査 平成24年4月

２３－９６ 訪問看護における看護師のリスクの現状に関する調査研究 看護学科 後閑　容子 23.8.3 第167回 平成23年9月

２３－９７ 冠動脈疾患患者におけるMuse細胞動員に関する研究 循環・呼吸病態学 湊口　信也 23.8.3 第167回 平成26年8月

２３－９８
膵腫瘤性病変に対する25G穿刺針を用いた超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法におけ
る通常陰圧吸引法と抗陰圧吸引法の組織採取に関する前向き無作為化多施設共同
研究

第一内科 安田　一朗 23.8.3 第167回 平成25年3月
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２３－９９ ヒト泌尿生殖器管細菌叢のメタゲノム解析 泌尿器科学 安田　満 23.9.6 迅速審査 平成26年7月

２３－１００ 歯科領域における画像診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 23.7.27 迅速審査 平成28年3月

２３－１０１ 自己免疫性神経筋疾患の抗神経筋組織抗体の検出 神経内科・老年科 木村　暁夫 23.7.13 迅速審査 平成27年4月

２３－１０２
乳房マッサージまたは抱き方・吸着のケアを受けた褥婦の乳汁分泌・自律神経系への
効果

看護学科 今田　葉子 23.7.20 迅速審査 平成25年3月

２３－１０３
自家移植のためのヒト脂肪組織と血清／血漿を用いた脂肪組織由来幹細胞培養法の
確立と脳脊髄・眼疾患モデルへの移植に関する研究

脳神経外科学 吉村　紳一 23.7.20 迅速審査 平成25年3月

２３－１０４ 大学生の性感染症についての知識に関する調査 保健管理センター 山本　眞由美 23.7.20 迅速審査 平成24年3月

２３－１０５
臨床第Ⅱ相試験「成人難治性血液疾患に対する非血縁者間臍帯血移植の有効性に
関する研究」

血液病態学 鶴見　寿 23.7.20 迅速審査 平成24年12月

２３－１０６
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎に対する新規開発ポラプレジンク含
有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット研究

薬剤部 山内　惠太 23.7.20 迅速審査 平成24年3月

２３－１０７
神経変性疾患におけるメタロチオネイン関連蛋白と重金属の作用機序の解明と創薬
への応用

神経内科・老年学 犬塚　貴 23.7.20 迅速審査 平成27年4月

２３－１０８ アレルギー発症の予知予測に関する研究（フォローアップの採血について） 小児病態学 深尾　敏幸 23.7.21 迅速審査 平成27年3月

２３－１０９ アレルギー発症の予知予測に関する検討 小児病態学 深尾　敏幸 23.7.21 迅速審査 平成27年3月

２３－１１０ 小児アレルギー疾患の発症予測と予後に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 23.7.21 迅速審査 平成27年3月

２３－１１１
病院内で看護師が気管吸引を実施する際のフィジカルアセスメントの評価の有効性に
ついて

看護学科 西本　裕 23.7.26 迅速審査 平成24年3月

２３－１１２
服薬アドヒアランス向上におけるARB/少量利尿薬配合錠の有用性についての検討
GAIN（Gifu Adherence INvestigation for hypertensive patients）

循環病態学 湊口　信也 23.7.26 迅速審査 平成26年2月

２３－１１３
喉頭全摘出したがん患者のコミュニケーション方法の再構築過程を支える看護モデル
の開発

看護部 五島　光子 23.7.26 迅速審査 平成25年3月

２３－１１４ イメージトレーニング機能付き手指上肢リハビリ支援システムの研究開発 看護学科 西本　裕 23.7.26 迅速審査 平成25年3月

２３－１１５ 在宅・通所版リアルタイム情報提示によるリハビリ支援システム開発 工学部 加藤　邦人 23.8.16 迅速審査 平成24年3月

２３－１１６
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 CRC Adj-CAPS）

第2外科 高橋　孝夫 23.8.2 迅速審査 平成32年1月
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２３－１１７ 大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較試験(JCOG1006) 第2外科 高橋　孝夫 23.8.2 迅速審査 平成32年5月

２３－１１８ 新しい瞳孔反応計測装置を用いた様々な眼疾患の正常者との判別 眼科学 澤田　明 23.8.4 迅速審査 平成25年12月

２３－１１９
既存データを用いた卵巣茎捻転における出血性梗塞のＭＲＩ（拡散強調像）所見に関
する研究

附属病院放射線科 加藤　博基 23.9.7 第168回 平成26年8月

２３－１２０ 既存データを用いた咽頭悪性リンパ腫のＣＴまたはＭＲＩ所見に関する研究 附属病院放射線科 加藤　博基 23.9.7 第168回 平成26年8月

２３－１２１ 既存データを用いた子宮筋腫の３テスラＭＲＩ（３Ｄ－Ｔ２強調像）所見に関する研究 附属病院放射線科 加藤　博基 23.9.7 第168回 平成26年8月

２３－１２２
乳癌・消化器癌患者における可溶性膜蛋白（ＧＰＮＭＢ／Ｏｓｔｅｏａｃｔｉｖｉｎ）の予後因
子・治療標的の可能性評価に関する研究

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 23.9.7 第168回 平成26年8月

２３－１２３ 留学生の健康支援の必要性に関する調査 保健管理センター 山本　眞由美 23.9.7 第168回 平成24年3月

２３－１２４ 癌化学療法時の悪心嘔吐観察研究 第２外科 高橋　孝夫 23.9.7 第168回 平成25年4月

２３－１２５
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)

脳神経外科 吉村　紳一 23.9.7 第168回 平成25年12月

２３－１２６
アトルバスタチンによる頚動脈ステント留置術前プラーク安定化に関する多施設共同
無作為化比較試験　Atorvastatin Before Carotid Artery Stenting (AB-CAS)

脳神経外科 吉村　紳一 23.11.2 第170回 平成25年12月

２３－１２７ ヒトの表情による脳活動とその制御機序－非侵襲脳機能画像法をもちいた研究 高次神経形態学分野 中村　浩幸 23.9.7 第168回 平成26年3月

２３－１２８
研修医選抜における非認地領域を基盤とする行動記述型面接の信頼性と予測妥当
性の検討

医学教育学分野 鈴木　康之 23.9.7 第168回 平成27年3月

２３－１２９
「消化管 graft-versus-host disease (GVHD)に対する経口 beclomethasone
dipropionate (BDP) 療法の安全性と有効性の検討」多施設共同研究

第一内科 鶴見　寿 23.9.7 第168回 平成27年8月

２３－１３０
若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用Bu（ブスルファン）+Flu（リン酸フル
ダラビン）+L-PAM（メルファラン）前処置法による同種造血幹細胞移植第Ⅱ相臨床試
験

小児科 舩戸　道徳 23.9.7 第168回 平成28年8月

２３－１３１ FDG-PET画像の読影支援システム実用化に向けたデータベース構築 知能イメージ情報分野 原　武史 23.9.7 第168回 平成27年3月

２３－１３３ 「発症早期の活動期潰瘍性大腸炎におけるアダカラムの有効性と予後の検討」 光学医療診療部 荒木　寛司 23.9.7 第168回 平成25年12月

２３－１３４ 吃音が生活に及ぼす影響についての調査研究 教育学部特別支援教育講座 村瀬　忍 23.9.7 第168回 平成25年9月

２３－１３５ 妊娠中の生活習慣、ホルモン状態と出生時の成長、アレルギーに関する研究 疫学・予防医学 永田　知里 23.8.8 迅速審査 平成28年7月
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２３－１３６
日本における前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法に関する前向き
コホート研究

泌尿器科 仲野　正博 23.8.8 迅速審査 平成27年12月

２３－１３７ 労働者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 23.8.8 迅速審査 平成25年4月

２３－１３８ 体幹部X線CT画像における計算機画像支援診断システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 23.8.8 迅速審査 平成28年7月

２３－１３９ 体幹部CT画像におけるコンピュータ支援診断システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 23.8.8 迅速審査 平成28年7月

２３－１４０ ポートフォリオを活用した新任保健師の個人・家族支援実践能力の育成 看護学科 若杉　里実 23.9.7 第168回 平成25年12月

２３－１４１ 温灸治療がCKD患者の腎血流量に及ぼす影響の検討 第二内科 湊口　信也 23.10.3 迅速審査 平成25年3月

２３－１４２ ミトコンドリアβ酸化系異常症の遺伝子診断に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 23.8.19 迅速審査 平成28年8月

２３－１４３
エリスロポエチン含有生体吸収性ゲラチンハイドロゲルによる難治性末梢動脈疾患治
療研究

循環病態学 湊口　信也 23.8.25 迅速審査 平成28年8月

２３－１４４ 日本形成外科学会疾患登録システム 耳鼻咽喉科 加藤　久和 23.9.7 第168回 平成27年8月

２３－１４５
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 山内　惠太 23.8.25 迅速審査 平成24年3月

２３－１４７
S-1を用いた術後補助化学療法施行後再発胃癌を対象としてカペシタビン＋シスプラ
チン併用療法の有効性と安全性を評価する第Ⅱ相臨床試験

第2外科 山口　和也 23.10.12 第169回 平成27年5月

２３－１４８
治癒切除不能な進行・再発胃癌を対象としたS-1＋シスプラチン併用（SP）療法とカペ
シタビン＋シスプラチン併用(XP)療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

第２外科 山口　和也 23.10.12 第169回 平成26年6月

２３－１４９ 腰部固定帯における動作中のバイオメカニクス的研究 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 23.10.12 第169回 平成23年12月

２３－１５０
根治切除不能または転移性の腎細胞癌患者に対する1st line TKI療法不応後のエベ
ロリムスの有効性および安全性の検討-多施設共同第Ⅱ相試験-

泌尿器科 横井　繁明 23.10.12 第169回 平成27年3月

２３－１５１ 野兎病患者の新しい血清診断方法の開発 病原体制御学 江崎　孝行 23.10.12 第169回 平成23年12月

２３－１５２ ホルモン測定と質問票による大学女性教職員のストレス実態調査 保健管理センター 加納　亜紀 23.10.12 第169回 平成25年3月
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２３－１５３ ヒト免疫グロブリン製剤が1→3β‐Dグルカン値に与える影響に関する検討 高次救命治療センター 山田　法顕 23.10.12 第169回 平成24年9月

２３－１５４
院外心肺停止患者における近赤外線による無侵襲脳局所酸素飽和度（rSO2；
Regional Cerebral Oxygen Saturation）測定の有用性に関する研究(多施設共同研究)

高次救命治療センター 山田　法顕 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１５５
重症軟部組織損傷に対する高気圧酸素治療の有用性に関する検討（多施設共同研
究）

高次救命治療センター 山田　法顕 23.10.12 第169回 平成26年9月

２３－１５６ 前立腺癌患者における背景因子、初期治療に関する実態調査研究(初回治療調査) 泌尿器科 仲野　正博 23.10.12 第169回 平成24年9月

２３－１５７ 真菌性角膜炎に関する多施設共同前向き観察研究 眼科 望月　清文 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１５８ 占領期における看護技術教育の内容と方法 看護学科 滝内　隆子 23.10.12 第169回 平成26年3月

２３－１５９ 急性期医療現場で働く看護師の認知症高齢者へのケアの実態調査　その1 看護学科 松波　美紀 23.10.12 第169回 平成26年10月

２３－１６０
限局性前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法抗菌剤予防投与につ
いての検討

泌尿器科 仲野　正博 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１６１
限局性前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法抗菌剤予防投与につ
いての後ろ向き検討

泌尿器科 仲野　正博 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１６２ 腹部領域におけるCT逐次近似再構成法を用いた画質評価に関する検討 放射線科 五島　聡 23.10.12 第169回 平成24年4月

２３－１６３ アカントアメーバ角膜炎の動向に関する分子疫学研究 眼科 望月　清文 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１６４ 岐阜県全体における早産、感染性流産発症の前方視疫学研究 産婦人科 古井　辰郎 23.10.12 第169回 平成27年12月

２３－１６５
保健医療福祉等の対人サービス職における効き脳診断を活用したキャリア開発の検
討

地域看護学 若杉　里実 23.10.12 第169回 平成24年3月

２３－１６６ 皮膚筋炎関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認(多施設共同研究) 皮膚病態学 清島　真理子 23.10.12 第169回 平成26年3月

２３－１６７ 脊髄小脳変性症の遺伝子診断 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.15 迅速審査 平成28年7月

２３－１６８ パーキンソン症候群の関連遺伝子多型と臨床症状の関連 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.15 迅速審査 平成28年7月
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２３－１６９ 認知症の関連遺伝子多型と臨床症状の関連 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.15 迅速審査 平成28年7月

２３－１７０ てんかん関連疾患の関連遺伝子の解析 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.15 迅速審査 平成28年7月

２３－１７１ 免疫異常による神経疾患の関連遺伝子多型と臨床症状の関連 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.15 迅速審査 平成28年7月

２３－１７２ 運動神経疾患の関連遺伝子多型と臨床症状との関連 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.15 迅速審査 平成28年7月

２３－１７３
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 高橋　孝夫 23.9.15 迅速審査 平成25年3月

２３－１７４
StageⅣ胃癌の治療成績を評価する前向きコホート調査ならびに化学療法[TS-1＋α]
が奏功したStageⅣ胃癌症例に対するVolume Reduction Surgeryの意義を検討する臨
床第Ⅱ相試験(PerSeUS-GC01)

第２外科 山口　和也 23.9.15 迅速審査 平成25年10月

２３－１７５
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 23.9.21 迅速審査 平成24年7月

２３－１７６ 骨軟部悪性腫瘍細胞の樹立と癌関連遺伝子の解析 整形外科学 大野　貴敏 23.9.26 迅速審査 平成26年7月

２３－１７７ IT機器を活用した難病「心のケア」ネットワーク構築に関する研究 神経内科・老年学 犬塚　貴 23.9.26 迅速審査 平成26年9月

２３－１７８ 頚動脈の超音波Integrated Backscatter(IB)所見と心臓・脳血管疾患発症の関連 第二内科 川崎　雅規 23.9.26 迅速審査 平成25年9月

２３－１７９ ミルクアレルギー患者におけるペプチド療法とその効果の検討 小児病態学 近藤　直実 23.9.28 迅速審査 平成24年3月

２３－１８０
治癒切除不能な進行・再発胃癌症例におけるHER2の検討－観察研究（JFMC44-
1101）

第2外科 山口　和也 23.9.30 迅速審査 平成28年8月

２３－１８１
岐阜県の高血圧症患者の食塩摂取量、治療薬と脳・腎・心血管イベント予後との関係
の調査－NOBUNAGA 研究(Natriuretic effect On Blood pressure Under Natrium
intake Assessment in Gifu Area)

循環・呼吸病態学 湊口　信也 23.10.12 迅速審査 平成28年9月

２３－１８２
非切除悪性中下部胆管閉塞に対するFully-ｃovered WallFlex stent の安全性と有用
性を検討する多施設共同観察研究

第一内科 安田　一朗 23.11.2 第170回 平成25年12月

２３－１８３ マルファン症候群等類縁動脈疾患の病因解明のための遺伝子解析 病態情報解析学 森　一郎 23.11.2 第170回 平成25年3月

２３－１８４
Li-Fraumeni症候群とその類縁症候群の実態調査及び悪性腫瘍の発症予防法と治療
法の確立に関する研究

小児科 舩戸　道徳 23.11.2 第170回 平成26年10月
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２３－１８５
Li-Fraumeni症候群とその類縁症候群の実態調査及び悪性腫瘍の発症予防法と治療
法の確立に関する研究(遺伝子解析)

小児科 舩戸　道徳 23.11.2 第170回 平成26年10月

２３－１８６ 小児喘息に対するICS/LABA導入効果　－QOLへの影響－ 小児病態学 近藤　直実 23.11.2 第170回 平成24年12月

２３－１８７
乳幼児気管支喘息の確定診断法の検討＜Pilot Study＞－パルスオキシメーターを用
いたツロブテロール貼付薬の評価－

小児病態学 近藤　直実 23.11.2 第170回 平成24年10月

２３－１８８
治癒切除不能な進行・再発胃癌を対象としたS-1＋シスプラチン併用（SP）療法とカペ
シタビン＋シスプラチン併用(XP)療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験　バイオマーカー
付随研究

第２外科 山口　和也 23.11.2 第170回 平成26年6月

２３－１８９ ウイルス性肝疾患患者の食事・運動療法とアウトカム評価に関する研究 第一内科 白木　亮 23.11.2 第170回 平成25年10月

２３－１９０ ストーマ周囲皮膚障害重症度評価スケール（ABCD Stoma）の妥当性の検証 看護部 五島　光子 23.11.2 第170回 平成24年2月

２３－１９１ 本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究 産科婦人科 川島　英理子 23.10.26 迅速審査 平成26年8月

２３－１９２ ヒト脳腫瘍を用いた脳腫瘍幹細胞の研究 脳神経外科学 副田　明男 23.10.26 迅速審査 平成27年3月

２３－１９４ 訪問看護ステーションにおける共同事務処理施設の運用調査 看護学科 後閑　容子 23.11.2 第170回 平成24年2月

２３－１９５
プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮性卵巣癌、原発性卵管癌、腹膜
癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン(PLD)50mg/㎡対するPLD40mg/㎡のランダム
化第Ⅲ相比較試験

産婦人科学 川島　英理子 23.10.25 迅速審査 平成25年1月

２３－１９６
局所進行子宮頸 癌に 対す る高 線量 率腔 内照 射（ High-dose-rate intracavitary
brachytherapy: HDR-ICBT ） を 用 い た 同 時 化 学 放 射 線 療 法 （ Concurrent
chemoradiotherapy: CCRT）に関する多施設共同第Ⅱ相試験

産科婦人科学 川島　英理子 23.10.25 迅速審査 平成23年5月

２３－１９７
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療法，ＤＰ療法，ＴＣ療
法のランダム化第Ⅲ相試験

産科婦人科 川島　英理子 23.10.25 迅速審査 平成22年3月

２３－１９８
前庭障害症例に対する微小電流を用いた経皮的前庭電気刺激併用リハビリテーショ
ンに関する臨床的研究

耳鼻咽喉科 青木　光広 23.12.7 第171回 平成26年1月

２３－１９９ インフルエンザウイルス感染症に対するペラミビルの有効性試験 呼吸病態学 大野　康 23.12.7 第171回 平成24年6月

２３－２００ 全身麻酔予定手術患者における術前喫煙状況に関する調査研究 麻酔疼痛制御学 飯田　宏樹 23.12.7 第171回 平成24年12月

２３－２０１ 糖尿病患者の食事摂取内容と血糖コントロールに関する研究 栄養管理室 田村　孝志 23.12.7 第171回 平成25年3月
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２３－２０２
「小児科指導医の役割・能力」に関する研究ー日本の小児科における模範とすべき小
児科指導医像のモデルー

医学教育学分野 鈴木　康之 23.12.7 第171回 平成27年3月

２３－２０３ 脳波・脳磁図の数理的検討に関する研究 工学部応用情報学科 岸田　邦治 23.12.7 第171回 平成26年3月

２３－２０４
遺伝子解析による大腸がん治療薬の感受性及び副作用予測に関する臨床研究－
modified FOLFOX6±BevacizumabおよびFOLFIRI±Bevacizumab－

腫瘍外科 野中　健一 23.12.7 第171回 平成27年11月

２３－２０５ 看護技術シミュレーターの開発（1） 看護学科 滝内　隆子 23.12.7 第171回 平成25年3月

２３－２０６ 医療技術習熟用模擬シミュレータの開発（2） 第一外科 木村　真樹 24.1.4 第172回 平成25年3月

２３－２０７
非切除悪性中下部胆管閉塞に対するNiti-S SUPREMO-12 stentの安全性と有用性を
検討する多施設共同観察研究

第一内科 安田　一朗 23.12.7 第171回 平成24年12月

２３－２０８ 膵癌患者のジェムシタビン感受性に関する研究 第一内科 安田　一朗 23.12.7 第171回 平成28年3月

２３－２０９ 喫煙者が禁煙することにおける血小板機能等の病態、診断、治療に関する研究 麻酔科疼痛治療科 飯田　祐子 23.12.7 第171回 平成28年3月

２３－２１０
骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）疑い症例におけるGPIア
ンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義を明らかにするための観察研究

臨床腫瘍学 原　武志 23.12.7 第171回 平成28年12月

２３－２１１ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 吉村　紳一 23.11.9 迅速審査 平成28年3月

２３－２１２
サウジアラビア・キングファイサル専門病院・研究センターとのペルオキシソーム病院の
診断に関する研究

生命科学総合研究支援セン
ター

下澤　伸行 23.11.9 迅速審査 平成26年10月

２３－２１３ 尿路性器癌の予後追跡調査 泌尿器科学 仲野　正博 23.12.15 迅速審査 平成26年10月

２３－２１４
難治性尿路上皮腫瘍に対するジェムザールとパクリタキセルを用いた抗癌化学療法の
臨床効果の研究

泌尿器科学 仲野　正博 23.12.15 迅速審査 平成28年10月

２３－２１５
HER2 陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法におけるトラスツマブ単剤と
化学療法併用に関するランダム化比較試験

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 23.12.7 第171回 平成26年12月

２３－２１６ 眼科疾患における遺伝子、RNA、タンパク質の網羅的解析 眼科 望月　清文 23.12.7 第171回 平成28年12月

２３－２１７ アトピー性皮膚炎幼児の母親の疲労度と痒みへの対処 小児看護学 杉浦　太一 23.12.7 第171回 平成25年3月

２３－２１８ 膵がん切除後の補助化学療法におけるGemcitabine療法長期投与の第Ⅱ相試験 腫瘍外科 長田　真二 23.12.7 第171回 平成26年11月

２３－２１９
2型糖尿病における経口血糖降下薬療法に関する研究　メトホルミン、シタグリプチン、
ピオグリタゾンの有効性と認容性の比較に関する臨床研究(COAST-J)

総合病態内科学 森田　浩之 23.11.28 迅速審査 平成25年6月

２３－２２０
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

呼吸病態学 湊口　信也 23.11.28 迅速審査 平成28年3月
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２３－２２１
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

小児科 寺本　貴英 23.12.26 迅速審査 平成24年4月

２３－２２２ 抗菌薬内服時 Clostridium butyricum MIYAIRI 併用投与による腸内細菌叢への影響 小児科 寺本　貴英 23.12.15 迅速審査 平成24年3月

２３－２２３ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 23.11.28 迅速審査 平成24年7月

２３－２２４
ICカードを用いた医療情報の共有により、糖尿病患者における有益性を検討する臨床
研究

内分泌病態学 川地　慎一 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２２５
介護老人福祉施設における介護職員が認識する認知症ケアの実践と職務満足度の
関係

看護学科 小木曽　加奈子 24.1.4 第172回 平成28年3月

２３－２２７
飛騨医療圏における妊婦の分娩施設選択行動の調査～山間部における周産期医療
の充実のために～

産科婦人科 古井　辰郎 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２２８
切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのFOLFOX ＋Bi-weekly
cetuximab併用療法の有効性・安全性に関する検討－多施設共同臨床第Ⅱ相試験－

第２外科 高橋　孝夫 24.1.4 第172回 平成27年8月

２３－２２９ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 24.1.4 第172回 平成24年6月

２３－２３０ 高校生の健康なライフスタイルに関する疫学的調査研究 看護学科 三好　美浩 24.1.4 第172回 平成25年12月

２３－２３１
『スポーツマンのこころ』の理解に基づいたスポーツ実践を通じての「生きがい感」・「自
尊心」の変化に関する調査研究

スポーツ医科学 高橋　正紀 24.1.4 第172回 平成25年3月

２３－２３２ 人工股関節全置換術患者における，階段昇降能力に関する因子 リハビリテーション部 尾藤　貴宣 24.1.4 第172回 平成27年1月

２３－２３３ ムコ多糖症の新生児スクリーニングおよび診断法開発に関する研究 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２３４ 筋電義手に関する研究開発 工学部 川崎　晴久 24.1.4 第172回 平成27年3月

２３－２３５ 高リスク神経芽腫に対する遅延的局所療法　第Ⅱ相臨床試験 小児科 舩戸　道徳 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２３６ 小児固形腫瘍観察研究 小児科 舩戸　道徳 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２３７ 岐阜大学生における心身の健康度と生活環境に関する調査 保健管理センター 田中　生雅 24.1.25 迅速審査 平成25年1月

２３－２３８
気管支喘息患者における簡易問診票を用いた症状コントロールの把握 気管支喘息
患者への問診に関するアンケート調査実施

呼吸病態学 大野　康 24.1.4 第172回 平成28年11月

２３－２３９ 気管支喘息における呼吸器内視鏡NBI(特殊光)を用いた気道病変のグレード分類 呼吸病態学 大野　康 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２４０
非結核性抗酸菌症における呼吸器内視鏡NBI（特殊光）を用いた、鑑別診断における
非侵襲的検査方法の確立の検討

呼吸病態学 大野　康 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２４１
慢性閉塞性肺疾患における呼吸器内視鏡NBI（特殊光）を用いた気道病変のグレード
分類の検討

呼吸病態学 大野　康 24.1.4 第172回 平成28年12月
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２３－２４２ 肺癌におけるNBI(特殊光)を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 24.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２４３
女性に対する制吐療法の有効性評価および悪心・嘔吐に対するリスク因子の詳細な
検討

第２外科 高橋　孝夫 24.1.4 第172回 平成25年12月

２３－２４４
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 山内　惠太 24.1.25 迅速審査 平成24年3月

２３－２４５ 特発性肺線維症におけるNBI(特殊光)を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 23.1.4 第172回 平成28年12月

２３－２４６
エストロゲン受容体陽性ＨＥＲ2陰性乳癌に対するS－1術後療法ランダム化比較第Ⅲ
相試験(多施設共同研究)

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.1.4 第172回 平成31年12月

２３－２４７ 腰部固定帯における動作中のバイオメカニクス的研究 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 23.12.12 迅速審査 平成24年5月

２３－２４８ 乳癌および消化器癌における化学療法感受性予測因子同定に関する研究 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 23.12.12 迅速審査 平成26年5月

２３－２４９
ラタノプロストとマレイン酸チモプトール併用点眼からラタノプロスト/マレイン酸チモプ
トール配合点眼薬への切り替え効果の検討

眼科学 山本　哲也 23.12.20 迅速審査 平成25年12月

２３－２５０ エノキサパリン臨床試験 整形外科 松本　和 23.12.20 迅速審査 平成24年9月

２３－２５１ ペルオキシソーム病線維芽細胞からのiPS細胞誘導ならびに疾患モデル構築
生命科学総合研究支援セン

ター
長瀬　朋子 23.12.21 迅速審査 平成24年3月

２３－２５２ 労働者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 23.12.21 迅速審査 平成25年4月

２３－２５３ ヒト脳腫瘍を用いた脳腫瘍幹細胞の研究 脳神経外科学 副田　明男 23.12.26 迅速審査 平成27年3月

２３－２５４ 婦人科疾患におけるホルモン作用の分子機構に関する研究 産科婦人科 川島　英理子 24.2.6 迅速審査 平成29年2月

２３－２５５ 婦人科疾患における血管新生とその制御に関する研究 産科婦人科 川島　英理子 24.2.6 迅速審査 平成29年2月

２３－２５６
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）
／ネダブラチン（ＮＤＰ）による術後補助化学療法に関する第Ⅱ相試験

産科婦人科学 川島　英理子 23.12.28 迅速審査 平成26年12月

２３－２５７
「岐阜市における糖尿病疫学実態調査」の参加者に実施する転写因子関連遺伝子群
の多型解析

内分泌代謝病態学 武田　純 24.2.7 迅速審査 平成29年1月

２３－２５８ 岐阜市における糖尿病診療実態調査 内分泌代謝病態学 武田　純 24.2.7 迅速審査 平成29年1月

２３－２５９
うっ血性心不全に合併した睡眠時無呼吸に対する治療が夜間不整脈リスクに与える
影響：T波交互現象による評価

第二内科 高杉　信寛 24.2.1 第173回 平成27年1月

２３－２６０ T波交互現象値の連続記録による致死的不整脈の監視 第二内科 高杉　信寛 24.2.1 第173回 平成27年1月
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２３－２６１ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 24.2.1 第173回 平成25年2月

２３－２６２
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
療ティーエスワン＋オキサリプラチン（SOX）＋セツキシマブ併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試
験（JACCRO CC-06）

第２外科 高橋　孝夫 24.2.1 第173回 平成28年7月

２３－２６３ 脳血管内治療における血小板反応性計測の臨床的意義に関する研究 脳神経外科 榎本　由貴子 24.2.1 第173回 平成24年12月

２３－２６５
HER2 陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法におけるトラスツマブ単剤と
化学療法併用に関するランダム化比較試験

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.2.1 第173回 平成28年1月

２３－２６６ 患者と家族の語りを医療に活かすための質的研究 神経内科・老年学 保住　功 24.2.1 第173回 平成27年2月

２３－２６７ C型慢性肝炎患者に対するIFNβ＋リバビリン併用療法導入による治療効果の検討 消化器病態学 森脇　久隆 24.1.27 迅速審査 平成26年6月

２３－２６８
C型慢性肝炎患者に対するIFNβ＋リバビリン併用療法導入による治療効果の検討に
おける遺伝子解析研究

消化器病態学 森脇　久隆 24.1.27 迅速審査 平成26年6月

２３－２６９ 乳癌および消化器癌における化学療法感受性予測因子同定に関する研究 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.1.31 迅速審査 平成26年5月

２３－２７０
高LDLコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者（75歳以上）に対するエゼチミ
ブの脳血管イベント発症抑制に関する多施設共同無作為化比較試験（EWTOPIA 75
試験）

総合病態内科学 森田　浩之 24.3.7 第174回 平成27年12月

２３－２７１
降圧効果不十分な高血圧患者に対するARB/CCB合剤投与による家庭血圧への影響
（OICHI）

循環・呼吸病態学 湊口　信也 24.3.7 第174回 平成27年9月

２３－２７２ 人体解剖実習の新規プロトコールの開発 解剖学 千田　隆夫 24.3.7 第174回 平成27年2月

２３－２７３ 温灸治療が慢性腎臓病の進行に及ぼす影響の検討 第二内科 湊口　信也 24.3.7 第174回 平成29年3月

２３－２７４
全自動尿中有形成分分析装置UF-1000iとアルカリ-界面活性剤溶液を用いた、臨床
細菌尿検体におけるグラム陽性・陰性菌の簡易鑑別法に関する研究開発

泌尿器科 安田　満 24.3.5 迅速審査 平成24年10月

２３－２７５ 尿路性器悪性腫瘍の発生、進展に関わる遺伝子の同定、機能解析 泌尿器科 加藤　卓 24.3.7 第174回 平成29年3月

２３－２７６ 食道癌気管支浸潤におけるNBI（特殊光）を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 24.3.7 第174回 平成28年12月

２３－２７７ サルコイドーシスにおけるNBI(特殊光)を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 24.3.7 第174回 平成28年12月

２３－２７８
非切除肝門部悪性胆道閉塞に対する胆道ドレナージにおける内視鏡的片葉ドレナー
ジと両葉ドレナージの無作為化比較試験

第一内科 安田　一朗 24.3.7 第174回 平成28年12月

２３－２７９ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 24.2.7 迅速審査 平成24年7月
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２３－２８０
オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロス
ペクティブ研究(J-RIGID study)

薬剤部 石原　正志 24.2.6 迅速審査 平成25年12月

２３－２８１
プラチナ感受性再発上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対するジェムザール＋カルボ
プラチン併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

産科婦人科学 小倉　寛則 24.3.7 第174回 平成26年3月

２３－２８２ 切除不能な大腸癌症例におけるセツキシマブを含む一次治療の観察研究 光学医療診療部 荒木　寛司 24.3.7 第174回 平成28年6月

２３－２８３
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾールの効果に関する多施設共
同無作為化比較試験

脳神経外科 吉村　紳一 24.3.7 迅速審査 平成27年3月

２３－２８４
頚動脈狭窄症における治療選択基準としてのプラーク診断の有用性に関する臨床研
究

脳神経外科 吉村　紳一 24.3.5 迅速審査 平成25年1月

２３－２８５ 高校生の健康なライフスタイルに関する疫学的調査研究 看護学科 三好　美浩 24.2.10 迅速審査 平成25年12月

２３－２８６
Dual Energyおよび逐次近似法を用いたCTにおける被ばくおよび造影剤量の軽減と
画質向上に関する検討

放射線部 三好　利治 24.3.7 第174回 平成25年2月

２３－２８７
乾癬患者における活性化ビタミンD3軟膏使用による血清中サイトカイン濃度変化と臨
床的検討

皮膚病態学 藤澤　智美 24.3.7 第174回 平成27年2月

２３－２８８
バルサルタン錠を用いた尿中Na排泄量と血圧に対する関係の調査～VENUS試験
（Valsartan Effect on NatriUresiS）～

循環・呼吸病態学 湊口　信也 24.3.7 第174回 平成25年3月

２３－２８９ 切除不能な大腸癌症例におけるセツキシマブを含む一次治療の観察研究 腫瘍外科 高橋　孝夫 24.3.7 第174回 平成28年6月

２３－２９０ 医療関係者からみた統合実習における学習の効果 看護学科 伊藤　育子 24.3.7 第174回 平成26年3月

２３－２９１ 静的視野検査後の短期眼圧変動 眼科 澤田　明 24.3.7 第174回 平成25年3月

２３－２９２
悪性リンパ腫患者における末梢血、腫瘍内T細胞、サイトカイン、ケモカインの網羅的
検討

免疫病理 後藤　尚絵 24.3.7 第174回 平成27年2月

２３－２９３
神経変性疾患におけるメタロチオネイン関連蛋白と重金属の作用機序の解明と創薬
への応用

神経内科・老年学 保住　功 24.5.17 迅速審査 平成27年4月

２３－２９４ 人工呼吸器装着患者に対するIntegrated Pulmonary Index（IPI）モニタリングの有用性 救急災害医学 小倉　真治 24.2.22 迅速審査 平成25年1月

２３－２９５ ペレチノイン第Ⅱ/Ⅲ相試験終了後の予後追跡調査 消化器病態学 今井　健二 24.3.7 第174回 平成24年3月

２３－２９６ 子宮体癌術後の骨粗鬆症予防に対する塩酸ラロキシフェンの効果の検討 産科婦人科 古井　辰郎 24.2.22 迅速審査 平成29年3月

２３－２９７ 角膜真菌症に対するアムホテリシンＢの治療効果ならびに安全性の検討 眼科 望月　清文 24.2.22 迅速審査 平成29年2月
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２３－２９８
原発開放隅角眼圧緑内障（広義）または高眼圧症を対象としたタフルプロスト点眼液と
ラタノプロスト点眼液との比較試験

眼科学 澤田　明 24.2.22 迅速審査 平成25年3月

２３－２９９ リツキシマブを用いた難治性Stiff-person症候群に関する治療研究 神経内科・老年学 林　祐一 24.3.7 第174回 平成26年2月

２３－３００ 実走行実験による新型図形情報板の判読性と理解度に関する研究 工学部 倉内　文孝 24.3.7 第174回 平成26年3月

２３－３０１ 在宅・通所版リアルタイム情報提示によるリハビリ支援システム開発 工学部 加藤　邦人 24.3.5 迅速審査 平成25年3月

２３－３０２ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.3.7 迅速審査 平成25年4月

２３－３０３
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/Ⅰ‐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（JCOG0603）

第2外科 高橋　孝夫 24.3.7 迅速審査 平成34年1月

２３－３０４
動物由来クラミジアの自然界における存在様式の解明-比較ゲノム解析および種特異
的診断法開発と実態調査

応用生物科学部獣医微生物
学分野

大屋　賢司 24.4.2 迅速審査 平成25年3月

２３－３０５ 人工関節登録制度の確立 整形外科 伊藤　芳毅 24.4.2 迅速審査 平成29年3月

２３－３０６ 画像解析による肝線維化評価アルゴリズムの開発 放射線科 五島　聡 24.4.2 迅速審査 平成25年2月

２３－３０７ ペルオキシソーム病線維芽細胞からのiPS細胞誘導ならびに疾患モデル構築
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 24.4.2 迅速審査 平成29年3月

２３－３０８
看護学生が理論と技術を統合させながら看護実践方法論を習得していく教授‐学習過
程の構造

看護学科 小松　妙子 24.4.2 迅速審査 平成25年3月

２３－３０９
リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策
の立案に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 24.4.2 迅速審査 平成25年3月

２３－３１０
肝線維化物質TGF-βの新規測定法を利用した肝硬変の早期診断法の開発に関する
研究

第一内科 清水　雅仁 24.4.2 迅速審査 平成29年3月

２３－３１１
「感染対策の高精度化に関する新技術の応用、実証のための研究」の一環としての薬
剤耐性菌の分子疫学的分析による院内感染の実態調査に関する研究

生体支援センター 村上　啓雄 24.4.2 迅速審査 平成27年3月

２３－３１２ 前立腺癌内分泌療法に関する実態調査 泌尿器科学 仲野　正博 24.4.2 迅速審査 平成28年3月

２３－３１３
難治性精巣癌に対するイリノテカン、ネダプラチン併用療法の治療効果についての検
討

泌尿器科学 仲野　正博 24.4.2 迅速審査 平成34年3月

２３－３１４
発症から8時間以上経過、あるいは発症時刻不明の急性期脳主幹動脈閉塞症に対す
る血管再開通療法

脳神経外科学 岩間　亨 24.4.24 迅速審査 平成26年3月

２３－３１５ 大豆アレルギー患者における経口免疫寛容誘導とその効果の検討 小児病態学 近藤　直実 24.4.24 迅速審査 平成27年3月

２３－３１６ ミルクアレルギー患者におけるペプチド療法とその効果の検討 小児病態学 近藤　直実 24.4.24 迅速審査 平成27年3月
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２３－３１７ 尿路性器悪性腫瘍の発生、進展に関わる遺伝子の同定、機能解析 泌尿器科 加藤　卓 24.4.25 迅速審査 平成29年3月

２３－３１８ 多指ハプティックインターフェイスの研究開発 工学部 川崎　晴久 24.4.25 迅速審査 平成27年3月

２３－３１９ 岐阜大学職員健診結果と心身の健康度に関する調査 保健管理センター 田中　生雅 24.4.24 迅速審査 平成25年3月

２３－３２０ 次世代臨床検査情報システムの構築に関する研究 病態情報解析医学 伊藤　弘康 24.4.24 迅速審査 平成27年3月

２３－３２１ 歯科領域におけるコンピュータ診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 24.4.27 迅速審査 平成28年3月

２３－３２２ 歯科領域における画像診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 24.4.27 迅速審査 平成28年3月

２４－１ 子宮頸癌骨転移に対する治療法・予後についての後方視的研究 産科婦人科 牧野　弘 24.4.4 第175回 平成24年12月

２４－２ 食道癌手術の周術期におけるクロニジン前投薬の及ぼす影響について 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 24.4.4 第175回 平成26年3月

２４－３ ヒト悪性腫瘍における新規病理診断ツールの開発 病理部 廣瀬　善信 24.4.4 第175回 平成29年3月

２４－４
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性憎悪に関連する周術期水分バラン
スを中心とした因子の検討（後向きコホート研究）

高度先進外科学 水野　吉雅 24.4.4 第175回 平成24年12月

２４－５ 大学生のこころとからだの健康調査 保健管理センター 山本　眞由美 24.5.2 第176回 平成28年3月

２４－６ 呼吸器外科手術における自動縫合器安全性に関する実態調査 高度先進外科学 岩田　尚 24.4.4 第175回 平成24年5月

２４－７ CKD（慢性腎臓病）合併心不全患者に対するトルバプタンの有用性の検討 第２内科 湊口　信也 24.4.4 第175回 平成25年3月

２４－８
病理学的StageⅡ胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 24.4.4 第175回 平成34年3月

２４－９
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前Docetaxel＋CDDP＋S-1の第Ⅱ相試
験

第２外科 山口　和也 24.4.4 第175回 平成31年9月

２４－１０
HER２陽性・６５歳以上の進行再発胃癌に対するティーエスワン＋トラスツズマブ併用
療法の第Ⅱ相試験（JACCRO CG-06）

第２外科 山口　和也 24.4.4 第175回 平成28年2月

２４－１１ 大腸CTの臨床応用に関する研究 放射線部 富松　英人 24.4.4 第175回 平成26年4月

２４－１２ 重症ミトコンドリア代謝異常症に対するピルビン酸ナトリウム製剤の投与について NICU設置準備室 折居　建治 24.4.4 第175回 平成26年3月

２４－１３ 臨床心理士の作成する心理検査レポートの特徴－計量言語学の観点から－ 教育学部 伊藤　宗親 24.4.4 第175回 平成25年3月

２４－１４ 運動後におけるアイシングの影響に関する研究 スポーツ医科学分野 渡邉　恒夫 24.4.4 第175回 平成25年3月
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２４－１５ 打ち揚げ花火事業場における労働安全衛生管理等の実態に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.4.4 第175回 平成27年3月

２４－１６ 小児の特発性血小板減少性紫斑病（ＩＴＰ）に関する疫学調査研究 小児科 舩戸　道徳 24.4.4 第175回 平成29年3月

２４－１７ 既存データを用いた拡散強調像を用いた頸部壊死性リンパ節の評価に関する研究 放射線科 加藤　博基 24.5.2 第176回 平成25年3月

２４－１８ 既存データを用いた卵巣粘液性嚢胞腺種とブレンナー腫瘍の合併症に関する研究 放射線科 加藤　博基 24.5.2 第176回 平成25年3月

２４－１９
がん医療における緩和医療に関する医師・看護師・薬剤師・がん化学療法を受ける患
者の意識調査

第2外科 吉田　和弘 24.5.2 第176回 平成24年8月

２４－２０
CKD新重症度分類（KDIGO2009）における尿円柱の臨床的有用性についてのレトロス
ペクティブ研究

検査部 足立　真理子 24.5.2 第176回 平成29年4月

２４－２１ 人工膝関節置換術後疼痛に対するフェンタニルパッチの臨床的検討 麻酔疼痛制御学 松本　茂美 24.5.2 第176回 平成26年12月

２４－２２ 術前がん患者の栄養状態に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 24.5.2 第176回 平成25年3月

２４－２３ 既存データを用いた神経鞘腫のBlack Geode Signに関する研究 放射線科 加藤　博基 24.5.2 第176回 平成25年3月

２４－２４
超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引生検法（EUS-FNA）における22G穿刺針のスタイレット
の有無による組織採取の差異に関する前向き無作為化多施設共同研究

地域腫瘍学 安田　一朗 24.5.2 第176回 平成26年3月

２４－２５
超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ術の安全性と有用性を検討する多施設共同観
察研究

地域腫瘍学 安田　一朗 24.5.2 第176回 平成26年4月

２４－２６
切除予定肺癌症例における超音波内視鏡（EUS）観察およびEUSガイド下針生検
（EUS-FNA）による両側副腎評価の臨床的有効性に関する検討

地域腫瘍学 安田　一朗 24.5.2 第176回 平成25年4月

２４－２７
冠動脈ステント留置後のアスピリン、プラビックス、PPI併用例患者の原因不明の消化
管出血に対するガスロンNの有用性

光学医療診療部 荒木　寛司 24.5.2 第176回 平成26年4月

２４－２８
肝細胞癌に対するSorafenibの副作用ならびに治療効果に関わる遺伝因子の網羅的
遺伝子解析（Genome-wide association study：GWAS）国内共同研究

消化器病態学 高井　光治 24.5.2 第176回 平成26年3月

２４－２９
日本人の慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブの継続性についての多施設
共同臨床第Ⅱ相試験

臨床腫瘍学 原　武志 24.5.2 第176回 平成26年12月

２４－３０
SACRA Questionnaire質問票を用いた気管支喘息患者の喘息コントロール及びアレル
ギー性鼻炎の評価

呼吸病態学 大野　康 24.5.2 第176回 平成29年4月

２４－３１
「冠動脈疾患既往患者における高脂血症治療薬（プロブコール）の血管イベント発症
の二次予防効果および抗動脈硬化作用を評価する臨床研究」（PROSPECTIVE）

循環器内科 湊口　信也 24.5.2 第176回 平成28年2月

２４ー３２
進行・再発乳癌患者を対象としたカペシタビン治療による手足症候群（HFS）に対する
ピリドキサール（ビタミンB6）予防投与の有効性に関する臨床評価（TBCRG-04）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.5.2 第176回 平成25年6月

２４－３３
切除可能原発性乳癌に対する術前化学療法としてのnab-Paclitaxel followed by EC療
法の臨床第Ⅱ相試験（PerSeUS-BC01）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.5.2 第176回 平成27年4月
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２４－３４ 画像解析による肝線維化評価アルゴリズムの開発 放射線科 五島　聡 24.4.25 迅速審査 平成25年2月

２４－３５ リハビリテーション教育訓練用ロボットハンドの研究開発 工学部 毛利　哲也 24.4.25 迅速審査 平成27年3月

２４－３６ ＶＲを利用した車椅子体験シミュレータの開発
工学部　人間情報システム工

学科
山田　宏尚 24.4.25 迅速審査 平成29年3月

２４－３７
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 松浦　克彦 24.4.25 迅速審査 平成25年3月

２４－３８ 閉経後の女性過活動膀胱患者に対するミラベグロンの有効性と安全性に関する検討 泌尿器科 菊地　美奈 24.6.6 第177回 平成28年3月

２４－３９
過活動膀胱を有する前立腺肥大症に対するタムスロシン・ミラベグロン併用療法の有
用性と安全性に関する検討（案）

泌尿器科 菊地　美奈 24.6.6 第177回 平成28年3月

２４－４０ 慢性肝疾患患者の運動に関する研究 第一内科 白木　亮 24.6.6 第177回 平成27年3月

２４－４１ 抗腫瘍薬全身投与による角結膜障害調査 眼科 望月　清文 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－４２ 心拍変動解析によるデスフルラン使用時の自律神経活動の調査 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－４３
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の、開腹幽門側胃切除に対す
る非劣性を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験

第2外科 山口　和也 24.5.9 迅速審査 平成33年6月

２４－４４
治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除術の意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試
験

第2外科 山口　和也 24.6.27 迅速審査 平成27年5月

２４－４５ 「国際臨床栄養デイ」に基づく日本の入院患者の多施設栄養状態アンケート調査 第一内科 白木　亮 24.4.27 迅速審査 平成29年11月

２４－４６ 難病ケアコーディネーター研修の課題への取り組み 医療連携センター 武田　純 24.5.17 迅速審査 平成29年4月

２４－４７ 調剤業務に関連した健康不調に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.4.27 迅速審査 平成29年4月

２４－４８ 基礎看護技術の習得度向上に向けた取り組み 看護学科 岡本　千尋 24.6.6 第177回 平成29年3月

２４－４９ 基礎看護技術演習参加が及ぼす実習指導への影響 看護学科 渡邉　郁子 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－５０ 左室機能障害患者における血漿アデノシン濃度動態の解明に関する研究 循環呼吸病態学 湊口　信也 24.6.6 第177回 平成28年5月

２４－５１
ESBL産生菌による感染症患者に対するフィニバックス（DRPM）の有効性検証に関す
る多施設共同研究

生体支援センター 村上　啓雄 24.6.6 第177回 平成25年6月
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２４－５２ DiclofenacのERCP後膵炎予防効果に関する多施設共同前向き二重盲検試験 地域腫瘍学 安田　一朗 24.6.6 第177回 平成25年8月

２４－５３ 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の前向き追跡調査（多施設共同研究） 地域腫瘍学 安田　一朗 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－５４ 肢体不自由児施設における被虐待児への支援システムの解明 看護学科 大橋　麗子 24.6.6 第177回 平成25年6月

２４－５５ 家族に視野を拡大した母性看護学教育方法の検討 看護学科 金子　洋美 24.6.6 第177回 平成24年12月

２４－５６
「兵庫県受動喫煙防止条例」施行前後の急性冠症候群発生推移の検討　同一期間の
岐阜県急性冠症候群の発生推移との比較

第2内科 湊口　信也 24.6.6 第177回 平成28年4月

２４－５７
切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用（CS）療法とドセタキセル
/シスプラチン/S-1併用（DCS）療法のランダム化第Ⅲ相試験

がん先端医療開発学 長瀬　通隆 24.6.6 第177回 平成30年5月

２４－５８
特発性両側性脳内石炭化症（ファール病、小阪・柴山病等）の剖検患者の検体材料
（パラフィンブロック等）から抽出したDNAを用いた遺伝子解析

神経内科・老年学 保住　功 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－５９ 頸動脈狭窄症における冠動脈疾患スクリーニング検査の有用性に関する疫学研究 脳神経外科 榎本　由貴子 24.6.6 第177回 平成25年5月

２４－６０ 急性期脳主幹動脈閉塞症の発症機序に関する疫学研究 脳神経外科 榎本　由貴子 24.6.6 第177回 平成25年5月

２４－６１ 多職種連携医療教育の構築と、教育効果の検証 医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－６２
ラタノプロスト点眼液（キサラタン点眼液0.005％）からビマトプロスト点眼液(ルミガン点
眼液0.03％）への切替え試験

眼科学 澤田　明 24.5.9 迅速審査 平成24年12月

２４－６３ 医療系学生の疲労・ストレス等に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.5.9 迅速審査 平成25年5月

２４－６４ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 吉村　紳一 24.5.9 迅速審査 平成28年3月

２４－６５
手術不能・再発乳癌を対象としたベバシズマブとパクリタキセル併用療法の有用性を
検討する観察研究（PerSeUS-BC02）

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.6.6 第177回 平成30年5月

２４－６６ PerSeUS-BC01，02におけるバイオマーカー検索に関する臨床研究（付随研究） 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.6.6 第177回 平成27年5月

２４－６７
難治性精巣癌に対するパクリタキセル、イホスファミド、ネダプラチン併用療法の治療
効果についての検討

泌尿器科 仲野　正博 24.5.10 迅速審査 平成28年12月

２４－６８ 英語習得が及ぼす思考過程への影響 地域科学部 笠井　千勢 24.5.16 迅速審査 平成27年3月

２４－６９
ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）患者の関連遺伝子多
型解析

神経内科・老年学 保住　功 24.5.17 迅速審査 平成27年8月

２４－７０ 打ち揚げ花火事業場における労働安全衛生管理等の実態に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.5.17 迅速審査 平成27年3月

２４－７１
切除可能原発性乳癌に対する術前化学療法としてのnab-Paclitaxel followed by EC療
法の臨床第Ⅱ相試験（PerSeUS-BC01）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.5.17 迅速審査 平成27年4月
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２４－７２
Dual Energyおよび逐次近似法を用いたCTにおける被ばくおよび造影剤量の軽減と
画質向上に関する検討

放射線部 三好　利治 24.5.28 迅速審査 平成25年2月

２４－７３
乳房マッサージまたは抱き方・吸着のケアを受けた褥婦の乳汁分泌・自律神経系への
効果

看護学科 今田　葉子 24.5.28 迅速審査 平成25年3月

２４－７４
乳癌・消化器癌患者における可溶性膜蛋白（ＧＰＮＭＢ／Ｏｓｔｅｏａｃｔｉｖｉｎ）の予後因
子・治療標的の可能性評価に関する研究

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.5.28 迅速審査 平成26年8月

２４－７５
VEGF陽性切除不能胃がん症例に対するベバシツマブ投与（継続投与）に関する臨床
研究（保険適用外投与）

光学医療診療部 荒木　寛司 24.6.6 第177回 平成26年11月

２４－７６ メトグルコ使用中の糖尿病患者におけるアクトス少量追加投与の効果の検討 内分泌代謝病態学 武田　純 24.5.28 迅速審査 平成29年5月

２４－７７ 医療関係者からみた統合実習における学習の効果 看護学科 福原　隆子 24.5.28 迅速審査 平成26年3月

２４－７８ 労働者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.5.30 迅速審査 平成25年4月

２４－７９ 糖尿病療養指導方法に関する臨床研究 内分泌代謝病態学 川地　慎一 24.5.31 迅速審査 平成27年5月

２４－８０
経口食物負荷試験における重篤な症状誘発の頻度とその対応状況に関する全国調
査

小児病態学 近藤　直実 24.7.4 第178回 平成25年9月

２４－８１ 緑内障患者における前房水組成物質の網羅的解析 眼科学 石田　恭子 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－８２ 視神経脊髄炎の全国疫学調査 眼科 望月　清文 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－８３ ヒト破骨細胞形成因子の同定 泌尿器科 水谷　晃輔 24.7.4 第178回 平成27年3月

２４－８４
糖尿病網膜症に対するアディポネクチンをターゲットとした新規治療法の開発に関す
る研究

眼科 末森　晋典 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－８５ 緑内障手術における視機能および形態の関係性 眼科学 石田　恭子 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－８６ 制吐療法不応例に対するパロノセトロンの効果および安全性の検討 腫瘍外科学 高橋　孝夫 24.7.4 第178回 平成26年5月

２４－８７ 人工膝関節置換術後の動態解析 整形外科 松本　和 24.7.4 第178回 平成29年7月

２４－８８ 生活習慣病を有する高齢者における消化器がんの早期発見に関する研究 地域腫瘍学 安田　一朗 24.7.4 第178回 平成31年3月

２４－８９
超音波内視鏡下ランデブー法の有用性と安全性を検討する多施設共同前向き探索
的臨床研究

地域腫瘍学 安田　一朗 24.7.4 第178回 平成26年6月

２４－９０
超音波内視鏡下経消化管順行性胆管ステント留置術の有用性と安全性を検討する前
向き探索的臨床研究

地域腫瘍学 安田　一朗 24.7.4 第178回 平成26年6月

２４－９１
婦人科疾患治療後の卵巣機能不全に伴い発生した骨粗鬆症患者に対するミノドロン
酸水和物の有用性の検討

産科婦人科 杉山　三知代 24.7.4 第178回 平成28年6月
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２４－９２ 骨シンチグラフィの収集条件に関する研究 放射線科 浅野　隆彦 24.7.4 第178回 平成25年6月

２４－９３
子宮頸部上皮内腫瘍（CIN3）に対する円錐切除後の患者におけるヒトパピローマウイ
ルス（HPV）ワクチンによるHPV再感染予防に関する検討

産科婦人科 小倉　寛則 24.7.4 第178回 平成25年6月

２４－９４
子宮頸がんⅠb2期・Ⅱ期を対象としたイリノテカン塩酸塩水和物＋ネダプラチンによる
術前補助化学療法＋根治手術＋術後補助化学療法（臨床第Ⅱ相試験、多施設共同
研究）

産科婦人科 小倉　寛則 24.7.4 第178回 平成28年5月

２４－９５ 小さい胃粘膜下腫瘍の自然史に関する多施設前向き観察研究 腫瘍外科 奥村　直樹 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－９６
認知症における問題行動及びその対処法に関する評価尺度（BPSDサポート尺度）の
開発と検討

看護学科 小木曽　加奈子 24.8.1 第179回 平成29年8月

２４－９７
脳動脈瘤塞栓術におけるＨｙｄｒｏｇｅｌ　ｃｏｉｌの塞栓効果に関する多施設共同無作為化
比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 24.7.4 第178回 平成26年3月

２４－９８ カプセル小腸内視鏡検査を用いた肝硬変患者の小腸病変の検討 生体支援センター 白木　亮 24.7.4 第178回 平成27年6月

２４－９９ グルタル酸尿症２型に対するベザフィブレートによる治療研究 小児病態学 深尾　敏幸 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－１００ 乳癌および消化器癌における化学療法感受性予測因子同定に関する研究 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.6.14 迅速審査 平成26年5月

２４－１０１
アトルバスタチンによる頚動脈ステント留置術前プラーク安定化に関する多施設共同
無作為化比較試験　Atorvastatin Before Carotid Artery Stenting (AB-CAS)

脳神経外科 吉村　紳一 24.6.14 迅速審査 平成25年12月

２４－１０２ 岐阜大学職員健診結果と心身の健康度に関する調査 保健管理センター 田中　生雅 24.6.1 迅速審査 平成25年3月

２４－１０３ 調剤業務に関連した健康不調に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.6.20 迅速審査 平成29年４月

２４－１０４ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 24.7.30 迅速審査 平成29年7月

２４－１０５
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
（JCOG1007）

第2外科 高橋　孝夫 24.7.4 第178回 平成32年6月

２４－１０６
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（JCOG0903）

第2外科 高橋　孝夫 24.7.4 第178回 平成36年6月

２４－１０７
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

第2外科 高橋　孝夫 24.7.4 第178回 平成32年4月

２４－１０８
KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法mFOLFOX6と周術
期化学療法mFOLFOX6＋セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験　EXPERT試験

第2外科 高橋　孝夫 24.7.4 第178回 平成29年5月

２４－１０９ 急性期病院における医療機器関連圧迫創の実態 生体支援センター 村上　啓雄 24.7.4 第178回 平成25年9月

２４－１１０ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 24.6.27 迅速審査 平成25年3月

２４－１１１
病理学的StageⅡ胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 24.7.30 迅速審査 平成34年3月
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２４－１１２
切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのFOLFOXまたはFOＬ
FIRI+panitumumab併用療法の有効性・安全性に関する検討　-第Ⅱ相試験-

第2外科 高橋　孝夫 24.6.27 迅速審査 平成27年4月

２４－１１３ 婦人科腫瘍性疾患における予後因子としてのタン白質発現解析 産婦人科学 小倉　寛則 24.7.2 迅速審査 平成26年3月

２４－１１４ 統合失調症慢性期におけるAripiprazoleの有用性の検討 精神病理学 深尾　琢 24.6.27 迅速審査 平成26年9月

２４－１１５ 放射線壊死に対するベバシズマブ（bevacizumab、アバスチン）治療 脳神経外科 大江　直行 24.6.27 迅速審査 平成25年5月

２４－１１６
看護実践能力育成のためのeラーニンングシステムの構築とその学習効果（その１）－
急性期看護学における学生の学びに関する課題レポートを活用した教育効果の分析
－

成人看護学分野 髙橋　由起子 24.6.28 迅速審査 平成29年6月

２４－１１７
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その２）－質
問紙によるAIMS-Gifuシステムを利用した急性期看護学に関連する学習の実態調査
－

成人看護学分野 髙橋　由起子 24.6.28 迅速審査 平成29年6月

２４－１１８
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その３）－急
性期看護学におけるAIMS-Gifuシステムを利用した学習効果－

成人看護学分野 髙橋　由起子 24.6.28 迅速審査 平成29年6月

２４－１１９ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 24.7.2 迅速審査 平成25年6月

２４－１２０
先天代謝異常症の診断ネットワークを介した長期予後追跡システムの構築に関する研
究

生命科学総合研究支援セン
ター

下澤　伸行 24.7.2 迅速審査 平成28年3月

２４－１２２
難治性精巣癌に対するパクリタクセル、ゲムシタビン、ネダプラチン併用療法（TGN療
法）の治療効果についての検討

泌尿器科学 仲野　正博 24.7.2 迅速審査 平成34年6月

２４－１２３
難治性精巣癌に対するゲムシタビン、オキサリプラチン併用療法（GEMOX療法）の治
療効果についての検討

泌尿器科 仲野　正博 24.7.2 迅速審査 平成34年6月

２４－１２４ 人工股関節全置換術患者における，起居・移動能力に関する因子 リハビリテーション部 尾藤　貴宣 24.7.2 迅速審査 平成27年1月

２４－１２５
不明熱の原因疾患・診断方法に関する多施設共同レトロスペクティブ研究（FUO
study）

総合内科 森田　浩之 24.8.1 第179回 平成24年12月

２４－１２６ 悪性リンパ腫患者におけるトリプトファン代謝の臨床的意義に関する研究 臨床腫瘍学 原　武志 24.8.1 第179回 平成29年12月

２４－１２７
イマチニブ投与で分子遺伝学的大寛解（Major Molecular Response；MMR）と判定され
た慢性期慢性骨髄性白血病（CML-CP）患者を対象としたニロチニブの分子遺伝学的
完全寛解（Complete Molecular Response；CMR）達成率を検討する多施設共同試験

臨床腫瘍学 原　武志 24.8.1 第179回 平成28年4月

２４－１２８
慢性閉塞性肺疾患に対するインダカテロールの有用性　－心肺機能・画像・運動耐容
能・QOLに関する総合的検討－

呼吸病態学 大野　康 24.8.1 第179回 平成29年7月

２４－１２９ 肝硬変患者におけるL-カルニチン投与による高アンモニア血症改善効果の探索研究 生体支援センター 白木　亮 24.8.1 第179回 平成25年7月

２４－１３０ 急性期脳梗塞におけるToll様受容体4の関与に関する免疫組織学的検討 脳神経外科 江頭　裕介 24.8.1 第179回 平成25年3月

２４－１３１ アレルギー疾患の病因病態解明と予後に関する遺伝子研究 小児病態学 近藤　直実 24.8.1 第179回 平成29年7月
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２４－１３２ 奥穂高登山者の登山前後の精神面の影響―POMSを用いて― 看護学科 大平　幸子 24.8.1 第179回 平成26年3月

２４－１３３
特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期pirfenidone（ピレスパ）療法
の効果と安全性に関する第Ⅱ相試験

高度先進外科学 岩田　尚 24.8.1 第179回 平成28年5月

２４－１３４ 新規STDマイコプラズマ検出キットの評価に関する研究 泌尿器科 安田　満 24.9.5 第180回 平成25年8月

２４－１３５ ヒト泌尿生殖器官細菌叢のメタゲノム解析の検討 泌尿器科 安田　満 24.8.1 第179回 平成29年8月

２４－１３６
性感染症起炎菌咽頭感染に対するジスロマックSR（Azithromycin　2g　ドライシロップ）
の有効性および安全性の検討

泌尿器科 安田　満 24.8.1 第179回 平成29年8月

２４－１３７
腎移植患者におけるドナー特異的抗体（DSA）に対するミコフェノール酸モフェチル
（MMF，セルセプトカプセル）の作用の検討

泌尿器科 土屋　朋大 24.8.1 第179回 平成25年4月

２４－１３８
日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI～肝細胞造影相における肝エンハ
ンスメントと肝機能に関わる臨床検査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイ
ムポイントに関する検討～

放射線科 五島　聡 24.8.1 第179回 平成25年6月

２４－１３９
イオパミロン注を使用した腹部CTおよび冠動脈CT検査における投与ヨード量と造影
効果に関する観察研究

放射線科 五島　聡 24.8.1 第179回 平成25年3月

２４－１４０ 関節炎患者における関節腔内好中球の活性化ならびにその制御 医学教育開発研究センター 丹羽　雅之 24.8.1 第179回 平成26年3月

２４－１４１ 大学病院での手術看護における医療安全管理に関する実態調査 看護部 五島　光子 24.8.1 第179回 平成25年7月

２４－１４２ 大学病院での手術看護における医療安全管理に関する実態調査 生体支援センター 鈴木　智之 24.8.1 第179回 平成25年3月

２４－１４３ MRSA保菌者が利用していた病室の利用による感染リスクの評価 生体支援センター 鈴木　智之 24.8.1 第179回 平成25年3月

２４－１４４ 前腕切断者を対象とした筋電義手に関する研究開発
工学部　人間情報システム工
学科

川崎　晴久 24.8.1 第179回 平成27年3月

２４－１４５
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 24.7.30 迅速審査 平成25年7月

２４－１４６ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 吉村　紳一 24.7.31 迅速審査 平成28年3月

２４－１４７ 岐阜県内のスモン患者の現状調査に関する研究 神経内科・老年学 犬塚　貴 24.7.30 迅速審査 平成27年7月

２４－１４８ ヒト免疫グロブリン製剤が1→3β‐Dグルカン値に与える影響に関する検討 高次救命治療センター 山田　法顕 24.9.26 迅速審査 平成25年9月

２４－１４９ 先天性免疫不全症の病因遺伝子同定および病態形成機序の解明 小児病態学 近藤　直実 24.7.31 迅速審査 平成28年2月

２４－１５０
高次救命治療センター入院患者を対象とした薬物血中濃度モニタリング(TDM)法の開
発に関する研究

薬剤部 鈴木　昭夫 24.7.30 迅速審査 平成26年6月
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２４－１５１ 胎児試料を用いたペルオキシソーム病の診断と遺伝子解析に関する研究 ゲノム研究分野 下澤　伸行 24.7.30 迅速審査 平成29年7月

２４－１５２
肝線維化物質TGF-βの新規測定法を利用した肝硬変の早期診断法の開発に関する
研究

生体支援センター 清水　雅仁 24.9.12 迅速審査 平成29年3月

２４－１５３
高次救命治療センター入院患者を対象とした急性腎不全に対する新規バイオマー
カーの有用性に関する研究

救急・災害医学 吉田　省造 24.7.30 迅速審査 平成27年6月

２４－１５４
デキサメタゾン含有口腔内速崩壊性フィルム製剤の開発ならびに抗がん剤投与時の
制吐対策における有用性に関する研究

薬剤部 飯原　大稔 24.7.31 迅速審査 平成26年7月

２４－１５５ 登山における安全な下山歩行技術に関する研究：加速度計を用いた検証 地域科学部 粕谷　志郎 24.9.5 第180回 平成27年4月

２４－１５６ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 24.9.5 第180回 平成27年8月

２４－１５７
自家造血幹細胞移植患者に対する栄養管理に関する多施設共同研究　synbiotics非
投与群と投与群のランダム化第Ⅱ相試験　NST02

第一内科 鶴見　寿 24.9.5 第180回 平成26年3月

２４－１５８

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性の転移性または切除
不能局所進行乳癌において、トラスツズマブ＋カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラ
パチニブ＋カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較するランダム化第Ⅱ相試験
WJOG：ELTPOP study WJOG6110B（多施設共同）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.9.5 第180回 平成27年5月

２４－１６０ MRIを用いた性同一性障害の脳形態学的研究 精神病理学分野 深尾　琢 24.9.5 第180回 平成26年8月

２４－１６１ Death and Dying patientsの診療が若手医師に与える影響についての研究 医学教育学分野 鈴木　康之 24.9.5 第180回 平成27年3月

２４－１６２ 血管腫、リンパ管腫細胞株樹立とそれを用いた病態解析および治療法の研究 小児科 小関　道夫 24.9.5 第180回 平成29年9月

２４－１６３ リンパ管腫症の全国症例数把握及び診断・治療法の開発に関する研究 小児科 小関　道夫 24.9.5 第180回 平成29年8月

２４－１６４
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

小児科 舩戸　道徳 24.9.5 第180回 平成29年8月

２４－１６５
ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の実施可能性
とその有用性を探索するパイロット試験

小児科 舩戸　道徳 24.9.5 第180回 平成29年8月

２４－１６６ 化学療法（抗がん剤）による末梢神経障害に対するduloxetine, pregabalinの治療効果 麻酔・疼痛制御学 竹中　元康 24.11.7 第182回 平成25年3月

２４－１６７ 卵巣明細胞腺癌（Ⅲ，Ⅳ期）における癌幹細胞の発現解析の後方視的研究 産科婦人科学 水野　智子 24.9.5 第180回 平成27年7月

２４－１６８ MRSA新規保菌者数と対策方法の関連性 生体支援センター 鈴木　智之 24.9.5 第180回 平成25年3月

２４－１６９ ドクターヘリの効果検証に係る研究　－後ろ向き疫学研究－ 救急災害医学分野 長屋　聡一郎 24.9.5 第180回 平成27年3月
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２４－１７０
日本における非侵襲的心電指標を用いたリスク層別化に関する多施設共同研究
（JANIES研究）　Japan-Noninvasive Electrocardiographic Risk Stratification (JANIES)
Study for Prediction of Sudden Cardiac Death

第二内科 湊口　信也 24.9.5 第180回 平成27年3月

２４－１７１

本態性高血圧症の治療におけるアンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬であるオルメサル
タンの有効性を他の２剤（カンデサルタン、バルサルタン）と比較する研究（既存の降圧
剤治療で効果不十分な患者に対するオルメサルタンの降圧効果の有効性に関する単
施設非盲検コホート研究）

総合内科 藤岡　圭 24.9.5 第180回 平成27年3月

２４－１７２
再発又は難治性のハイリスク濾胞性リンパ腫およびマントル細胞リンパ腫を対象とした
ベンダムスチン、リツキシマブ、シタラビン療法の第Ⅱ相臨床試験

臨床腫瘍学 原　武志 24.9.5 第180回 平成28年8月

２４－１７３ 多方向撮像シンチグラムによる奥行き解析に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 24.9.5 第180回 平成27年8月

２４－１７４ 123I-MIBGイメージングにおける心臓交感神経活動の定量化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 24.9.5 第180回 平成27年8月

２４－１７５ 新任時期の訪問看護師育成プログラムの検討　－育成プログラム開発とその試行－ 看護学科 石原　多佳子 24.9.5 第180回 平成27年3月

２４－１７６ ゲノムアレイを利用した先天性染色体異常の検出と、その診断および解析について 小児病態学 近藤　直実 24.9.5 第180回 平成26年3月

２４－１７７ 超音波ーMRI/CT　融合画像（V nav）の外科手術への応用に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.9.5 第180回 平成26年8月

２４－１７８
免疫抑制療法によるB型肝炎ウイルスの再活性化　－長期経過を基にした医療経済
的に適正な対策法の確立－

皮膚病態学 清島　真理子 24.9.5 第180回 平成27年3月

２４－１７９ 適応外使用を巡る倫理審査委員会と薬剤部の連携に関する検討 社会系倫理・社会医学 塚田　敬義 24.9.5 第180回 平成24年10月

２４－１８０
ICU患者における深在性真菌症発症者に対するアムホテリシンB脂質製剤の有用性の
検討

救急・災害医学 山田　法顕 24.8.1 迅速審査 平成27年9月

２４－１８１
高血圧患者に対する直接的レニン阻害薬アリスキレンの降圧作用及び心機能の改善
効果の検討

循環呼吸病態学 湊口　信也 24.8.22 迅速審査 平成26年9月

２４－１８２ PerSeUS-BC01，02におけるバイオマーカー検索に関する臨床研究（付随研究） 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.8.22 迅速審査 平成27年5月

２４－１８３
岐阜県の高血圧症患者の食塩摂取量、治療薬と脳・腎・心血管イベント予後との関係
の調査－NOBUNAGA 研究(Natriuretic effect On Blood pressure Under Natrium
intake Assessment in Gifu Area)

循環・呼吸病態学 湊口　信也 24.8.22 迅速審査 平成28年9月

２４－１８４ 尿路性器悪性腫瘍の発生、進展に関わる遺伝子の同定、機能解析 泌尿器科 加藤　卓 24.8.30 迅速審査 平成29年3月

２４－１８５ 日本の医療機関における針刺し切創事例の収集と予防策の検討 生体支援センター 村上　啓雄 24.8.30 迅速審査 平成27年8月
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２４－１８６
糖尿病における合併症の実態把握とその治療に関するデータベース構築による大規
模前向き研究―Japan Diabetes Complication and its Prevention Prospective study
(JDCP study)―

内分泌代謝病態学 武田　純 24.8.30 迅速審査 平成26年10月

２４－１８７ 敗血症モニタの開発 高次救命治療センター 白井　邦博 24.8.30 迅速審査 平成25年8月

２４－１８８ COPD合併肺がん患者の周術期におけるSFC　add-onの肺機能変化の比較検討 呼吸病態学 大野　康 24.10.3 第181回 平成29年9月

２４－１８９ 慢性膵炎患者の低アルブミン血症に対するパンクレリパーゼ製剤の臨床研究 地域腫瘍学 安田　一郎 24.10.3 第181回 平成26年9月

２４－１９０
院外心肺停止患者の予後予測に対する、乳酸クリアランスおよび近赤外線による無侵
襲脳局所酸素飽和度（rSO2）測定の有用性に関する多施設観察研究

高次救命治療センター 山田　法顕 24.10.3 第181回 平成25年9月

２４－１９１
ステージング手術がおこなわれた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学療法の必要性
に関するランダム化第Ⅲ相比較試験（多施設共同研究）

産科婦人科学 川島　英理子 24.10.3 第181回 平成29年6月

２４－１９２
急性胆嚢炎に対する外瘻用チューブのトリミングによる内瘻化法の有用性に関する検
討

地域腫瘍学 安田　一郎 24.10.3 第181回 平成25年8月

２４－１９３
停電や災害発生時における在宅人工呼吸器使用難病患者の準備状況（人工呼吸
器・バッテリー使用時間等）の実態把握

脳神経外科学 岩間　亨 24.10.3 第181回 平成25年10月

２４－１９４
夜間頻尿、不眠を伴う前立腺肥大症患者におけるα1受容体遮断薬とラメルテオンの
併用の臨床的検討

泌尿器科学 菊地　美奈 24.10.3 第181回 平成26年9月

２４－１９５ 全身麻酔導入薬が循環動態におよぼす影響 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 24.10.3 第181回 平成29年9月

２４－１９６
特発性正常圧水頭症の前向き観察研究　－Japan Shunt Registry-Ⅱ of iNPH for
QOL－

脳神経外科 中山　則之 24.10.3 第181回 平成25年3月

２４－１９７
医療系学生のコミュニケーションや対人関係の支援ニーズの調査と援助方法の開発
及び啓発

医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 24.10.3 第181回 平成29年10月

２４－１９８ 急性期看護学実習後の統合実習において学生が学ぶ急性期看護の専門性 看護学科 岩田　美智子 24.10.3 第181回 平成26年12月

２４－１９９ 肝硬変・肝癌患者の糖代謝異常合併に関する実態調査 第１内科 白木　亮 24.10.3 第181回 平成25年3月

２４－２００ 腰痛者のための椅子の開発 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 24.10.3 第181回 平成26年3月

２４－２０１ 岐阜県内の感染防止対策加算算定病院における院内感染対策の状況に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 24.10.3 第181回 平成27年3月

２４－２０２
「運動器パスポート」の有用性と問題点　－医療機関、教育機関、スポーツ現場におけ
る調査－

看護学科 西本　裕 24.11.7 第182回 平成29年9月

２４－２０３ 超音波ボリューム測定による腫瘍評価方法の確立に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.10.3 第181回 平成27年9月

２４－２０４
乳癌・消化器癌患者における可溶性膜蛋白（ＧＰＮＭＢ／Ｏｓｔｅｏａｃｔｉｖｉｎ）の予後因
子・治療標的の可能性評価に関する研究

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.9.12 迅速審査 平成26年8月
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２４－２０５
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
（JCOG1007）

第2外科 高橋　孝夫 24.9.12 迅速審査 平成32年6月

２４－２０６ 特発性肺線維症急性憎悪と薬剤性肺障害の遺伝学的比較研究 循環病態学 森　秀法 24.9.12 迅速審査 平成25年3月

２４－２０７
根治切除可能な大型3型・4型胃癌に対する術前TS-1＋CDDP併用療法による第Ⅲ相
試験

第2外科 山口　和也 24.9.12 迅速審査 平成28年3月

２４－２０８
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前Docetaxel＋CDDP＋S-1の第Ⅱ相試
験

第２外科 山口　和也 24.9.12 迅速審査 平成31年9月

２４－２０９
HER２陽性・６５歳以上の進行再発胃癌に対するティーエスワン＋トラスツズマブ併用
療法の第Ⅱ相試験（JACCRO CG-06）

第２外科 山口　和也 24.9.12 迅速審査 平成28年2月

２４－２１０
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

泌尿器科 仲野　正博 24.10.2 迅速審査 平成35年3月

２４－２１１ 難治性好中球性皮膚疾患に対する顆粒球吸着療法の作用機序解析 皮膚病態学 藤澤　智美 24.9.19 迅速審査 平成27年11月

２４－２１２ ペルオキシソーム病の診断と遺伝子解析に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター　ゲノム研究分野
下澤　伸行 24.9.19 迅速審査 平成29年8月

２４－２１３
VEGF陽性切除不能胃がん症例に対するベバシツマブ投与（継続投与）に関する臨床
研究（保険適用外投与）

光学医療診療部 荒木　寛司 24.10.3 第181回 平成25年10月

２４－２１４
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 24.10.2 迅速審査 平成25年7月

２４－２１５ 幼児を対象とした生活習慣と健康に関する研究 疫学・予防医学 永田　知里 24.9.28 迅速審査 平成29年9月

２４－２１６
救急・集中治療領域におけるＭＲＳＡ感染症に対するテイコプラニンの血中濃度と臨
床効果の検討

薬剤部 大森　智史 24.9.28 迅速審査 平成26年9月

２４－２１７ 言語聴覚療法業務に関連したストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 24.9.28 迅速審査 平成26年12月

２４－２１８ ムコ多糖症の新生児スクリーニングおよび診断法開発に関する研究 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 24.10.2 迅速審査 平成28年12月

２４－２１９
特発性両側性脳内石炭化症（ファール病、小阪・柴山病等）の剖検患者の検体材料
（パラフィンブロック等）から抽出したDNAを用いた遺伝子解析

神経内科・老年学 保住　功 24.10.2 迅速審査 平成29年5月

２４－２２０
ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）患者の関連遺伝子多
型解析

神経内科・老年学 保住　功 24.10.2 迅速審査 平成27年8月

２４－２２１ シトリン欠損症の治療法の確立：中鎖脂肪酸の有効性の確認 小児病態学 深尾　敏幸 24.11.7 第182回 平成27年9月

２４－２２２ 大腸癌肝転移巣における抗癌剤効果規定因子に関する研究 がん先端医療開発学 松橋　延壽 24.11.7 第182回 平成26年3月

２４－２２３ 糖尿病治療薬リラグルチドの肥満および糖尿病の治療効果の判定 糖尿病代謝内科 飯塚　勝美 24.11.7 第182回 平成26年3月

２４－２２４ 糖尿病治療薬メトホルミンの治療効果の解析 糖尿病代謝内科 飯塚　勝美 24.11.7 第182回 平成27年3月
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２４－２２５
ナイチノール製19ゲージ針を用いた超音波内視鏡ガイド下針生検による経十二指腸
的病理組織検体採取に関する国際多施設共同研究

地域腫瘍学 安田　一朗 24.11.7 第182回 平成25年12月

２４－２２６
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

がん先端医療開発学 長瀬　通隆 24.11.7 第182回 平成29年7月

２４－２２７ 股関節伸展制限が歩行時の脊柱へ及ぼす影響に関する研究 リハビリテーション部 服部　良 24.11.7 第182回 平成25年4月

２４－２２８ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす腫瘍発生・進行メカニズムの解明 免疫病理 竹内　保 24.11.7 第182回 平成29年3月

２４－２２９
転移性肺癌切除患者における、片側手術と両側一期的手術の比較（後向きコホート研
究）

高度先進外科学 水野　吉雅 24.11.7 第182回 平成27年3月

２４－２３０ AEDリアルタイムフィードバック機能が胸骨圧迫に与える効果 看護部 五島　光子 24.11.7 第182回 平成26年10月

２４－２３１ シタグリプチン効果不十分例におけるアログリプチンの血糖改善効果に関する検討 内分泌代謝病態学 武田　純 24.11.7 第182回 平成26年10月

２４－２３２ 肝硬変患者の腹水症状を測定する症状尺度の作成：検証研究 生体支援センター 白木　亮 24.11.7 第182回 平成24年12月

２４－２３３
腰部脊柱管狭窄症患者における長期治療効果および服薬コンプライアンスに関する
検討

脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 24.12.5 第183回 平成25年12月

２４－２３４
看護師のワークライフバランスを考慮した生涯就労モデルの開発－世代別ワークライ
フバランスの実態－

看護学科 渡邉　郁子 24.11.7 第182回 平成29年10月

２４－２３５ 糖尿病患者における精神状態の実態調査 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 24.11.7 第182回 平成25年12月

２４－２３６ 痛風治療薬Benzbromaroneのインフルエンザ感染抑制効果 連合創薬医療情報研究科 桑田　一夫 24.12.5 第183回 平成25年11月

２４－２３７
日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target, T2T）実践のアウトカム測
定のためのHAQ調査

脊椎骨関節再建外科学 佐藤　正夫 24.11.7 第182回 平成27年9月

２４－２３８ 胸腹部手術の周術期における酸化ストレスと抗酸化能の評価 高度先進外科学 竹村　博文 24.11.7 第182回 平成27年3月

２４－２３９
腎移植における代謝拮抗薬の有効性および安全性の比較検討―第２次研究―　タク
ロリムスおよびシムレクト併用下でのミゾリビンとMMFの比較

泌尿器科 土屋　朋大 24.11.7 第182回 平成26年12月

２４－２４０
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究
Efficacy and Safety of StENt-assisted treatment for Cerebral aneurysms  (ESSENCE)

脳神経外科 渡會　祐隆 24.11.7 第182回 平成26年9月

２４－２４１

ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究－
抗血小板薬の効果と画像所見－（ESSENCE付随研究）　Efficacy and Safety of StENt-
assisted treatment for Cerebral aneurysms Anti-Platelet and Imaging study
(ESSENCE-API)

脳神経外科 渡會　祐隆 24.11.7 第182回 平成26年9月
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２４－２４２
小規模多機能型ホーム利用に伴う主介護者の「思い」と「行動」の特徴　－認知症グ
ループホームとの比較－

看護学科 小林　和成 24.11.7 第182回 平成26年3月

２４－２４３
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－JFMC47-1202-C3（ACHIEVE Trial）－

がん先端医療開発学 松橋　延壽 24.11.7 第182回 平成33年7月

２４－２４４

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－JFMC47-1202-C3（ACHIEVE Trial）付随研
究－

がん先端医療開発学 松橋　延壽 24.11.7 第182回 平成27年7月

２４－２４５ 多局所網膜電位図測定装置用双極型角膜電極の有用性 眼科 望月　清文 24.12.5 第183回 平成29年11月

２４－２４６ ヒト疾患特異的iPS細胞の作製とそれを用いた病態解析に関する研究 小児科 舩戸　道徳 24.10.18 迅速審査 平成29年8月

２４－２４７ ヒト疾患特異的iPS細胞を用いた遺伝子解析に関する研究 小児科 舩戸　道徳 24.10.18 迅速審査 平成29年8月

２４－２４８ 第一再発小児急性リンパ性白血病に対するリスク別臨床研究（ALL－R08） 小児科 舩戸　道徳 24.10.18 迅速審査 平成27年10月

２４－２４９ 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） 小児科 舩戸　道徳 24.10.18 迅速審査 平成31年9月

２４－２５０ 造血細胞移植医療の全国調査 小児科 舩戸　道徳 24.10.18 迅速審査 平成29年3月

２４－２５１
食道癌患者における癌化学療法時の成分栄養剤（Elemental Diet）＋L-Glutamine製
剤併用療法による支持療法の有用性の検討

腫瘍外科 田中　善宏 24.10.17 迅速審査 平成25年10月

２４－２５２
バルサルタン錠を用いた尿中Na排泄量と血圧に対する関係の調査～VENUS試験
（Valsartan Effect on NatriUresiS）～

循環・呼吸病態学 湊口　信也 24.10.17 迅速審査 平成25年3月

２４－２５３
深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比較第Ⅲ
相試験

第2外科 山口　和也 24.10.22 迅速審査 平成33年6月

２４－２５４
手術不能・再発乳癌を対象としたベバシズマブとパクリタキセル併用療法の有用性を
検討する観察研究（PerSeUS-BC02）

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 24.10.22 迅速審査 平成30年5月

２４－２５５ 妊娠中期の超音波検査による前置胎盤診断基準に関する研究【多施設共同研究】 産科婦人科 豊木　廣 24.12.5 第183回 平成26年6月

２４－２５６ アーカイブ病理組織標本を用いた腫瘍関連分子発現の検討 免疫病理 竹内　保 24.12.5 第183回 平成29年3月

２４－２５７ 99m
Tc放射性薬剤を用いた脳血流量の定量評価に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 24.12.5 第183回 平成27年9月

２４－２５８
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子型に
基づく個別化投薬と固定用量の比較研究（TARGET-1）　文部科学省　次世代がん研
究戦略推進プロジェクト　－がん薬物療法の個別適正化プログラム－

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.12.5 第183回 平成28年3月

２４－２５９ 実物大臓器立体モデルによる手術支援（先進医療） 整形外科 伊藤　芳毅 24.12.5 第183回 平成29年11月
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２４－２６０ 日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業への参加 産科婦人科 豊木　廣 24.12.5 第183回 平成29年11月

２４－２６１ 女子大学生に対する子宮頸がん教育プログラムの開発 看護学科 長谷川　文子 24.12.5 第183回 平成29年11月

２４－２６３ スノーボード外傷のリスクを低減させるプロテクターに関する疫学研究 整形外科 石丸　大地 24.12.5 第183回 平成26年6月

２４－２６４
アレルギー発症増悪における体内時計遺伝子と環境相互の分子遺伝学的解析と臨
床展開

小児病態学 近藤　直実 24.12.5 第183回 平成27年3月

２４－２６５ 胃腫瘍EST後の人工潰瘍に対するエソメプラゾール投与期間の検討 光学医療診療部 荒木　寛司 24.12.5 第183回 平成26年12月

２４－２６６
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口５－ASA製剤治療に関する実態調査
（観察研究）

光学医療診療部 荒木　寛司 24.12.5 第183回 平成26年6月

２４－２６７ 看護技術シミュレーターの開発（1） 看護学科 滝内　隆子 24.10.31 迅速審査 平成26年3月

２４－２６８
レスパイトケアの現状と課題に関する研究，神経難病患者および医療機関に対するア
ンケート調査

神経内科・老年学 田中　優司 24.10.31 迅速審査 平成27年10月

２４－２６９ 白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究 眼科 望月　清文 24.12.5 第183回 平成26年6月

２４－２７０
再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助科学療法に関する調査研究（多施
設共同研究）

産科婦人科学 川島　英理子 24.12.5 第183回 平成24年12月

２４－２７１ 脳ＭＲ画像の画像診断支援システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 24.11.5 迅速審査 平成29年10月

２４－２７２
乳幼児気管支喘息の確定診断法の検討＜Pilot Study＞－パルスオキシメーターを用
いたツロブテロール貼付薬の評価－

小児病態学 寺本　貴英 24.11.5 迅速審査 平成25年10月

２４－２７３
HER２陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパクリタキセル
の併用療法の有用性を検討する観察研究（JBCRG-05多施設共同研究）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 24.12.5 第183回 平成29年12月

２４－２７４
急性膵炎の重症度判定、感染診断におけるプロカルシトニン、IL-6、HMGB1、
sCD14-STの有用性に関する多施設共同臨床研究

高次救命治療センター 白井　邦博 24.12.5 第183回 平成28年3月

２４－２７５
切除不能悪性中下部胆管閉塞症例に対する超音波ガイド下胆管ドレナージの安全性
と有効性を評価する多施設共同前向き試験

地域腫瘍学 安田　一朗 25.1.9 第184回 平成26年9月

２４－２７７ 片脚式歩行支援機の評価研究 整形外科 青木　隆明 24.12.5 第183回 平成26年9月

２４－２７８
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究：定量サブ解析
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)：
quantitative subanalysis

脳神経外科 吉村　紳一 24.12.5 第183回 平成25年12月

２４－２７９
19-gauge針を用いた超音波内視鏡下吸引針生検における肉眼所見による検体量予
測の前向き研究

地域腫瘍学 安田　一朗 25.1.9 第184回 平成26年12月

２４－２８０
アルツハイマー病原因物質であるアミロイド－β産生に及ぼすケルセチンの効果と作
用機構の解明

神経生物 中川　敏幸 24.12.5 第183回 平成29年3月

２４－２８１
Optical Coherence Tomography（OCT：光干渉断層撮影）を用いた頚動脈プラーク診
断に関する臨床研究

脳神経外科 吉村　紳一 25.2.4 迅速審査 平成26年10月
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２４－２８２
超急性期脳梗塞に対する組織プラスミノーゲンアクチベーター（tPA）静注後の経皮的
血管形成術および血栓溶解薬動注療法の有効性に関する臨床研究

脳神経外科 吉村　紳一 25.2.4 迅速審査 平成26年10月

２４－２８３ メトホルミンによる下痢発現のリスク因子に関する検討 薬剤部 岡安　伸二 24.11.28 迅速審査 平成27年11月

２４－２８４ 医療技術習熟用模擬シミュレータの開発（2） 第一外科 木村　真樹 24.11.28 迅速審査 平成26年3月

２４－２８５ 子宮頸癌骨転移に対する治療法・予後についての後方視的研究 産科婦人科 牧野　弘 24.12.5 迅速審査 平成25年6月

２４－２８６ 糖尿病診断に有用な新規血中分泌マーカーの同定 生体支援センター 飯塚　勝美 25.1.9 第184回 平成27年3月

２４－２８７ 当院通院中のインスリン抗体陽性患者の臨床像について 生体支援センター 飯塚　勝美 25.1.9 第184回 平成27年3月

２４－２８８
進行・再発大腸癌に対する二次治療におけるベバシズマブ＋イリノテカン＋S‐1隔日
投与第Ⅱ相試験　AIRS Study

第二外科 高橋　孝夫 25.1.9 第184回 平成28年5月

２４－２８９ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 人間情報システム工学科 伊藤　聡 25.1.9 第184回 平成28年12月

２４－２９０ B型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定 生体支援センター 清水　雅仁 25.1.9 第184回 平成27年3月

２４－２９１
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：金属アーチファクト低
減ソフトの評価

脳神経外科 榎本　由貴子 25.1.9 第184回 平成26年12月

２４－２９２ 岐阜大学医学部附属病院におけるカンジダ血症に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 25.1.9 第184回 平成26年3月

２４－２９３ 全国骨・軟部腫瘍登録 整形外科学 大野　貴敏 24.11.28 迅速審査 平成25年11月

２４－２９４
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：iFlowと定量的DSA画
像解析

脳神経外科 渡會　祐隆 25.1.9 第184回 平成26年12月

２４－２９５ 若年女性がんのQOL向上を志向した卵巣組織凍結ならびに自家移植 産科婦人科 古井　辰郎 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－２９６ 糖尿病性腎症におけるDPP-4阻害薬の治療効果判定に心筋シンチを用いた研究 第２内科 湊口　信也 25.1.9 第184回 平成26年12月

２４－２９７ 食物アレルギー外来経口免疫療法（多施設共同研究） 小児病態学 近藤　直実 25.1.9 第184回 平成27年3月

２４－２９８ アレルギー疾患における白血球分画の検討 小児病態学 近藤　直実 25.1.9 第184回 平成28年12月

２４－２９９
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ALL-B12

小児科 舩戸　道徳 25.1.9 第184回 平成34年11月

２４－３０１ 多層的オミックス情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索研究（非ゲノム研究） 小児科 舩戸　道徳 25.1.9 第184回 平成28年3月

２４－３０２ ゲノム情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索研究 小児科 舩戸　道徳 25.1.9 第184回 平成28年3月
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２４－３０３
同種造血幹細胞移植後の類洞閉塞症候群の発症割合、リスク因子ならびに治療法に
関する研究

小児科 舩戸　道徳 25.1.9 第184回 平成26年4月

２４－３０４ 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 小児科 舩戸　道徳 25.1.9 第184回 平成28年5月

２４－３０５ Li-Fraumeni症候群とその類縁症候群に対するサーベイランスの構築に関する研究 小児科 舩戸　道徳 25.2.6 第185回 平成28年1月

２４－３０６ ロコモティブシンドローム予防のための筋肉年齢推定法の開発 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 25.1.9 第184回 平成29年12月

２４－３０７
放射線もしくは抗がん剤による口内炎の予防または治療を目的としたポラプレジンク/
アルギン酸ナトリウム含有口腔内適用製剤の開発と有用性評価に関する臨床研究

薬剤部 鈴木　昭夫 25.1.9 第184回 平成27年12月

２４－３０８ 前立腺癌骨転移に対するデノスマブの治療効果とパラメーターの検討 泌尿器科 清家　健作 25.1.9 第184回 平成26年12月

２４－３０９ CT, MR, FDG-PET/CT画像を用いた臓器・腫瘤の機能診断および質的診断 放射線科 五島　聡 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３１０ 高齢者の転倒予防のための転倒リスクアセスメント及び身体機能評価に関する研究 スポーツ医科学 辛　紹熙 25.1.9 第184回 平成29年12月

２４－３１１
Docetaxel＋CDDP＋5-FU（DCF）化学療法を受ける食道癌患者に対する成分栄養剤
エレンタールの有用性に関する研究（EPOC study）

第２外科 田中　善宏 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３１２ 食道癌化学療法における口腔粘膜炎発症割合の調査－観察研究－（付随研究） 第２外科 田中　善宏 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３１３ 脳血流分布解析ソフトウェアを用いた認知症の診断能に関する研究 放射線科 浅野　隆彦 25.1.9 第184回 平成27年12月

２４－３１４
インスリン強化療法からグルベス配合錠と持効型インスリン併用療法（BOT療法）への
切り替えの検討

内分泌代謝病態学 武田　純 25.1.9 第184回 平成26年6月

２４－３１５
他のARBとアムロジピン5㎎併用からテルミサルタン/アムロジピン配合錠への切り替え
による降圧効果の比較検討

内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３１６ 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4コホート） 小児病態学 近藤　直実 25.1.9 第184回 平成29年12月

２４－３１７ 小児期発症1型糖尿病における遺伝的要因の探索 小児病態学 近藤　直実 25.1.9 第184回 平成29年12月

２４－３１８
婦人科癌生存患者におけるメタボリックシンドロームに関する調査研究（多施設共同研
究）

産科婦人科学 川島　英理子 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３１９
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対するIVIG療法に関する治療
研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２０
免疫介在性末梢神経障害（CIDP，GBS，CSSは除く）に対するIVIG療法に関する治療
研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２１ 免疫介在性脳脊髄炎に対するIVIG療法に関する治療研究 神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２２
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対するステロイドパルス療法に
関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月
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２４－３２３
免疫介在性末梢神経障害（CIDP，GBS，CSSは除く）に対するステロイドパルス療法に
関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２４
免疫介在性脳脊髄炎（多発性硬化症、視神経脊髄炎を除く）に対するステロイドパル
ス療法に関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２５
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対する血液浄化療法に関する
治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２６
免疫介在性末梢神経障害（CIDP，GBS，CSSは除く）に対する血液浄化療法に関する
治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２７
免疫介在性脳脊髄炎（多発性硬化症、視神経脊髄炎を除く）に対する血液浄化療法
に関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３２８ 糖尿病患者における精神状態の実態調査 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 24.12.14 迅速審査 平成25年12月

２４－３２９ 各種ストレスによる疲労の評価に関する研究（労働者版） 産業衛生学 井奈波　良一 24.12.18 迅速審査 平成29年12月

２４－３３０ 各種ストレスによる疲労の評価に関する研究（学生版） 産業衛生学 井奈波　良一 24.12.18 迅速審査 平成29年12月

２４－３３１ 耳鼻咽喉科疾患の病態生理の解明と治療効果に関する後ろ向き研究 耳鼻咽喉科 青木　光広 24.12.21 迅速審査 平成26年3月

２４－３３２ 難治性内耳疾患の遺伝子解析 耳鼻咽喉科 青木　光広 24.12.21 迅速審査 平成26年3月

２４－３３３ テイコプラニン初期負荷投与設計の効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 24.12.18 迅速審査 平成25年12月

２４－３３４ 家族に視野を拡大した母性看護学教育方法の検討 看護学科 金子　洋美 24.12.18 迅速審査 平成29年12月

２４－３３５
原発開放隅角緑内障（広義）を対象としたビマトプロスト点眼液とトラボプロスト／チモ
ロールマレイン酸塩配合点眼液の比較試験

眼科学 澤田　明 24.12.18 迅速審査 平成25年12月

２４－３３６
ラタノプロスト点眼液（キサラタン点眼液0.005％）からビマトプロスト点眼液(ルミガン点
眼液0.03％）への切替え試験

眼科学 澤田　明 24.12.18 迅速審査 平成25年6月

２４－３３７ 多局所網膜電位図測定装置用双極型角膜電極の有用性 眼科 望月　清文 24.12.25 迅速審査 平成29年11月

２４－３３８ 大学生の健康度及びストレス耐性度の調査 保健管理センター 西尾　彰泰 25.2.6 第185回 平成30年3月

２４－３３９ 腎移植患者へのアジルサルタンの有用性の検討 泌尿器科学 土屋　朋大 25.2.6 第185回 平成28年1月

２４－３４０ メトホルミン併用におけるDPP-Ⅳ阻害剤の有効性についての検討 総合病態内科学 森　一郎 25.2.6 第185回 平成30年7月

２４－３４１ 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究３ (JR-NET ３） 脳神経外科学 吉村　紳一 25.3.6 第186回 平成26年3月

２４－３４２ カメラを用いた嚥下運動解析とアンケート調査 工学部応用情報学科 加藤　邦人 25.2.6 第185回 平成25年3月
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２４－３４３
血糖測定システム/グルテストミント・ミントセンサーの皮下連続式グルコース測定
（CGM）キャリブレーション機器使用の妥当性、POCT機器としての操作性、及び看護
システム連携時の運用面の有用性の評価

内分泌代謝病態学 武田　純 25.2.6 第185回 平成26年1月

２４－３４４
22G針を用いたEUS-FNAによる自己免疫性膵炎の病理組織学的検討　多施設共同
観察研究

地域腫瘍学 安田　一朗 25.2.6 第185回 平成26年3月

２４－３４５ 学生の教育研究体験における学習過程の調査 医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 25.2.6 第185回 平成30年1月

２４－３４６ 非結核性抗酸菌症における補中益気湯の投与例のコホート研究 呼吸病態学 大野　康 25.2.6 第185回 平成29年12月

２４－３４７
扁平上皮がんを除く進行非小細胞肺がんに対するCBDCA＋PEM＋AVA併用療法施
行後の増悪例に対する、ベバシズマブ継続投与施行例のコホート研究

呼吸病態学 大野　康 25.2.6 第185回 平成30年12月

２４－３４８
多剤耐性グラム陰性桿菌感染症患者に対するコリスチンメタンスルホン酸ナトリウム注
射剤の有効性と安全性の検討ー多施設共同、非盲検の臨床研究

生体支援センター 村上　啓雄 25.2.6 第185回 平成27年3月

２４－３４９
非筋層浸潤性膀胱癌および上皮内癌に対するBCG膀胱内注入補助維持療法の有効
性と安全性の検討

泌尿器科学 山田　徹 25.2.6 第185回 平成30年3月

２４－３５０
病理学的StageⅡ胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 25.1.24 迅速審査 平成34年3月

２４－３５１
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 CRC Adj-CAPS）

第2外科 高橋　孝夫 25.1.24 迅速審査 平成32年1月

２４－３５２
バルサルタン錠を用いた尿中Na排泄量と血圧に対する関係の調査～VENUS試験
（Valsartan Effect on NatriUresiS）～

循環・呼吸病態学 湊口　信也 25.1.15 迅速審査 平成26年9月

２４－３５３ 岐阜県下の大学生における精神的健康度に関する調査 保健管理センター 西尾　彰泰 25.2.6 第185回 平成30年3月

２４－３５４
冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索　多施設共
同後ろ向きコホート研究

高度先進外科学 岩田　尚 25.2.6 第185回 平成25年12月

２４－３５５ ウイルス性肝疾患に係る各種対策の医療経済評価に関する研究 肝疾患診療支援センター 内木　隆文 25.2.6 第185回 平成25年3月

２４－３５６ 妊娠糖尿病に対する妊婦の心理的ストレスに関する臨床研究 内分泌代謝病態学 川地　慎一 25.2.6 第185回 平成30年1月

２４－３５７ 妊娠初期に投与されたチアマゾールの妊娠結果に与える影響に関する前向き研究 内分泌代謝病態学 川地　慎一 25.2.6 第185回 平成28年10月

２４－３５８ テュトーリアル選択コースでの学生主体の医学教育研究 医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 25.2.6 第185回 平成30年1月

２４－３５９ 既存データを用いた上顎洞腺様嚢胞癌の画像所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 25.2.6 第185回 平成26年1月

２４－３６０
既存データを用いた傍咽頭間隙多形腺腫と耳下腺多形腺腫の画像所見に関する研
究

放射線科 加藤　博基 25.2.6 第185回 平成26年1月

２４－３６１ 既存データを用いた卵巣線維腫のＭＲＩ所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 25.2.6 第185回 平成26年1月
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２４－３６２
既存データを用いた拡散強調像による子宮頸癌の放射線化学療法後の治療効果予
測に関する研究

放射線科 加藤　博基 25.2.6 第185回 平成26年1月

２４－３６３ 大規模塩基配列解析を用いたペルオキシソーム病の遺伝子解析研究 ゲノム研究分野 下澤　伸行 25.2.6 第185回 平成30年1月

２４－３６４
ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）患者の検体（血液・髄
液・毛髪）中の重金属およびメタロチオネイン等の金属結合蛋白、関連蛋白の測定

神経内科・老年学 保住　功 25.2.5 迅速審査 平成27年8月

２４－３６５ 強皮症の発症・進行における線維素溶解系因子α2-antiplasminの役割に対する検討 皮膚病態学 周　円 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－３６６ 教材形式の違いによる学習プロセスと教育効果に関する比較研究 医学教育学分野 鈴木　康之 25.3.6 第186回 平成29年2月

２４－３６７ 潰瘍性大腸炎患者の再燃時の5-ASA製剤変更の有用性の検討 光学医療診療部 荒木　寛司 25.3.6 第186回 平成26年2月

２４－３６８
両心室収縮及び拡張機能障害心不全患者における血漿アデノシン濃度動態の解明
に関する研究

循環呼吸病態学 湊口　信也 25.3.6 第186回 平成28年2月

２４－３６９
がん性疼痛治療に伴う便秘症状におけるフェンタニル貼付剤の有効性と安全性の検
討

第２外科 田中　善宏 25.3.6 第186回 平成27年2月

２４－３７０
夜間頻尿、不眠を伴う前立腺肥大症患者におけるα1受容体遮断薬とラメルテオンの
併用の臨床的検討

泌尿器科 菊地　美奈 25.2.5 迅速審査 平成26年9月

２４－３７１
高血圧合併２型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬の尿中Na排泄に対する影響の検
討

循環・呼吸病態学 湊口　信也 25.3.6 第186回 平成28年3月

２４－３７２ トモシンセシスを用いた乳腺腫瘍の画像評価に関する研究 放射線科 大野　裕美 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－３７３
Dual Energyおよび逐次近似法を用いたCTにおける被ばくおよび造影剤量の軽減と
画質向上に関する検討

放射線部 三好　利治 25.2.4 迅速審査 平成26年2月

２４－３７４
降圧効果不十分な高血圧患者に対するARB/CCB合剤投与による家庭血圧への影響
（OICHI）

循環・呼吸病態学 湊口　信也 25.2.7 迅速審査 平成28年3月

２４－３７５ ヒト歯由来細胞からのｉＰＳ細胞誘導研究 組織・器官形成 手塚　建一 25.2.7 迅速審査 平成30年3月

２４－３７６
プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮性卵巣癌、原発性卵管癌、腹膜
癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン(PLD)50mg/㎡対するPLD40mg/㎡のランダム
化第Ⅲ相比較試験

産婦人科学 川島　英理子 25.1.24 迅速審査 平成27年1月

２４－３７７
本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存成人患者におけるQuality of Lifeに関する調
査研究

輸血部 兼村　信宏 25.2.6 第185回 平成27年1月

２４－３７８ 日本造血細胞移植学会　造血細胞移植医療の全国調査 輸血部 兼村　信宏 25.2.6 第185回 平成30年1月

２４－３７９ 再発難治性の中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するリツキシマブ髄腔内投与 脳神経外科 中山　則之 25.3.6 第186回 平成30年12月

２４－３８０ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 25.3.6 第186回 平成28年3月

２４－３８１
糖尿病性腎症を合併した高尿酸血症に対するベンズブロマロンとフェブキソスタットの
併用療法

内分泌代謝病態学 飯塚　勝美 25.3.6 第186回 平成28年3月
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２４－３８２
局所進行膵癌（Stage Ⅳa）における導入化学放射線療法[TS-1+Gemcitabine＋
Radiation]の臨床第Ⅱ相研究

地域腫瘍学 安田　一朗 25.3.6 第186回 平成28年8月

２４－３８３ Elance　AHFIXステムの形状およびアルカリ加熱処理の有効性確認調査 整形外科 伊藤　芳毅 25.3.6 第186回 平成29年2月

２４－３８４ 呼吸器障害を基礎疾患としたDIC患者のトロンボモデュリンによる薬剤治療効果 呼吸病態学 大野　康 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－３８５

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　EXPAND study　Evaluation of effectiveness
and safety of Xa inhibitor for the Prevention of stroke And systemic embolism in a
Nationwide cohort of Japanese patients Diagnosed as non-valvular atrial fibrillation

第２内科 湊口　信也 25.3.6 第186回 平成28年3月

２４－３８６
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事業および登録情報
に基づく研究

産科婦人科 伊藤　直樹 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－３８７ 整形外科患者（特に脊椎後彎症）における肘の皮膚調査 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 25.3.6 第186回 平成26年3月

２４－３８８ 腰痛者のための椅子の開発（健常者を対象とした検討） 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 25.3.6 第186回 平成26年3月

２４－３８９ HIV感染症における酸化ストレス、抗酸化力に関する研究 臨床腫瘍学 原　武志 25.3.6 第186回 平成30年3月

２４－３９０ 造血器疾患における酸化ストレス、抗酸化力に関する研究 臨床腫瘍学 原　武志 25.3.6 第186回 平成30年3月

２４－３９１ 地域で行う妊産婦とパートナーを対象とした禁煙サポートプログラムの効果の検証 看護学科 纐纈　朋弥 25.3.6 第186回 平成29年3月

２４－３９２
低酸素環境下でのトレーニングが最大酸素摂取量、生理的運動強度及び運動強度
認知に及ぼす影響

スポーツ医科学 辛　紹熙 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－３９３
子宮内膜症におけるディナゲスト錠1ｍｇあるいはリュープリン注射用1.88の手術前投
与による卵巣予備能に対する研究

産科婦人科学 森重　健一郎 25.2.7 迅速審査 平成27年3月

２４－３９４ 糖尿病診断に有用な新規血中分泌マーカーの同定 生体支援センター 飯塚　勝美 25.2.7 迅速審査 平成27年3月

２４－３９５ 当院通院中のインスリン抗体陽性患者の臨床像について 生体支援センター 飯塚　勝美 25.2.7 迅速審査 平成27年3月

２４－３９６
ＡＬＣＬ99（未分化大細胞リンパ腫Ａｎａｐｌａｓｔｉｃ　Ｌａｒｇｅ　Ｃｅｌｌ　Ｌｙｍｐｈｏｍａ（ＡＬＣＬ）
の治療計画）

小児科 小関　道夫 25.2.7 迅速審査 平成30年1月

２４－３９７ 在宅・通所版リアルタイム情報提示によるリハビリ支援システム開発 工学部 加藤　邦人 25.4.5 迅速審査 平成26年3月

２４－３９８
ヒト歯由来ｉＰＳ細胞誘導神経細胞、メタロチオネインを活用した神経変性疾患新規治
療法の開発

神経内科・老年科 保住　功 25.3.1 迅速審査 平成30年2月

２４－３９９ 限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性に関する観察研究 泌尿器科学 仲野　正博 25.3.13 迅速審査 平成28年3月

２４－４００
S-1を用いた術後補助化学療法施行後再発胃癌を対象としてカペシタビン＋シスプラ
チン併用療法の有効性と安全性を評価する第Ⅱ相臨床試験

第2外科 山口　和也 25.2.26 迅速審査 平成28年5月
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２４－４０１
治癒切除不能な進行・再発胃癌を対象としたS-1＋シスプラチン併用（SP）療法とカペ
シタビン＋シスプラチン併用(XP)療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

第２外科 山口　和也 25.2.26 迅速審査 平成26年12月

２４－４０２
切除可能原発性乳癌に対する術前化学療法としてのnab-Paclitaxel followed by EC療
法の臨床第Ⅱ相試験（PerSeUS-BC01）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.2.26 迅速審査 平成27年4月

２４－４０３ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 25.3.7 迅速審査 平成29年7月

２４－４０４
医療系学生のネット依存と燃え尽きの関係および騒音性難聴と携帯音楽プレーヤー
の関連に関する研究

産業衛生学 井奈波　良一 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－４０５ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 25.2.28 迅速審査 平成26年2月

２４－４０６ 画像解析による肝線維化評価アルゴリズムの開発 放射線科 五島　聡 25.2.28 迅速審査 平成30年2月

２４－４０７ ムコ多糖症の新生児スクリーニングおよび診断法開発に関する研究 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 25.3.26 迅速審査 平成28年12月

２４－４０８
『スポーツマンのこころ』の理解に基づいたスポーツ実践を通じての「生きがい感」・「自
尊心」の変化に関する調査研究

スポーツ医科学 松岡　敏男 25.3.26 迅速審査 平成28年3月

２４－４０９ CKD（慢性腎臓病）合併心不全患者に対するトルバプタンの有用性の検討 第２内科 湊口　信也 25.3.13 迅速審査 平成26年3月

２４－４１０ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 25.4.4 迅速審査 平成30年3月

２４－４１１
遺伝子解析による大腸がん治療薬の感受性及び副作用予測に関する臨床研究－
modified FOLFOX6±BevacizumabおよびFOLFIRI±Bevacizumab－

腫瘍外科 野中　健一 25.4.4 迅速審査 平成27年11月

２４－４１２ 患者と家族の語りを医療に活かすための質的研究 神経内科・老年学 保住　功 25.3.26 迅速審査 平成27年2月

２４－４１３
冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索　多施設共
同後ろ向きコホート研究

高度先進外科学 岩田　尚 25.3.26 迅速審査 平成25年12月

２４－４１４ 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 矢野　大仁 25.3.28 迅速審査 平成28年2月

２４－４１５ 新規STDマイコプラズマ検出キットの評価に関する研究 泌尿器科 安田　満 25.3.28 迅速審査 平成25年8月

２４－４１６ 術前がん患者の栄養状態に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 25.3.28 迅速審査 平成26年3月

２４－４１７
リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策
の立案に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 25.4.2 迅速審査 平成26年3月

２４－４１８
日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI～肝細胞造影相における肝エンハ
ンスメントと肝機能に関わる臨床検査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイ
ムポイントに関する検討～

放射線科 五島　聡 25.4.23 迅速審査 平成25年9月

２４－４１９
全自動尿中有形成分分析装置UF-1000iとアルカリ-界面活性剤溶液を用いた、臨床
細菌尿検体におけるグラム陽性・陰性菌の簡易鑑別法に関する研究開発

泌尿器科 安田　満 25.4.3 迅速審査 平成25年12月
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２４－４２０ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 25.4.2 迅速審査 平成26年3月

２４－４２１
小規模多機能型ホーム利用に伴う主介護者の「思い」と「行動」の特徴　－認知症グ
ループホームとの比較－

看護学科 小林　和成 25.4.23 迅速審査 平成26年3月

２４－４２２
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 北市　清幸 25.4.2 迅速審査 平成26年3月

２４－４２３
喉頭全摘出したがん患者のコミュニケーション方法の再構築過程を支える看護モデル
の開発

看護部 五島　光子 25.4.11 迅速審査 平成27年3月

２４－４２４ 糖尿病患者の食事摂取内容と血糖コントロールに関する研究 栄養管理室 田村　孝志 25.4.11 迅速審査 平成26年3月

２４－４２５
看護学生が理論と技術を統合させながら看護実践方法論を習得していく教授‐学習過
程の構造

看護学科 小松　妙子 25.4.11 迅速審査 平成27年3月

２４－４２６ 血糖パターンマネジメントに関する臨床研究 内分泌代謝病態学 川地　慎一 25.4.11 迅速審査 平成30年3月

２４－４２７ 3T-MRSを用いたアルコール依存症患者のGABA、グルタミン酸異常に関する研究 精神神経科 天野　雄平 25.4.23 迅速審査 平成30年3月

２４－４２８ 高次脳機能ネットワークの活動レベルを測定する検査法の開発 高次神経形態学 藤田　雅文 25.4.23 迅速審査 平成27年3月

２４－４２９ 高次脳機能の基礎力としての視聴覚記憶力をトレーニングする方法の開発 高次神経形態学 藤田　雅文 25.4.23 迅速審査 平成27年3月

２４－４３０ 強皮症の発症・進行における線維素溶解系因子α2-antiplasminの役割に対する検討 皮膚病態学 周　円 25.4.23 迅速審査 平成30年2月

２４－４３１ MRSA保菌者が利用していた病室の利用による感染リスクの評価 生体支援センター 鈴木　智之 25.4.23 迅速審査 平成26年3月

２４－４３２ MRSA新規保菌者数と対策方法の関連性 生体支援センター 鈴木　智之 25.4.23 迅速審査 平成26年3月

２５－１ 既存データを用いた皮膚病変の超音波エラストグラフィ所見に関する研究 検査部 冨岡　千草 25.4.3 第187回 平成26年2月

２５－２
過食嘔吐型摂食障害の女性患者に対するtwitter連動の自助グループサイトの効果判
定

保健管理センター 西尾　彰泰 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－３
内視鏡的総胆管結石除去術における内視鏡的乳頭大径バルーン拡張術（EPLBD）と
内視鏡的乳頭括約筋切開術（EST）の多施設共同無作為化比較試験

地域腫瘍学 安田　一朗 25.4.3 第187回 平成26年9月

２５－４ 既存データを用いた石灰化上皮腫の超音波所見に関する研究 検査部 関根　綾子 25.4.3 第187回 平成25年12月

２５－５ 洗浄液の組成による慢性硬膜下血腫再発抑制の検討 脳神経外科 中山　則之 25.5.1 第188回 平成27年4月

２５－６
子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2期における縮小手術の可能性を検討するための観察研究
（多施設共同研究）

産科婦人科学 川島　英理子 25.4.3 第187回 平成26年6月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２５－７ 子宮癌肉腫症例に関する調査研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 25.4.3 第187回 平成25年6月

２５－８
精神神経科の医療保護入院における入院時GAF尺度（機能の全体的評価）と病名か
ら見る在院日数について

医事課 藤谷　香澄 25.4.3 第187回 平成27年3月

２５－９
研修医選抜における、Multiple-Mini-Interviewの信頼性と予測妥当性の検討－行動
記述型質問法と状況対応型質問法の比較－

医学教育学分野 鈴木　康之 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－１０ 高周波熱凝固術の治療評価（後ろ向き観察研究） 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 25.4.3 第187回 平成28年3月

２５－１１
未治療初発移植非適応骨髄腫患者におけるMPB導入療法、レナリドミド強化及び維
持療法の有効性・安全性を検証する第Ⅱ相臨床研究

臨床腫瘍学 原　武志 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－１２
看護学生・看護職の二次的ストレスに伴う共感疲労に関するストレスマネジメント教育
プログラムの開発

看護学科 竹下　美恵子 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－１３ 基礎看護技術教育における授業方法の評価 看護学科 竹下　美恵子 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－１４ ヒト皮膚常在Staphylococcus 属細菌のゲノム解析に関する研究 連合農学研究科 鈴木　徹 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－１５
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対するタクロリムス治療に関する
治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 25.4.3 第187回 平成26年3月

２５－１６
ステロイド抵抗性全身性エリテマトーデス患者における抗CD20抗体(rituximab)療法の
治療効果の検討

小児科 寺本　貴英 25.4.3 第187回 平成28年3月

２５－１７
小児気管支喘息を対象としたロイコトリエン受容体拮抗薬またはTh2サイトカイン阻害
薬の追加投与前後のパラメーターの比較に関する研究

小児病態学 松井　永子 25.4.3 第187回 平成28年3月

２５－１８ 筋ジストロフィー臨床試験ネットワーク登録 小児科 加藤　善一郎 25.4.3 第187回 平成30年3月

２５－１９
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

第2外科 山口　和也 25.5.1 第188回 平成33年3月

２５－２０ 医学生、研修医の患者宅宿泊実習に関する質的調査 医学教育開発研究センター 吉村　学 25.5.1 第188回 平成30年4月

２５－２１
オンライン心臓リハビリテーションの冠危険因子是正効果に関するランダム化比較試
験　The effect of internet-based cardiac rehabililitation on improving coronary risk
factors:A randomized controlled trial.

第2内科 湊口　信也 25.5.1 第188回 平成26年3月

２５－２２
過眠を呈する学生に対する睡眠実態調査　－メラトニン、コルチゾール分泌との関係
－

保健管理センター 西尾　彰泰 25.6.5 第189回 平成27年5月

２５－２３
内視鏡的総胆管結石採石術におけるバスケットカテーテルとバルーンカテーテルの採
石成功率に関する多施設共同無作為化比較試験

地域腫瘍学 安田　一朗 25.5.1 第188回 平成27年3月

２５－２４ 医学教育カリキュラムの改善と教育効果に関する研究 医学教育学分野 鈴木　康之 25.5.1 第188回 平成28年4月

２５－２５ 自治体における介護予防事業の効果に関する研究 看護学科 小林　和成 25.5.1 第188回 平成27年3月
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２５－２６ ヒト末梢血中の前立腺癌エキソソーム関連蛋白測定 泌尿器科 水谷　晃輔 25.5.1 第188回 平成27年3月

２５－２７ 皮膚筋炎における症状の変化と自己抗体の抗体価の推移の検討 皮膚病態学 清島　真理子 25.5.1 第188回 平成27年3月

２５－２８ 遺伝性皮膚疾患の遺伝子解析研究 皮膚病態学 清島　真理子 25.5.1 第188回 平成27年3月

２５－２９
EPA（イコサペント酸エチル）による頚動脈プラーク安定化に関する臨床研究（E-
CAPS）

脳神経外科 吉村　紳一 25.5.1 第188回 平成27年3月

２５－３０
認知症の早期診断・病態解明およびバイオマーカーの開発を目的とした血清・髄液の
解析

神経内科・老年学 木村　暁夫 25.5.1 第188回 平成28年4月

２５－３１
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験

腫瘍外科 高橋　孝夫 25.5.1 第188回 平成29年4月

２５－３２
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化比較第Ⅱ相試験における治療感受性
予測の探索的研究

腫瘍外科 高橋　孝夫 25.5.1 第188回 平成29年4月

２５－３３ 肺癌術後想定外経過症例の実態調査　－多施設共同後向きコホート研究－ 第1外科 白橋　幸洋 25.5.1 第188回 平成25年5月

２５－３４
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（JCOG1107）

腫瘍外科 野中　健一 25.5.1 第188回 平成31年10月

２５－３５ ホルモン測定と質問票による大学女性教職員のストレス実態調査 保健管理センター 加納　亜紀 25.4.23 迅速審査 平成30年3月

２５－３６
急性単純性尿路感染症に対するシタフロキサシンの治療効果の検討～投与期間と投
与量の検討～

泌尿器科 安田　満 25.4.30 迅速審査 平成30年12月

２５－３７
特発性両側性脳内石炭化症（ファール病、小阪・柴山病等）の剖検患者の検体材料
（パラフィンブロック等）から抽出したDNAを用いた遺伝子解析および組織解析

神経内科・老年学 保住　功 25.5.9 迅速審査 平成29年5月

２５－３８
リンパ球クロスマッチ陽性・抗HLA抗体陽性の生体腎移植におけるリツキシマブ（抗
CD20モノクローナル抗体）使用による急性液性拒絶予防

泌尿器科 土屋　朋大 25.4.25 迅速審査 平成30年3月

２５－３９ 実物大臓器立体モデルによる手術支援（先進医療） 整形外科 伊藤　芳毅 25.4.25 迅速審査 平成29年11月

２５－４０ 体幹部X線CT画像における計算機画像支援診断システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 25.5.9 迅速審査 平成28年7月

２５－４１ 体幹部CT画像におけるコンピュータ支援診断システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 25.5.9 迅速審査 平成28年7月

２５－４２ 伝統発酵食品の機能性分析(小麦) 大学院連合農学研究科 長野　宏子 25.4.30 迅速審査 平成27年3月

２５－４３ 伝統発酵食品の機能性分析(大豆) 大学院連合農学研究科 長野　宏子 25.4.30 迅速審査 平成27年3月

２５－４４
精神神経科の医療保護入院における入院時GAF尺度（機能の全体的評価）と病名か
ら見る在院日数について

医事課 藤谷　香澄 25.4.30 迅速審査 平成27年3月

２５－４５ 労働者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 25.4.30 迅速審査 平成30年4月
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２５－４６ 急性期脳梗塞における自然免疫系の関与に関する免疫組織学的研究 脳神経外科 高木　俊範 25.5.17 迅速審査 平成27年3月

２５－４７
悪性リンパ腫におけるクロマチン再構成因子複合体異常のもたらす腫瘍発生・進行メ
カニズムの解明

免疫病理 後藤　尚絵 25.6.5 第189回 平成29年3月

２５－４８ 頭頸部癌における慢性炎症と予後不良因子との関連の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 25.6.5 第189回 平成28年5月

２５－４９ ARB/CCB合剤投与下の降圧効果不十分な高血圧患者に対するCCB増量の効果 循環・呼吸病態学 湊口　信也 25.6.5 第189回 平成28年5月

２５－５０
腹部ステントグラフト内挿術後のタイプⅡエンドリークに対するIVR：技術的側面と予後
についての後方視的研究

放射線科 近藤　浩史 25.6.5 第189回 平成25年8月

２５－５１ 喀痰から抗酸菌主要4菌種を同時検出する核酸クロマトグラフィーの開発 病原体制御学 江崎　孝行 25.7.3 第190回 平成28年6月

２５－５２
剣道の運動生理学的側面からの定義の確立 ‐練習中の運動強度および呼吸循環動
態の解明‐

分子生理学 恵良　聖一 25.6.5 第189回 平成28年3月

２５－５３ 伝統発酵食品の機能性分析（米） 大学院連合農学研究科 長野　宏子 25.6.5 第189回 平成27年3月

２５－５４ 頭頸部癌における発癌機構、治療に関与する因子のスクリーニング研究 耳鼻咽喉科 柴田　博史 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－５５ 多職種間連携教育による医療専門職の行動変容効果に関する研究 医学教育開発研究センター 吉村　学 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－５６ 乳腺MRIによる良悪性鑑別および悪性腫瘍治療効果予測に関する研究 放射線科 大野　裕美 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－５７
人間ドック受診者を対象とした生活習慣と各種慢性疾患指標、皮膚の健康に関する研
究

疫学・予防医学 永田　知里 25.5.17 迅速審査 平成30年4月

２５－５８ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 25.5.20 迅速審査 平成29年7月

２５－５９
プラチナ感受性再発上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対するジェムザール＋カルボ
プラチン併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

産科婦人科学 伊藤　直樹 25.5.20 迅速審査 平成26年3月

２５－６０ 大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較試験(JCOG1006) 第2外科 高橋　孝夫 25.5.20 迅速審査 平成32年5月

２５－６１ 切除不能進行膵癌に対する1st-line TS-1 3週サイクル投与に関する臨床第Ⅱ相試験 地域腫瘍学 安田　一朗 25.6.5 第189回 平成29年5月

２５－６２ COPD患者の末梢血から調整した白血球の機能に対するTetomilastの作用の検討 呼吸病態学 大野　康 25.6.5 第189回 平成30年6月

２５－６３ 静脈麻酔薬プロポフォールによる就眠濃度に、麻酔開始時刻が及ぼす影響の検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－６４
前立腺肥大症を合併した過活動膀胱患者へのシロドシンとフェソテロジンの併用療法
に関する検討

泌尿器科 菊地　美奈 25.6.5 第189回 平成29年3月

２５－６５
神経変性疾患患者の検体（歯組織、血液、皮膚等）からのiPS細胞の作製と機能解析・
創薬に関する研究

神経内科・老年学 保住　功 25.6.5 第189回 平成30年3月
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２５－６６
鏡視下肩関節手術において腕神経叢ブロックおよびフェンタニル持続投与が術後疼
痛へ与える影響

麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－６７ ターニケットの駆血解除が酸素化に及ぼす影響 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－６８ 乳がん手術における持続傍脊椎神経ブロック併用の有用性の検討 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 25.6.5 第189回 平成26年5月

２５－６９ 腰痛者のための椅子の開発（腰痛患者を対象とした検討） 脊椎骨関節再建外科学 宮本　敬 25.6.5 第189回 平成26年3月

２５－７０ 岐阜大学職員におけるストレス調査 保健管理センター 西尾　彰泰 25.6.5 第189回 平成30年5月

２５－７１
『スポーツマンのこころ』の理解に基づいたスポーツ実践を通じての「生きがい感」・「自
尊心」の変化に関する調査研究

スポーツ医科学 松岡　敏男 25.5.22 迅速審査 平成28年3月

２５－７３ 入院における糖尿病療養指導の効果に関する臨床研究 内分泌病態学 川地　慎一 25.5.23 迅速審査 平成30年4月

２５－７４ 糖尿病患者における精神状態の実態調査 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.5.23 迅速審査 平成25年12月

２５－７５ 超音波ボリューム測定による腫瘍評価方法の確立に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.5.23 迅速審査 平成27年9月

２５－７６ 脳血流分布解析ソフトウェアを用いた認知症の診断能に関する研究 放射線科 浅野　隆彦 25.5.27 迅速審査 平成27年12月

２５－７７ MRSA保菌者が利用していた病室の利用による感染リスクの評価 生体支援センター 村上　啓雄 25.5.27 迅速審査 平成26年3月

２５－７８ MRSA新規保菌者数と対策方法の関連性 生体支援センター 村上　啓雄 25.5.27 迅速審査 平成26年3月

２５－７９
放射線もしくは抗がん剤による口内炎の予防または治療を目的としたポラプレジンク/
アルギン酸ナトリウム含有口腔内適用製剤の開発と有用性評価に関する臨床研究

薬剤部 鈴木　昭夫 25.5.27 迅速審査 平成27年12月

２５－８０ COPDに伴う骨粗鬆症に関する実態調査 呼吸病態学 大野　康 25.7.3 第190回 平成30年7月

２５－８１ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.7.3 第190回 平成30年3月

２５－８３
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（JACCRO
CC08）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.7.3 第190回 平成28年4月

２５－８４
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（JACCRO CC-07）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.7.3 第190回 平成29年2月

２５－８５
白血病治療を経験した子どもを育てる母親の思いと体験―子どもが退院から青年期に
おける自立へ向かう過程―

看護学科 大橋　麗子 25.7.3 第190回 平成28年3月

２５－８６ 乳腺組織密度に関するプール解析 疫学・予防医学 永田　知里 25.6.5 第189回 平成30年4月
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２５－８７
脳動脈瘤塞栓術におけるHydroSoft Coilの塞栓効果に関する多施設共同前向き登録
研究　Japanese HydroSoft Registry（JHSR）

脳神経外科 榎本　由貴子 25.7.3 第190回 平成27年3月

２５－８８ 新規STDマイコプラズマ検出キットの評価に関する研究 泌尿器科 安田　満 25.6.3 迅速審査 平成25年8月

２５－８９ 骨シンチグラフィの収集条件に関する研究 放射線科 浅野　隆彦 25.6.3 迅速審査 平成25年12月

２５－９０ 婦人科腫瘍性疾患における予後因子としてのタン白質発現解析 産婦人科学 川島　英理子 25.6.3 迅速審査 平成26年3月

２５－９１
婦人科癌治療後の卵巣機能不全による骨粗鬆症に対するビスフォスフォネートの有用
性の検討

産科婦人科 杉山　三知代 25.6.3 迅速審査 平成27年5月

２５－９２
大規模健康データを用いた健康状態から疾病状態へ遷移する過程のモデル化に関
する研究

医療情報学 紀ノ定　保臣 25.6.5 第189回 平成31年3月

２５－９３ 強皮症の発症・進行における血管内皮細胞増殖因子VEGFの役割の検討 皮膚病態学 清島　真理子 25.7.3 第190回 平成30年6月

２５－９４ 性感染症起炎菌の咽頭および性器からの検出率の検討 泌尿器科 安田　満 25.7.3 第190回 平成27年12月

２５－９５ リツキシマブ投与による治療抵抗性抗MAG抗体陽性末梢神経障害に関する治療研究 神経内科・老年学 林　祐一 25.7.3 第190回 平成26年12月

２５－９６
日本人医師の留学を含むキャリア発達におけるメンタリング機能についての探索的研
究

医学教育学分野 鈴木　康之 25.7.3 第190回 平成26年3月

２５－９７ ヒト固形癌における癌関連遺伝子の変化と発現に関する研究 腫瘍病理学 原　明 25.7.3 第190回 平成30年6月

２５－９８ わが国の医療機関におけるインフルエンザ対策の実態と課題に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 25.7.3 第190回 平成28年3月

２５－９９ B型肝炎創薬研究のための検査意識調査に関する研究 肝疾患診療支援センター 末次　淳 25.7.3 第190回 平成25年12月

２５－１００ 耳下腺腫瘍のArterial Spin Labelingを用いたMRI所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 25.7.3 第190回 平成27年6月

２５－１０１ 3テスラMRIを用いた子宮筋腫の術前シュミレーションモデルに関する研究 放射線科 加藤　博基 25.7.3 第190回 平成27年6月

２５－１０２ 外傷急性期凝固線溶動態に関する多施設共同後向き研究 救急災害医学 小倉　真治 25.7.3 第190回 平成27年9月

２５－１０３ 助産師の道徳的感性と倫理的思考に関するアンケート調査 医学系倫理・社会医学 坂倉　知恵 25.7.3 第190回 平成27年3月

２５－１０４ 遺伝性乳癌・卵巣癌に対すると遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.7.3 第190回 平成30年8月

２５－１０５ 乳腺疾患におけるFDG-PET画像の臨床的意義に関する研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.7.3 第190回 平成30年7月

２５－１０６
「大動脈弁疾患に対してオリジナル弁尖形成器を使用した大動脈弁形成術」の実施に
ついて

高度先進外科学 竹村　博文 25.7.3 第190回 平成28年7月
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２５－１０７
再発卵巣癌に対するリポソーム化ドキソルビシンとゲムシタビン併用療法第Ⅱ相臨床
試験

産科婦人科学 伊藤　直樹 25.10.29 迅速審査 平成27年12月

２５－１０８ 新規STDマイコプラズマ検出キットの評価に関する研究 泌尿器科 安田　満 25.6.25 迅速審査 平成25年8月

２５－１０９
救急治療中に深在性真菌症を発症した症例でのミカファンギンの血中濃度および組
織内濃度の検討

救急・災害医学 小倉　真治 25.6.25 迅速審査 平成26年5月

２５－１１０ 肝硬変患者におけるL-カルニチン投与による高アンモニア血症改善効果の探索研究 第１内科 白木　亮 25.7.10 迅速審査 平成25年12月

２５－１１１ 頭頸部癌における慢性炎症と予後不良因子との関連の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 25.6.25 迅速審査 平成28年5月

２５－１１２ 頭頸部癌における発癌機構、治療に関与する因子のスクリーニング研究 耳鼻咽喉科 柴田　博史 25.6.25 迅速審査 平成30年5月

２５－１１３
2型糖尿病における経口血糖降下薬療法に関する研究　メトホルミン、シタグリプチン、
ピオグリタゾンの有効性と認容性の比較に関する臨床研究(COAST-J)

総合病態内科学 森田　浩之 25.7.3 迅速審査 平成27年6月

２５－１１４
急性期医療現場で働く看護師の認知症高齢者へのケアの実態調査　その2　医療現
場における認知症高齢者の「持てる力」を活用したチームケアのあり方

看護学科 松波　美紀 25.8.7 第191回 平成30年7月

２５－１１５ 肢体不自由児施設における被虐待児への支援システムの解明 看護学科 大橋　麗子 25.7.1 迅速審査 平成27年3月

２５－１１６ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 25.7.1 迅速審査 平成30年6月

２５－１１７ ヒト核DNAおよびミトコンドリアDNAの多型解析 法医学 永井　淳 25.7.1 迅速審査 平成30年6月

２５－１１８
ESBL産生菌による感染症患者に対するフィニバックス（DRPM）の有効性検証に関す
る多施設共同研究

生体支援センター 村上　啓雄 25.7.3 迅速審査 平成26年6月

２５－１１９
クリティカルケア領域で働く新卒看護師の臨床実践能力の獲得における1年間の思い
の変化

看護部 五島　光子 25.8.7 第191回 平成26年2月

２５－１２０ 医療的ケアに対応できる介護福祉士教育プログラムの創設と実践 看護学科 小木曽　加奈子 25.8.7 第191回 平成30年3月

２５－１２１
日本インターベンショナルラジオロジー学会（IVR学会）における，症例登録データ
ベース事業

放射線科 兼松　雅之 25.7.16 迅速審査 平成30年6月

２５－１２２ 遺伝性大腸癌（Linch症候群）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.8.7 第191回 平成30年9月

２５－１２３ 遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.8.7 第191回 平成30年9月

２５－１２４ インスリン加療中の患者に対するDPP-4阻害薬併用の有用性　～CGMによる検討～ 内分泌代謝病態学 橋本　健一 25.8.7 第191回 平成26年8月

２５－１２５
ガドキセト酸ナトリウム肝造影ダイナミックMRI　～動脈相画像におけるtruncation
artifact出現と検査条件との相関性に関する後ろ向き研究～

放射線科 五島　聡 25.8.7 第191回 平成26年12月
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２５－１２６
慢性肝疾患患者における逐次近似再構成併用低管電圧CTの肝癌検出能、被ばく低
減効果、造影剤量に関する検討

放射線科 五島　聡 26.1.8 第196回 平成28年3月

２５－１２７ 最新CT技術を用いた低被ばく、造影剤減量、高画質化に関する検討 放射線科 五島　聡 25.8.7 第191回 平成28年7月

２５－１２８ 特別養護老人ホームの看取り介護の実践と職務満足度 看護学科 小木曽　加奈子 25.8.7 第191回 平成30年3月

２５－１２９
看護師の両立支援制度利用プロセスにおけるキャリア支援　－職場復帰した看護師
へのインタビュー調査から－

看護部 五島　光子 25.8.7 第191回 平成25年9月

２５－１３０
禁煙治療パスと禁煙開始行動実施のためのツールを使用して看護介入した結果得ら
れた禁煙指導の効果

看護部 内藤　和代 25.8.7 第191回 平成26年1月

２５－１３１
急性網膜壊死の診断基準に関する後ろ向き全国調査研究（厚生労働省難治性疾患
等克服研究事業）

眼科 望月　清文 25.8.7 第191回 平成28年2月

２５－１３２
パワーリフターの腰椎・骨盤領域における安定性がデッドリフト拳上重量に与える影響
について

スポーツ医科学 松岡　敏男 25.8.7 第191回 平成26年7月

２５－１３３
「移植後大量シクロフォスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植の安全性と有効
性の検討」多施設共同研究

臨床腫瘍学 原　武志 25.8.7 第191回 平成28年4月

２５－１３４
「持続する発熱性好中球減少症に対する従来型の経験的抗真菌治療とD-indexに基
づく早期抗真菌治療の無作為割付比較試験」多施設共同研究

臨床腫瘍学 原　武志 25.9.4 第192回 平成29年1月

２５－１３５
Epoetin beta pegolによる移植後貧血の正常化と天然型ビタミンD3の補充が移植腎機
能に及ぼす影響を検討するランダム化比較試験

泌尿器科 土屋　朋大 25.8.7 第191回 平成29年7月

２５－１３６ リンパ管腫症とその類縁疾患に関する遺伝子解析研究 小児科 小関　道夫 25.8.7 第191回 平成30年8月

２５－１３７ POT法を用いた分子疫学的解析法によるMRSAの院内伝播に関する研究 検査部 太田　浩敏 25.8.7 第191回 平成30年7月

２５－１３８ スノーボードによる脊椎脊髄損傷患者の疫学的・臨床的調査および検証 整形外科 増田　剛宏 25.8.7 第191回 平成30年12月

２５－１３９
医療コミュニケーション教育における模擬患者-学生間のインタラクションとフィードバッ
クセッションの検証

医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 25.8.7 第191回 平成30年7月

２５－１４０ セルフケア支援を目指す糖尿病看護の充実化への取り組み 看護部 五島　光子 25.8.7 第191回 平成27年2月

２５－１４１ 禁煙をめざした経耳介迷走神経電気刺激治療の確立 精神神経科 植木　啓文 25.8.7 第191回 平成28年3月

２５－１４２
StageⅢ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（JACCRO GC-07 AR）

第２外科 山口　和也 25.8.7 第191回 平成33年3月

２５－１４３ ステージⅢ胃癌に対する術前診断の妥当性についての研究 第２外科 奥村　直樹 25.8.7 第191回 平成26年10月

２５－１４４
心房細動患者におけるIBエコーによる肺静脈組織性状とカテーテルアブレーション後
の心房細動再発率の関連における研究

第２内科 中島　孝 25.8.7 第191回 平成27年3月

２５－１４５ レボカルニチン静注製剤の透析患者の心機能に対する有用性の検討 第２内科 湊口　信也 25.9.4 第192回 平成27年8月
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２５－１４７
人工股関節全置換術患者における，起居・移動能力に関連する因子（①）および理学
療法における測定法の信頼性・妥当性，および基準値に関する研究（②）

リハビリテーション部 尾藤　貴宣 25.7.10 迅速審査 平成30年7月

２５－１４８
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

第2外科 山口　和也 25.7.30 迅速審査 平成33年3月

２５－１４９ 原発開放隅角緑内障における構造・視野の障害進行に関する前向き観察研究 眼科学 澤田　明 26.5.8 迅速審査 平成28年3月

２５－１５０ 歯科領域におけるコンピュータ診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 25.8.2 迅速審査 平成28年3月

２５－１５１ 歯科領域における画像診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 25.8.2 迅速審査 平成28年3月

２５－１５２
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 25.7.31 迅速審査 平成26年7月

２５－１５３ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 25.8.2 迅速審査 平成29年7月

２５－１５４ 院外教育参加者の学習意欲と参加満足度に関する調査 看護学科 髙橋　由起子 25.8.15 迅速審査 平成27年7月

２５－１５５
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その２）－質
問紙によるAIMS-Gifuシステムを利用した急性期看護学に関連する学習の実態調査
－

看護学科 高橋　由起子 25.8.15 迅速審査 平成29年6月

２５－１５６
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その３）－急
性期看護学におけるAIMS-Gifuシステムを利用した学習効果－

看護学科 高橋　由起子 25.8.15 迅速審査 平成29年6月

２５－１５７ 動物から感染したパラポックスウイルスの検出と分離 応用生物科学部 猪島　康雄 25.7.31 迅速審査 平成28年7月

２５－１５８ ヒト骨膜・歯周組織からの培養細胞株の樹立とその機能の検討 口腔病態学 畠山　大二郎 25.8.22 迅速審査 平成27年2月

２５－１５９
神経変性疾患患者の検体（歯組織、血液、皮膚等）からのiPS細胞の作製と機能解析・
創薬に関する研究

神経内科・老年学 保住　功 25.10.11 迅速審査 平成30年3月

２５－１６０
グルパール１９S（旧茶のしずく抗原）によるアレルギー反応に関連する遺伝子マー
カーの探索

皮膚病態学 清島　真理子 25.9.4 第192回 平成30年4月

２５－１６１ ステロイド糖尿病での血糖降下療法の必要性予測 総合病態内科学 森田　浩之 25.9.4 第192回 平成26年8月

２５－１６２ 既存データを用いた肩腱板断裂の超音波所見に関する研究 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 25.9.4 第192回 平成26年1月

２５－１６３ 地域助産師が考える妊娠期からの育児支援の在り方 看護学科 金子　洋美 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－１６４ 肺がん開胸手術後の痛みに対するトラマドールの有効性の検討 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 25.9.4 第192回 平成27年8月

２５－１６５ 敗血症患者の過大侵襲に対する血小板機能に関する研究 麻酔疼痛制御学 小島　明子 25.9.4 第192回 平成30年3月

２５－１６６ 肥満細胞症に関する遺伝子解析研究 小児病態学 深尾　敏幸 25.9.4 第192回 平成30年8月
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２５－１６７ 間接競合ELISAによるABO血液型抗原検出法の開発 連合農学研究科 高見澤　一裕 25.9.4 第192回 平成26年8月

２５－１６８ 喫煙による熱中症リスクの検討 産業衛生学 井奈波　良一 25.9.4 第192回 平成27年8月

２５－１６９ マレーシアから受け入れた留学生の集団結核発症事例の調査 保健管理センター 山本　眞由美 25.9.4 第192回 平成26年3月

２５－１７０ インクレチン関連薬によるエピジェネティクス制御の可能性 薬剤部 岡安　伸二 25.9.4 第192回 平成26年8月

２５－１７１ シンチレーションカウンタの相違によるカウント数の変動に関する研究 放射線部 石原　匡彦 25.9.4 第192回 平成27年3月

２５－１７２
腫瘍性病変に対する19-gauge通常針と組織採取針を用いた超音波内視鏡下吸引針
生検における診断能の比較検討（多施設共同前向き無作為化比較対象研究）

地域腫瘍学 安田　一朗 25.9.4 第192回 平成27年8月

２５－１７３
岐阜県における希少性難治性疾患に関する医療向上及び患者支援のあり方の課題
の検証

脳神経外科学 岩間　亨 25.9.4 第192回 平成26年3月

２５－１７４
内分泌療法既治療のER陽性・閉経後進行再発乳癌女性を対象にしたフルベストラン
ト500㎎レジメンの有用性の検討（PerSeUS-BC03試験）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.9.4 第192回 平成29年8月

２５－１７５
内分泌療法既治療のER陽性・閉経後進行再発乳癌女性を対象にしたフルベストラン
ト500mgレジメンの有用性の検討　-効果予測因子としての末梢循環腫瘍細胞（CTC）
の有用性の検討-　（PerSeUS-BC03試験付随研究）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.9.4 第192回 平成29年8月

２５－１７６
当科における腹腔鏡下内肛門括約筋切除術（LAP-ISR）の検討（Retrospective
Study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.9.4 第192回 平成28年12月

２５－１７７
抗EGFR抗体薬（Panitumumab /Cetuximab）投与に伴い発現する副作用である皮膚障
害（ざ瘡様皮膚炎等）に対する、L-グルタミン、L-アルギニン、クエン酸、カルシウム
HMB配合栄養補助食品「アバンド」の有効性について（Pilot study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.10.2 第193回 平成27年3月

２５－１７８ フルオロキノロン系抗菌薬の使用による網膜剥離リスクの上昇に関する研究 眼科 望月　清文 25.9.4 第192回 平成30年8月

２５－１７９
切除不能局所進行非小細胞肺癌に対するnab-paclitaxel＋carboplatin＋胸部放射線
併用療法に関する第Ⅱ相試験

呼吸病態学 大野　康 25.9.4 第192回 平成29年9月

２５－１８０ 緑内障患者における線維柱帯および強膜の組織生化学的解析 眼科学 川瀬　和秀 25.9.4 第192回 平成30年8月

２５－１８１
切除可能局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療法[TS-1＋L-OHP＋Radiation]
の臨床第Ⅱ相試験

第２外科 高橋　孝夫 25.9.4 第192回 平成30年8月

２５－１８２ 緑内障患者における視神経および脳MRI所見の研究 眼科 石澤　聡子 25.9.4 第192回 平成30年8月

２５－１８３
子宮頸がんⅠb2期・Ⅱ期を対象としたイリノテカン塩酸塩水和物＋ネダプラチンによる
術前補助化学療法＋根治手術＋術後補助化学療法（臨床第Ⅱ相試験、多施設共同
研究）

産科婦人科 川島　英理子 25.8.16 迅速審査 平成28年5月

２５－１８４ ヒト末梢血中の前立腺癌エキソソーム関連蛋白測定 泌尿器科 水谷　晃輔 25.8.16 迅速審査 平成27年3月
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２５－１８５
シスプラチン投与時の腎機能障害の発現に及ぼす要因解析の解析とその予防対策の
検討

薬剤部 鈴木　昭夫 25.9.4 第192回 平成30年8月

２５－１８６
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 高橋　孝夫 25.9.3 迅速審査 平成31年9月

２５－１８７
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 北市　清幸 25.8.26 迅速審査 平成26年3月

２５－１８８ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 岩間　亨 25.8.26 迅速審査 平成28年3月

２５－１８９
治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除術の意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試
験

第2外科 山口　和也 25.8.26 迅速審査 平成27年5月

２５－１９０ わが国の医療機関におけるインフルエンザ対策の実態と課題に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 25.9.10 迅速審査 平成28年3月

２５－１９１ VerifyNowを用いた脳血管内治療における抗血小板療法効果測定 脳神経外科 榎本　由貴子 25.9.10 迅速審査 平成25年11月

２５－１９２
急性胆嚢炎に対する外瘻用チューブのトリミングによる内瘻化法の有用性に関する検
討

地域腫瘍学 安田　一郎 25.9.10 迅速審査 平成25年12月

２５－１９３ コンピュータ画像解析による眼底画像診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 25.9.10 迅速審査 平成30年8月

２５－１９４ 急性期脳梗塞における自然免疫系の関与に関する免疫組織学的研究 脳神経外科 高木　俊範 25.9.10 迅速審査 平成27年3月

２５－１９５
日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI～肝細胞造影相における肝エンハ
ンスメントと肝機能に関わる臨床検査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイ
ムポイントに関する検討～

放射線科 五島　聡 25.9.30 迅速審査 平成26年3月

２５－１９６ 重症外傷患者における開胸心マッサージの有効性の検討 救急災害医学 鈴木　浩大 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－１９７ 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査 皮膚病態学 加納　宏行 25.10.2 第193回 平成28年3月

２５－１９８ パワーアシスト装置の操縦性評価・設計システムの開発 工学部 山田　宏尚 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－１９９ 仮想現実感に基づくロボットの遠隔操作に関する研究 工学部 山田　宏尚 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－２００
Clostridium difficile 感染症（CDI）の病院サーベイランスに関する研究（国公立大学附
属病院感染対策協議会共同研究）

生体支援センター 村上　啓雄 25.10.2 第193回 平成27年3月

２５－２０１ 小児期からの生活習慣病予防に関する調査研究 疫学・予防医学 永田　知里 25.10.2 第193回 平成30年10月

２５－２０２ 病棟薬剤業務における薬剤適正使用の推進と有害事象対策の評価 薬剤部 鈴木　昭夫 25.10.2 第193回 平成30年10月

２５－２０３
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試験　The
Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in Japanese Patients with Chronic Heart
Failure

循環呼吸病態学 湊口　信也 25.10.2 第193回 平成27年5月

２５－２０４ ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究 第２外科 奥村　直樹 25.10.2 第193回 平成29年12月
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２５－２０５ インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究- 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.10.2 第193回 平成26年6月

２５－２０６
進行性陰茎癌に対するパクリタキセル、イホスファミド、シスプラチンを併用した化学療
法（TIP療法）の有用性についての検討

泌尿器科 仲野　正博 25.10.2 第193回 平成35年10月

２５－２０７
急性リンパ性白血病の日本人小児におけるチオプリン等の薬物代謝に関する薬理学
的および分子生物学的検討

小児科 小関　道夫 25.10.2 第193回 平成27年12月

２５－２０８
本邦の自家および同種造血幹細胞移植後長期生存小児患者におけるQuality of Life
に関する調査研究

小児科 小関　道夫 25.10.2 第193回 平成27年9月

２５－２０９ 本邦における小児急性骨髄性白血病の再発に関する後方視的観察研究 小児科 小関　道夫 25.10.2 第193回 平成26年8月

２５－２１０
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）　付随研究　小児T細胞性急性リンパ性白血病患児の
QOLアンケート調査

小児科 小関　道夫 25.10.2 第193回 平成29年11月

２５－２１１ 「泌尿器科領域における周術期感染予防ガイドライン」の検証 泌尿器 出口　隆 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－２１２
名古屋地区の路上生活者における精神疾患等有病率と、路上生活へ至った要因に
関する先行調査研究

保健管理センター 西尾　彰泰 25.10.2 第193回 平成27年9月

２５－２１３
アルツハイマー病原因物質であるアミロイド－β産生に及ぼすケルセチンの効果と作
用機構の解明

神経生物 中川　敏幸 25.9.11 迅速審査 平成29年3月

２５－２１４
血糖測定システム/グルテストミント・ミントセンサーの皮下連続式グルコース測定
（CGM）キャリブレーション機器使用の妥当性、POCT機器としての操作性、及び看護
システム連携時の運用面の有用性の評価

内分泌代謝病態学 武田　純 25.9.10 迅速審査 平成26年6月

２５－２１５ 新規STDマイコプラズマ検出キットの評価に関する研究 泌尿器科 安田　満 25.9.13 迅速審査 平成25年12月

２５－２１６

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性の転移性または切除
不能局所進行乳癌において、トラスツズマブ＋カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラ
パチニブ＋カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較するランダム化第Ⅱ相試験
WJOG：ELTPOP study WJOG6110B（多施設共同）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.9.13 迅速審査 平成28年5月

２５－２１７
スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効果に関する多施設ランダ
ム化比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.26 迅速審査 平成28年4月

２５－２１８
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：金属アーチファクト低
減ソフトの評価

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.11 迅速審査 平成27年9月15

２５－２１９
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：iFlowと定量的DSA画
像解析

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.11 迅速審査 平成27年9月15

２５－２２０
脳動脈瘤塞栓術におけるHydroSoft Coilの塞栓効果に関する多施設共同前向き登録
研究　Japanese HydroSoft Registry（JHSR）

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.11 迅速審査 平成27年4月

２５－２２１ 耳鼻科における病棟薬剤業務の取り組みとその成果に関する研究 薬剤部 鈴木　昭夫 25.10.2 第193回 平成30年10月

２５－２２２
頚部・脳血管に対する冠動脈・胆道用ステント留置術の安全性と有効性に関する臨床
研究

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.26 迅速審査 平成26年3月
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２５－２２３
脳動脈瘤塞栓術におけるＨｙｄｒｏｇｅｌ　ｃｏｉｌの塞栓効果に関する多施設共同無作為化
比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.26 迅速審査 平成27年3月

２５－２２４ 遺伝性乳癌・卵巣癌に対すると遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.9.26 迅速審査 平成30年8月

２５－２２５ 遺伝性大腸癌（Linch症候群）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.9.26 迅速審査 平成30年9月

２５－２２６ 遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.9.26 迅速審査 平成30年9月

２５－２２７ 病理部門システム内保存の病理画像の研究教育的活用 病理部 宮崎　龍彦 25.9.26 迅速審査 平成28年7月

２５－２２８ 病理医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－２２９ 脳血管内治療における血小板反応性計測の臨床的意義に関する研究 脳神経外科学 榎本　由貴子 25.10.29 迅速審査 平成26年12月

２５－２３０
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾールの効果に関する多施設共
同無作為化比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.26 迅速審査 平成27年3月

２５－２３１
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究
Efficacy and Safety of StENt-assisted treatment for Cerebral aneurysms  (ESSENCE)

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.26 迅速審査 平成26年9月

２５－２３２

ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究－
抗血小板薬の効果と画像所見－（ESSENCE付随研究）　Efficacy and Safety of StENt-
assisted treatment for Cerebral aneurysms Anti-Platelet and Imaging study
(ESSENCE-API)

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.9.26 迅速審査 平成26年9月

２５－２３３
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 25.10.1 迅速審査 平成26年7月

２５－２３４ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 人間情報システム工学科 伊藤　聡 25.10.1 迅速審査 平成28年12月

２５－２３５ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 25.10.1 迅速審査 平成29年7月

２５－２３６
治癒切除結腸癌（StageⅢ）を対象と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

2外科 高橋　孝夫 25.10.7 迅速審査 平成29年3月

２５－２３７
子宮頸部上皮内腫瘍（CIN3）に対する円錐切除後の患者におけるヒトパピローマウイ
ルス（HPV）ワクチンによるHPV再感染予防に関する検討

産科婦人科 牧野　弘 25.11.1 迅速審査 平成27年6月

２５－２３８
看護師の両立支援制度利用プロセスにおけるキャリア支援　－職場復帰した看護師
へのインタビュー調査から－

看護部 五島　光子 25.10.22 迅速審査 平成26年1月

２５－２３９ プリオン病の自然歴に関する全国調査研究 神経内科・老年学 犬塚　貴 25.11.6 第194回 平成27年3月

２５－２４０
既存データを用いた末梢神経伝導速度検査を受けた2型糖尿病患者の合併症に関
する研究

病態情報解析医学 伊藤　弘康 25.11.6 第194回 平成26年1月

２５－２４１ 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（多施設共同研究） 高次救命治療センター 名知　祥 25.11.6 第194回 平成30年10月
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２５－２４２ タイ肝吸虫感染による胆管癌の新規腫瘍マーカーの同定及び検出系の確立 寄生虫学 呉　志良 25.12.4 第195回 平成29年3月

２５－２４３
C型慢性肝疾患を合併した2型糖尿病症例に対するDPP4阻害薬テネリグリプチンの肝
機能および糖代謝に及ぼす効果の検討

第１内科 白木　亮 25.11.6 第194回 平成28年3月

２５－２４４
NAFLD（含むNASH）合併した2型糖尿病症例に対するDPP4阻害薬テネリグリプチン
の肝機能および糖代謝に及ぼす効果の検討

第１内科 白木　亮 25.11.6 第194回 平成28年3月

２５－２４５ 救急領域における最新CT技術を用いた低被ばく、高画質化に関する検討 放射線科 棚橋　裕吉 25.11.6 第194回 平成28年10月

２５－２４６
全身振動（Whole Body Vibration）トレーニングがメタボリックシンドロームの危険因子
に及ぼす効果

スポーツ医科学 辛　紹熙 25.11.6 第194回 平成30年10月

２５－２４７ ロボットに対する人らしさ知覚に関する心理実験 工学部 寺田　和憲 25.11.6 第194回 平成30年10月

２５－２４８
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

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.11.6 第194回 平成29年10月

２５－２４９
根治切除不能大腸癌に対するセツキシマブを含む一次治療における有害事象とQoL
の関連の検討

第２外科 高橋　孝夫 25.11.6 第194回 平成28年5月

２５－２５０
ジアフェニルスルホン投与によるステロイド治療抵抗性神経スイート病に関する治療研
究

神経内科・老年学 林　祐一 25.11.6 第194回 平成26年12月

２５－２５１ 吃音が生活に及ぼす影響についての調査研究 教育学部特別支援教育講座 村瀬　忍 25.11.1 迅速審査 平成27年9月

２５－２５２ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 岩間　亨 25.10.29 迅速審査 平成28年3月

２５－２５３ 洗浄液の組成による慢性硬膜下血腫再発抑制の検討 脳神経外科 中山　則之 25.10.29 迅速審査 平成27年4月

２５－２５４ インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究- 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.10.29 迅速審査 平成29年6月

２５－２５５ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 25.10.29 迅速審査 平成29年7月

２５－２５６ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 25.10.29 迅速審査 平成27年8月

２５－２５７ 鏡視下肩関節手術において腕神経叢ブロックが術後疼痛へ与える効果 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 25.10.29 迅速審査 平成30年5月

２５－２５８
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 鈴木　昭夫 25.10.31 迅速審査 平成26年5月

２５－２５９ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 25.10.31 迅速審査 平成28年3月

２５－２６０ 自然免疫不全症の早期診断スクリーニング・治療法開発に関する研究 小児病態学 大西　秀典 25.11.5 迅速審査 平成30年10月
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２５－２６１
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

第2外科 山口　和也 25.11.1 迅速審査 平成33年3月

２５－２６２
人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）の耐摩耗
性に関する多施設共同研究

整形外科 伊藤　芳毅 25.11.14 迅速審査 平成32年6月

２５－２６３
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（JACCRO
CC08）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.11.1 迅速審査 平成28年4月

２５－２６４
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（JACCRO CC-07）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.11.1 迅速審査 平成29年2月

２５－２６５
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/Ⅰ‐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（JCOG0603）

第2外科 高橋　孝夫 25.11.7 迅速審査 平成33年1月

２５－２６６
抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-
09）

第2外科 高橋　孝夫 25.12.4 第195回 平成28年3月

２５－２６７ 人工股関節置換術術後成績の調査および検証 整形外科 瀧上　伊織 25.12.4 第195回 平成30年12月

２５－２６８ 若い男女における結婚・出産についての意識調査 保健管理センター 山本　眞由美 25.12.4 第195回 平成26年3月

２５－２６９ Wiiを利用した平衡機能測定 整形外科 青木　隆明 25.12.4 第195回 平成27年9月

２５－２７０
当院職員の4種ウイルス（麻疹、風疹、水痘、ムンプス）感染症およびB型肝炎ウイルス
に対する抗体保有率およびワクチン接種の効果に関する検討

生体支援センター 村上　啓雄 26.3.5 第198回 平成27年3月

２５－２７１ 泌尿器科癌エクソソーム関連タンパク解析 泌尿器科 水谷　晃輔 25.12.4 第195回 平成28年3月

２５－２７２
主幹動脈病変を有する急性期虚血性脳血管障害における抗血小板反応性モニタリン
グの臨床的意義に関する研究　Platelet Reactivity Monitoring in Acute Ischemic
StorokE（PRAISE）

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.12.4 第195回 平成27年3月

２５－２７３ 人工膝関節置換術髄外ガイドの有用性に関する研究 整形外科 松本　和 25.12.4 第195回 平成31年12月

２５－２７４
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/withiout
Bevacizumab療法とFOLFIRI with/withiout Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ラン
ダム化比較試験

第２外科 高橋　孝夫 25.12.4 第195回 平成29年5月

２５－２７５
根治切除可能な進行直腸癌に対する術前化学療法としてのSOX療法とmFOLFOX6
療法の有用性の検討-ランダム化第Ⅱ相臨床試験-　KSCC 1301

第２外科 高橋　孝夫 25.12.4 第195回 平成32年8月

２５－２７６ 訪問看護ケア必要度の推計 看護学科 纐纈　朋弥 25.12.4 第195回 平成27年3月

２５－２７７ 高齢者虐待における虐待者と被虐待者分離後の支援プログラムの開発 看護学科 石原　多佳子 25.12.4 第195回 平成27年12月

２５－２７８
看護学生の死別の経験および死生観を踏まえた終末期ケアに関する看護教育の検
討

看護学科 石黒　千映子 25.12.4 第195回 平成27年3月

２５－２７９
FOLFOX療法に起因する末梢神経症状に対するプレガバリンの有効性および安全性
に関する検討（PerSeUS CRC-01）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.12.4 第195回 平成28年11月
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２５－２８０ ヒト末梢血中の前立腺癌エキソソーム関連タンパクまたは核酸（DNA、RNA）解析 泌尿器科 水谷　晃輔 25.11.7 迅速審査 平成27年3月

２５－２８１ 岐阜県における早産、感染性流産；発症のリスク因子の検討（第二研究） 産科婦人科 竹中　基記 25.12.4 第195回 平成29年12月

２５－２８２
StageⅣ胃癌の治療成績を評価する前向きコホート調査ならびに化学療法[TS-1＋α]
が奏功したStageⅣ胃癌症例に対するVolume Reduction Surgeryの意義を検討する臨
床第Ⅱ相試験(PerSeUS-GC01)

第２外科 山口　和也 25.11.14 迅速審査 平成29年10月

２５－２８３
発症から8時間以上経過、あるいは発症時刻不明の急性期脳主幹動脈閉塞症に対す
る血管再開通療法

脳神経外科学 岩間　亨 25.11.25 迅速審査 平成26年3月

２５－２８４
他のARBとアムロジピン5㎎併用からテルミサルタン/アムロジピン配合錠への切り替え
による降圧効果の比較検討

内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.12.6 迅速審査 平成27年12月

２５－２８５ 糖尿病患者における精神状態の実態調査 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.12.6 迅速審査 平成26年12月

２５－２８６ ARB/CCB合剤投与下の降圧効果不十分な高血圧患者に対するCCB増量の効果 循環・呼吸病態学 湊口　信也 25.12.9 迅速審査 平成28年5月

２５－２８７ 救急領域における最新CT技術を用いた低被ばく、高画質化に関する検討 放射線科 棚橋　裕吉 25.11.25 迅速審査 平成28年10月

２５－２８８ 救急医療と道路整備による時間短縮との関係の分析 救急災害医学 小倉　真治 25.12.4 第195回 平成28年11月

２５－２８９ 脳ＭＲ画像の画像診断支援システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 25.11.27 迅速審査 平成29年10月

２５－２９１ MDCTを用いた大腸癌肝転移診断における至適造影剤量の検討 放射線科 五島　聡 26.1.8 第196回 平成28年6月

２５－２９２
成人心房中隔欠損症における右開胸と胸骨正中切開による手術後成績の比較（後向
きコホート研究）

高度先進外科学 石田　成吏洋 26.1.8 第196回 平成27年3月

２５－２９３
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Ⅱ相

第１外科 白橋　幸洋 26.1.8 第196回 平成33年9月

２５－２９４ StageⅠ肺癌脈管侵襲陰性例における術後補助療法の疫学調査 第１外科 白橋　幸洋 26.1.8 第196回 平成26年3月

２５－２９５
脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全性の検
討　CSPS.com (Cilostazol Stroke Prevention Study. Combination)

脳神経外科 石澤　錠二 26.1.8 第196回 平成29年3月

２５－２９６ 看護技術演習授業における、臨床看護師の指導上の困難感 看護部 伊藤　友美 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－２９７ 骨髄不全患者を対象としたHLA-Aアレル欠失血球の検出（多施設共同研究） 臨床腫瘍学 原　武志 26.1.8 第196回 平成28年3月

２５－２９８ 神経変性疾患におけるヒトiPS細胞の遺伝子検索 神経内科・老年学 保住　功 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－２９９ ＣＫＤ患者に及ぼすアジルサルタンの影響の検討 循環病態学 湊口　信也 26.1.8 第196回 平成26年12月
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２５－３００
Fluoropyrimidine, Oxaliplatin, Irinotecanを含む化学療法に不応または不耐のKRAS
野生型進行・再発結腸・直腸癌に対するRegorafenibとcetuximabの逐次投与と
cetuximabとregorafenibの逐次投与のランダム化第Ⅱ相試験（REVERCE試験）

第２外科 高橋　孝夫 26.1.8 第196回 平成28年9月

２５－３０１
非切除肝門部悪性胆道閉塞に対する内視鏡的複数本胆道ドレナージにおけるサイド
バイサイド法とパーシャルステントインステント法の多施設共同無作為化比較試験

地域腫瘍学 安田　一朗 26.1.8 第196回 平成28年6月

２５－３０２ 急性胆道炎のベストプラクティス探究に関する日本台湾国際共同研究：急性胆管炎 地域腫瘍学 安田　一朗 26.1.8 第196回 平成28年12月

２５－３０３ 急性胆道炎のベストプラクティス探究に関する日本台湾国際共同研究：急性胆嚢炎 地域腫瘍学 安田　一朗 26.1.8 第196回 平成28年12月

２５－３０４ 輸液量が硬膜外麻酔による循環動態の変動に与える影響の検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－３０５
既存データを用いたルビエールリンパ節転移に対するCTとMRIの診断能比較に関す
る研究

放射線科 加藤　博基 26.1.8 第196回 平成26年12月

２５－３０６ 既存データを用いた耳下腺腫瘍の嚢胞形成に注目した画像診断に関する研究 放射線科 加藤　博基 26.1.8 第196回 平成26年12月

２５－３０７ インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究- 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.12.16 迅速審査 平成29年6月

２５－３０８
深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比較第Ⅲ
相試験

第2外科 山口　和也 25.12.6 迅速審査 平成33年6月

２５－３０９ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.12.6 迅速審査 平成30年3月

２５－３１０
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－JFMC47-1202-C3（ACHIEVE Trial）－

がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.12.6 迅速審査 平成33年7月

２５－３１１ 頭頸部癌における発癌機構、治療に関与する因子のスクリーニング研究 耳鼻咽喉科 柴田　博史 25.12.6 迅速審査 平成30年5月

２５－３１２ 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての多施設観察研究 高次救命治療センター 白井　邦博 26.1.8 第196回 平成26年12月

２５－３１３ CYPおよびMDRの遺伝子多型がタクロリムスの薬物動態に及ぼす影響 薬剤部 大野　雄太 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－３１４ 尿路性器感染症に伴う敗血症に対するPZFX1回1000㎎1日2回投与の有用性の検討 泌尿器科 安田　満 26.1.8 第196回 平成27年8月

２５－３１５ 前立腺生検患者におけるセルニルトンのPSAに与える影響 泌尿器科 安田　満 26.1.8 第196回 平成27年8月

２５－３１６ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－３１７ 岐阜県におけるアンチバイオグラムに関する調査研究 泌尿器科 安田　満 26.1.8 第196回 平成30年12月
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２５－３１８
神経変性疾患患者の検体（歯組織、血液、皮膚等）からのiPS細胞の作製と機能解析・
創薬に関する研究

神経内科・老年学 保住　功 25.12.9 迅速審査 平成30年3月

２５－３１９
頭頸部癌におけるセツキシマブの各種抗がん剤に対する上乗せ効果と安全性の評価
に関する検討（第２相試験）

耳鼻咽喉科 久世　文也 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－３２０ ムコ多糖症に対するポリ硫酸ペントサン製剤の治療的応用 新生児集中治療部 折居　建治 26.1.8 第196回 平成28年3月

２５－３２１
前庭障害症例に対する微小電流を用いた経皮的前庭電気刺激併用リハビリテーショ
ンに関する臨床的研究

耳鼻咽喉科 青木　光広 25.12.12 迅速審査 平成29年1月

２５－３２２ 緑内障の長期予後に関する研究 眼科学分野 山本　哲也 25.12.25 迅速審査 平成27年10月

２５－３２３
スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効果に関する多施設ランダ
ム化比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.12.27 迅速審査 平成30年4月

２５－３２４
原発開放隅角緑内障（広義）を対象としたビマトプロスト点眼液とトラボプロスト／チモ
ロールマレイン酸塩配合点眼液の比較試験

眼科学 澤田　明 25.12.25 迅速審査 平成26年6月

２５－３２５ 肝硬変患者におけるL-カルニチン投与による高アンモニア血症改善効果の探索研究 第１内科 白木　亮 25.12.25 迅速審査 平成26年12月

２５－３２６ 頭頸部癌における慢性炎症と予後不良因子との関連の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 25.12.27 迅速審査 平成28年5月

２５－３２７
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験

第２外科 高橋　孝夫 26.1.9 迅速審査 平成29年4月

２５－３２８
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化比較第Ⅱ相試験における治療感受性
予測の探索的研究

第２外科 高橋　孝夫 26.1.9 迅速審査 平成29年4月

２５－３２９
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.12.27 迅速審査 平成27年12月

２５－３３０
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究：定量サブ解析
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)：
quantitative subanalysis

脳神経外科学 榎本　由貴子 25.12.27 迅速審査 平成27年12月

２５－３３１ 若年女性がん、免疫疾患のQOL向上を志向した卵巣組織凍結ならびに自家移植 産科婦人科 古井　辰郎 25.12.27 迅速審査 平成28年12月

２５－３３２ 新しい瞳孔反応計測装置を用いた様々な眼疾患の正常者との判別 眼科学 澤田　明 25.12.27 迅速審査 平成27年12月

２５－３３３ テイコプラニン初期負荷投与設計の効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 26.1.6 迅速審査 平成26年12月

２５－３３４
Docetaxel＋CDDP＋5-FU（DCF）化学療法を受ける食道癌患者に対する成分栄養剤
エレンタールの有用性に関する研究（EPOC study）

第２外科 田中　善宏 26.1.9 迅速審査 平成26年6月

２５－３３５ 食道癌化学療法における口腔粘膜炎発症割合の調査－観察研究－（付随研究） 第２外科 田中　善宏 26.1.9 迅速審査 平成26年12月

２５－３３６ 既存データを用いた石灰化上皮腫の超音波所見に関する研究 検査部 多田　早織 26.1.6 迅速審査 平成26年12月
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２５－３３７
女性に対する制吐療法の有効性評価および悪心・嘔吐に対するリスク因子の詳細な
検討

第２外科 高橋　孝夫 26.1.17 迅速審査 平成26年12月

２５－３３８
動物由来クラミジアの自然界における存在様式の解明-比較ゲノム解析および種特異
的診断法開発と実態調査

応用生物科学部獣医微生物
学分野

大屋　賢司 26.1.17 迅速審査 平成27年3月

２５－３３９
シメプレビル併用インターフェロン治療時における治療奏功率向上および副作用軽減
のための治療方法の検討

肝疾患診療支援センター 末次　淳 26.2.5 第197回 平成28年12月

２５－３４０ C型慢性肝炎治療時における新規PCR法によるウイルス検出感度の検討 肝疾患診療支援センター 末次　淳 26.2.5 第197回 平成27年12月

２５－３４１ 拡張型心筋症における筋線維芽細胞の臨床的意義に関する考察 第２内科 岡田　英志 26.2.5 第197回 平成28年12月

２５－３４２
StageⅢ結腸癌に対する術後補助化学療法としてのS-1＋Oxaliplatin（C-SOX）療法の
効果・安全性確認試験（KSCC1303）

第２外科 高橋　孝夫 26.2.5 第197回 平成33年1月

２５－３４３ 縁起担ぎの心理的プロセスのモデル化 工学部 寺田　和憲 26.3.5 第198回 平成31年2月

２５－３４４
観察対象の振舞いの抽出化粒度と自閉症スペクトラム指数（AQ）の関係の心理学的
調査

工学部 寺田　和憲 26.3.5 第198回 平成31年2月

２５－３４５
胆管閉塞に対するERCPを使用したドレナージ不成功時における、PTBDとEUS-BDの
患者の嗜好に関する調査

地域腫瘍学 安田　一朗 26.2.5 第197回 平成26年7月

２５－３４６
局所進行子宮頸癌根治放射線療法施工例に対するUFTによる補助化学療法のラン
ダム化第Ⅲ相比較試験（多施設共同研究）

産科婦人科学 川島　英理子 26.2.5 第197回 平成31年4月

２５－３４７
転移性腎細胞癌に対する1次IL-2＋IFNα併用/2次Axitinib逐次療法群と1次
Sunitinib/2次Axitinib逐次療法群における有効性・安全性に関するランダム化比較試
験

泌尿器科学 横井　繁明 26.2.5 第197回 平成30年9月

２５－３４８
深部静脈血栓症予防用弾性ストッキングの圧迫による皮膚障害の形態的特徴と発生
要因の検討

生体支援センター 村上　啓雄 26.2.5 第197回 平成27年1月

２５－３４９
StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する2施
設共同後ろ向き研究

第２外科 奥村　直樹 26.2.5 第197回 平成26年7月

２５－３５０ 重症再生不良性貧血患者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
臨床腫瘍学 原　武志 26.2.5 第197回 平成26年12月

２５－３５１
造血器腫瘍に合併した深在性真菌症に対するカスポファンギンの有用性に関する多
施設共同第Ⅱ相試験

臨床腫瘍学 原　武志 26.2.5 第197回 平成28年3月

２５－３５２ 低体温症患者の医学情報等に関する疫学研究 救急災害医学 小倉　真治 26.2.5 第197回 平成26年8月

２５－３５３
検査済み新生児マススクリーニング濾紙血を用いたムコ多糖症の新生児スクリーニン
グ法開発に関する研究

小児病態学 深尾　敏幸 26.2.5 第197回 平成28年9月

２５－３５４
ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）、発作性運動誘発性
舞踏アテトーゼ（PKC）患者の関連遺伝子解析

神経内科・老年学 保住　功 26.1.22 迅速審査 平成27年8月
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２５－３５５
婦人科癌生存患者におけるメタボリックシンドロームに関する調査研究（多施設共同研
究）

産科婦人科学 川島　英理子 26.5.8 迅速審査 平成30年12月

２５－３５６ 先天性免疫不全症の病因遺伝子同定および病態形成機序の解明 小児病態学 加藤　善一郎 26.1.22 迅速審査 平成28年2月

２５－３５７
「持続する発熱性好中球減少症に対する従来型の経験的抗真菌治療とD-indexに基
づく早期抗真菌治療の無作為割付比較試験」多施設共同研究

臨床腫瘍学 原　武志 26.2.4 迅速審査 平成29年1月

２５－３５８
切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用（CS）療法とドセタキセル
/シスプラチン/S-1併用（DCS）療法のランダム化第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 26.2.4 迅速審査 平成30年5月

２５－３５９ 学生の教育研究体験における学習過程の調査 医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 26.2.4 迅速審査 平成30年1月

２５－３６０ テュトーリアル選択コースでの学生主体の医学教育研究 医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 26.2.4 迅速審査 平成30年1月

２５－３６１
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究
Efficacy and Safety of StENt-assisted treatment for Cerebral aneurysms  (ESSENCE) 脳神経外科学 榎本　由貴子 26.2.4 迅速審査 平成28年9月

２５－３６２
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究－
抗血小板薬の効果と画像所見－（ESSENCE付随研究）　Efficacy and Safety of StENt-
assisted treatment for Cerebral aneurysms Anti-Platelet and Imaging study

脳神経外科学 榎本　由貴子 26.2.4 迅速審査 平成28年9月

２５－３６３
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（JACCRO
CC08）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 26.2.4 迅速審査 平成28年4月

２５－３６４ 加振機・骨導刺激による前庭誘発筋電位検査の研究 耳鼻咽喉科 伊藤　八次 26.2.4 第197回 平成29年1月

２５－３６５ アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤の高血圧患者の左室拡張能に及ぼす影響 循環・呼吸病態学 湊口　信也 26.3.5 第198回 平成27年6月

２５－３６６ 慢性肝障害患者における
13

C-glucose呼気試験に関する検討 第一内科 白木　亮 26.3.5 第198回 平成26年9月

２５－３６７ 医学生の海外臨床実習に対する準備教育の効果に関する研究 医学教育開発研究センター 阪下　和美 26.3.5 第198回 平成31年2月

２５－３６８ 高齢重症敗血症患者における免疫機能の解析 救急・災害医学 鈴木　浩大 26.3.5 第198回 平成31年2月

２５－３６９ カンボジアにおける精神科外来受診行動の背景に関する調査 保健管理センター 西尾　彰泰 26.3.5 第198回 平成29年2月

２５－３７０ 脳血管手術周術期における抗血小板療法の効果解析 脳神経外科 辻本　真範 26.3.5 第198回 平成29年2月

２５－３７１ インクレチン関連薬応答性を規定する遺伝子多型の探索 内分泌代謝病態学 武田　純 26.3.5 第198回 平成31年2月

２５－３７３
腎移植患者におけるエベロリムス（サーティカン®）＋タクロリムス（グラセプター®）併用
療法の有効性・安全性の検討

泌尿器科 土屋　朋大 26.3.5 第198回 平成27年12月

２５－３７４ 上肢筋骨格系疾患患者のhealth statusに関与する身体および精神心理機能 リハビリテーション部 桝田　臣弘 26.3.5 第198回 平成28年3月
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２５－３７５
新たに診断された多発性骨髄腫に対する自家造血幹細胞移植後の地固め療法として
のレナリドミド・デキサメタゾン療法および維持療法としてのレナリドミド単剤療法の有効
性および安全性の検討

臨床腫瘍学 原　武志 26.3.5 第198回 平成31年3月

２５－３７６
初回投与量の減量を必要とする再発または難治性多発性骨髄腫に対する段階的増
量レナリドミド・デキサメタゾン療法の有効性および安全性の検討

臨床腫瘍学 原　武志 26.3.5 第198回 平成29年3月

２５－３７７ 日本集中治療医学会主催のICU入室患者登録システム事業への参画 高次救命治療センター 中野　通代 26.3.5 第198回 平成30年12月

２５－３７８
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の
CDDP＋TS-1＋同時胸部放射線照射（45Gy）後の手術の第Ⅱ相試験

第一外科 白橋　幸洋 26.3.5 第198回 平成33年11月

２５－３７９ 甲状腺機能亢進症への複合ビタミン配合剤（Twendee X）の効果
生命科学総合研究支援セン

ター　抗酸化研究部門
犬房　春彦 26.3.5 第198回 平成28年10月

２５－３８０
SUPALIV®およびその他サプリメントによる飲酒時の血液中アルコール濃度とアセトア
ルデヒド濃度への影響

生命科学総合研究支援セン
ター　抗酸化研究部門

犬房　春彦 26.3.5 第198回 平成29年10月

２５－３８１
アルツハイマー病原因物質であるアミロイド－β産生に及ぼすケルセチンの効果と作
用機構の解明

神経生物 中川　敏幸 26.2.12 迅速審査 平成29年3月

２５－３８２ 皮膚筋炎関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認(多施設共同研究) 皮膚病態学 清島　真理子 26.2.12 迅速審査 平成28年3月

２５－３８４
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その２）－質
問紙によるAIMS-Gifuシステムを利用した急性期看護学に関連する学習の実態調査
－

看護学科 高橋　由起子 26.2.17 迅速審査 平成31年6月

２５－３８５
医療系学生および医療従事者のコミュニケーションや対人関係の支援ニーズの調査と
援助方法の開発及び啓発

医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 26.3.5 迅速審査 平成29年10月

２５－３８６
禁煙治療パスと禁煙開始行動実施のためのツールを使用して看護介入した結果得ら
れた禁煙指導の効果

看護部 内藤　和代 26.2.20 迅速審査 平成26年3月

２５－３８７ CYPおよびMDRの遺伝子多型がタクロリムスの薬物動態に及ぼす影響 薬剤部 大野　雄太 26.3.3 迅速審査 平成30年12月

２５－３８８ シタグリプチン効果不十分例におけるアログリプチンの血糖改善効果に関する検討 内分泌代謝病態学 武田　純 26.2.20 迅速審査 平成31年1月

２５－３８９ 自然免疫不全症の早期診断スクリーニング・治療法開発に関する研究 小児病態学 大西　秀典 26.2.20 迅速審査 平成30年10月

２５－３９０
進行・再発大腸癌に対する二次治療におけるベバシズマブ＋イリノテカン＋S‐1隔日
投与第Ⅱ相試験　AIRS Study

第二外科 高橋　孝夫 26.2.20 迅速審査 平成28年5月

２５－３９１
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

高度先進外科学 關野　考史 26.2.21 迅速審査 平成31年9月

２５－３９２ 難治性抗NMDA受容体抗体脳炎に対するシクロホスファミド療法に関する治療研究 神経内科・老年学 瀬川　一 26.3.5 第198回 平成27年2月

２５－３９３
医療系学生の音楽聴取が勉強に及ぼす影響および勉強形態と成績の関連性に関す
る研究

産業衛生学 井奈波　良一 26.3.5 第198回 平成31年2月

２５－３９５
脳動脈瘤塞栓術におけるＨｙｄｒｏｇｅｌ　ｃｏｉｌの塞栓効果に関する多施設共同無作為化
比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 26.2.27 迅速審査 平成28年3月
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２５－３９６

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性の転移性または切除
不能局所進行乳癌において、トラスツズマブ＋カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラ
パチニブ＋カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較するランダム化第Ⅱ相試験
WJOG：ELTPOP study WJOG6110B（多施設共同）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 26.2.27 迅速審査 平成28年12月

２５－３９７ CKD（慢性腎臓病）合併心不全患者に対するトルバプタンの有用性の検討 第２内科 湊口　信也 26.3.13 迅速審査 平成28年3月

２５－３９８ 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究３ (JR-NET ３） 脳神経外科学 榎本　由貴子 26.3.13 迅速審査 平成27年2月

２５－３９９ 若年女性がん、免疫疾患のQOL向上を志向した卵巣組織凍結ならびに自家移植 産科婦人科 古井　辰郎 26.3.14 迅速審査 平成28年12月

２５－４００ 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての多施設観察研究 救急災害医学 白井　邦博 26.3.14 迅速審査 平成26年12月

２５－４０１
降圧効果不十分な高血圧患者に対するARB/CCB合剤投与による家庭血圧への影響
（OICHI）

循環・呼吸病態学 湊口　信也 26.3.17 迅速審査 平成30年3月

２５－４０２
初学者のための産褥期における乳房触診技術の教示方法の検討-乳房緊満の程度
に焦点を当てて-

看護学科 今田　葉子 26.3.17 迅速審査 平成28年3月

２５－４０３
オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロス
ペクティブ研究(J-RIGID study)

薬剤部 石原　正志 26.4.4 迅速審査 平成27年10月

２５－４０４
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試験　The
Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in Japanese Patients with Chronic Heart
Failure

循環呼吸病態学 湊口　信也 26.3.27 迅速審査 平成27年5月

２５－４０５ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 26.3.27 迅速審査 平成30年3月

２５－４０６ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 26.3.27 迅速審査 平成27年2月

２５－４０７ AEDリアルタイムフィードバック機能が胸骨圧迫に与える効果 看護部 五島　光子 26.3.27 迅速審査 平成26年10月

２５－４０８ 既存データを用いた皮膚病変の超音波エラストグラフィ所見に関する研究 検査部 冨岡　千草 26.3.27 迅速審査 平成27年3月

２５－４０９ 関節炎患者における関節腔内好中球の活性化ならびにその制御 医学教育開発研究センター 丹羽　雅之 26.3.28 迅速審査 平成28年3月

２５－４１０
日本人医師の留学を含むキャリア発達におけるメンタリング機能についての探索的研
究

医学教育開発研究センター 鈴木　康之 26.3.28 迅速審査 平成28年3月

２５－４１１ 占領期における看護技術教育の内容と方法 看護学科 滝内　隆子 26.3.28 迅速審査 平成29年3月

２５－４１２ 看護技術シミュレーターの開発（1） 看護学科 滝内　隆子 26.3.28 迅速審査 平成29年3月

２５－４１３
クリティカルケア領域で働く新卒看護師の臨床実践能力の獲得における1年間の思い
の変化

看護部 五島　光子 26.3.28 迅速審査 平成27年3月

２５－４１４
リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策
の立案に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 26.3.28 迅速審査 平成27年3月
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２５－４１５
発症から8時間以上経過、あるいは発症時刻不明の急性期脳主幹動脈閉塞症に対す
る血管再開通療法

脳神経外科学 岩間　亨 26.3.28 迅速審査 平成28年3月

２６－１ 中等症UCにおけるインフリキシマブの有効性～早期インフリキシマブ療法の検討～ 光学医療診療部 荒木　寛司 26.4.2 第199回 平成29年3月

２６－２
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（ULTIMATE
TRIAL）

第２外科 高橋　孝夫 26.4.2 第199回 平成31年1月13日

２６－３
メロペネムの高用量投与の有用性および安全性に関する多施設共同レトロスペクティ
ブ研究

薬剤部 丹羽　隆 26.4.2 第199回 平成28年3月

２６－４ 上肢機能障害者用力伝達装具の開発 整形外科 青木　隆明 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－５ 動作解析検査後の動作分析 整形外科 青木　隆明 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－６ 手術中のクロール濃度の変化と高クロール血症が術後に及ぼす影響の検討 麻酔・疼痛治療科 鬼頭　和裕 26.4.2 第199回 平成27年3月

２６－７
高悪性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）

整形外科 大野　貴敏 26.4.2 第199回 平成37年1月

２６－８
深在性真菌症におけるアムホテリシンBリポソーム製剤の血中および組織中濃度の検
討

眼科 望月　清文 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－９
グループ学習における感情表出とその行動の解析、およびその文化的考察と実践応
用に関する研究

医学教育開発研究センター 西城　卓也 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－１０
男子淋菌性尿道炎に対するジスロマックSRの有用性とその細菌学的効果に影響する
pharmacokinetics-pharmacodynamics（PK-PD）パラメータの検討

泌尿器科 安田　満 26.4.2 第199回 平成27年12月

２６－１１ 麻酔薬が糖代謝に与える影響 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－１２ 心拍変動周波数解析を用いた腸間膜牽引症候群の予測と自律神経の関与の検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－１３ ヒト乾癬症例の原因・病態解析・治療法開発に関する研究 小児病態学 大西　秀典 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－１４ 慢性腎不全に対する維持透析時に生じるシャント血管閉塞病変の組織学的検討 第２内科 宮崎　渚 26.4.2 第199回 平成31年3月

２６－１５ ニカルジピン塩酸塩による静脈炎の早期発見のための取り組み 看護部 伊藤　友美 26.4.2 第199回 平成26年12月

２６－１６ 食道癌患者におけるエノキサパリンナトリウムの有用性及び新規薬効指標の検討 腫瘍外科 田中　善宏 26.4.2 第199回 平成29年3月

２６－１７ 人工膝関節置換術後疼痛に対するオピオイドの臨床的検討 麻酔科疼痛治療科 松本　茂美 26.4.2 第199回 平成29年12月

２６－１８ 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 第２内科 湊口　信也 26.4.2 第199回 平成28年3月

２６－１９ StageⅠ肺癌脈管侵襲陰性例における術後補助療法の疫学調査 第１外科 白橋　幸洋 26.4.4 迅速審査 平成26年5月
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２６－２０
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対するIVIG療法に関する治療
研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２１
免疫介在性末梢神経障害（CIDP，GBS，CSSは除く）に対するIVIG療法に関する治療
研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２２ 免疫介在性脳脊髄炎に対するIVIG療法に関する治療研究 神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２３
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対するステロイドパルス療法に
関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２４
免疫介在性末梢神経障害（CIDP，GBS，CSSは除く）に対するステロイドパルス療法に
関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２５
免疫介在性脳脊髄炎（多発性硬化症、視神経脊髄炎を除く）に対するステロイドパル
ス療法に関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２６
全身性筋痙攣（重症筋無力症、多発性筋炎を除く）に対する血液浄化療法に関する
治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２７
免疫介在性末梢神経障害（CIDP，GBS，CSSは除く）に対する血液浄化療法に関する
治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２８
免疫介在性脳脊髄炎（多発性硬化症、視神経脊髄炎を除く）に対する血液浄化療法
に関する治療研究

神経内科・老年学 林　祐一 26.4.4 迅速審査 平成30年12月

２６－２９ 職場巡視を中心とした病院の産業保健活動の実態に関する研究 産業衛生学分野 井奈波　良一 26.5.7 第200回 平成31年3月

２６－３０
敗血症性DIC（播種性血管内凝固症候群）に対する治癒効果に関する多施設共同後
ろ向き観察研究

高次救命治療センター 名知　祥 26.5.7 第200回 平成29年4月

２６－３１ 職域でのピロリ菌抗体・ペプシノゲン健診（ＡＢＣ健診）の実態調査 産業衛生学分野 田中　完 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－３２ 熱中症予防診断システムに関する基礎研究 産業衛生学分野 田中　完 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－３３
進行・再発大腸癌を対象としたオキサリプラチン再導入biweekly S-1+Oxaliplatin
（SOX）療法の有効性を検討する第Ⅱ相臨床試験

第２外科 高橋　孝夫 26.5.7 第200回 平成29年2月

２６－３４ 骨組織を用いた骨粗鬆症研究-骨代謝関連分子の発現調査- 整形外科 瀧上　伊織 26.5.7 第200回 平成29年3月

２６－３５
間歇的自己導尿患者に対する看護師の再指導が尿路性器感染症発症率に与える影
響に関する検討

泌尿器科 安田　満 26.5.7 第200回 平成31年3月

２６－３６ 岐阜県ロービジョンケアネット（岐阜うかいnet）運用に関する研究 眼科学 川瀬　和秀 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－３７
ビデオ喉頭鏡（McGRATH®MAC）を用いたダブルルーメンチューブ挿管において枕
の高さが与える影響

麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－３８
肝細胞癌に対するSorafenibの副作用ならびに治療効果に関わる遺伝因子の網羅的
遺伝子解析（Genome-wide association study：GWAS）国内共同研究

生体支援センター 高井　光治 26.4.11 迅速審査 平成29年3月

２６－３９ 糖尿病治療薬リラグルチドの肥満および糖尿病の治療効果の判定 生体支援センター 飯塚　勝美 26.4.11 迅速審査 平成28年3月
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２６－４０ 岐阜大学医学部附属病院におけるカンジダ血症に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 26.4.11 迅速審査 平成29年3月

２６－４１
マンモグラフィでの病巣の良悪性鑑別において，類似過去症例を検索し提示する診
断支援システムの開発と，その有用性の検討

知能イメージ情報 藤田　廣志 26.4.11 迅速審査 平成29年3月

２６－４２
小規模多機能型ホーム利用に伴う主介護者の「思い」と「行動」の特徴　－認知症グ
ループホームとの比較－

看護学科 小林　和成 26.4.11 迅速審査 平成28年3月

２６－４３ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 26.4.11 迅速審査 平成27年3月

２６－４４
プラチナ感受性再発上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対するジェムザール＋カルボ
プラチン併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

産科婦人科学 川島　英理子 26.4.11 迅速審査 平成27年3月

２６－４５ 医療技術習熟用模擬シミュレータの開発（2） 第一外科 木村　真樹 26.4.11 迅速審査 平成29年3月

２６－４６ 最新MRI技術を応用した組織・機能解析に関する研究 放射線科 五島　聡 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－４７ リンパ管腫症、ゴーハム病、難治性血管奇形に対するエベロリムス療法 小児科 小関　道夫 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－４８ ゲノムアレイを利用した先天性染色体異常の検出と、その診断および解析について 新生児集中治療部 折居　建治 26.5.8 迅速審査 平成31年3月

２６－４９ 重症ミトコンドリア代謝異常症に対するピルビン酸ナトリウム製剤の投与について 新生児集中治療部 折居　建治 26.5.8 迅速審査 平成31年3月

２６－５０ 婦人科腫瘍性疾患における予後因子としてのタン白質発現解析 産婦人科学 川島　英理子 26.5.8 迅速審査 平成31年3月

２６－５１ 難治性抗NMDA受容体抗体脳炎に対するシクロホスファミド療法に関する治療研究 神経内科・老年学 林　祐一 26.5.8 迅速審査 平成27年2月

２６－５２ ムコ多糖症に対するポリ硫酸ペントサン製剤の治療的応用 新生児集中治療部 折居　建治 26.5.8 迅速審査 平成28年3月

２６－５３ 基礎看護技術教育における授業方法の評価 看護学科 竹下　美恵子 26.5.8 迅速審査 平成30年3月

２６－５４
シスプラチン投与時の腎機能障害の発現に及ぼす要因解析の解析とその予防対策の
検討

薬剤部 鈴木　昭夫 26.5.8 迅速審査 平成30年8月

２６－５５ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 人間情報システム工学科 伊藤　聡 26.5.8 迅速審査 平成28年12月

２６－５６ 女子大学生に対する子宮頸がん教育プログラムの開発 看護学科 長谷川　文子 26.5.8 迅速審査 平成29年11月

２６－５７
胸部放射線と化学療法の併用療法が施行される肺癌患者の食道炎に対するアルギン
酸ナトリウム液・ポラプレジンク懸濁液と水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム
配合液併用の予防効果の評価に関する研究

薬剤部 飯原　大稔 26.6.4 第201回 平成29年6月

２６－５８
全身振動（Whole Body Vibration）トレーニングが脳性麻痺児の歩行能力に及ぼす効
果

スポーツ医科学 藪本　保 26.6.4 第201回 平成29年3月

２６－５９
当科における大腸癌肝転移に対する術前化学療法による肝切除術式変化の検討
（Retrospective Study）

第２外科 佐々木　義之 26.6.4 第201回 平成29年12月
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２６－６０ COPD患者の急性増悪時における対処行動の実態とその要因に関する研究 看護学科 岩屋　早苗 26.6.4 第201回 平成27年3月

２６－６１ アファチニブの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研究 薬剤部 飯原　大稔 26.6.4 第201回 平成31年3月

２６－６２ マタニティ・ヨガの妊娠・分娩改善効果に関する科学的検証 看護学科 金子　洋美 26.6.4 第201回 平成31年12月

２６－６３
FIGO進行期Ⅲ期－Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回治療
としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベバシズマブ
単独継続投与例の前向き観察研究

産婦人科学 川島　英理子 26.6.4 第201回 平成29年3月

２６－６４
臨床的FIGOⅣb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫瘍摘出術に関する
Feasibility Studyについて

産婦人科学 川島　英理子 26.6.4 第201回 平成30年1月9日

２６－６５
放射線療法もしくは化学放射線療法による口内炎および各種副作用に対する新規開
発ポラプレジンク含有口腔内貼付フィルム製剤の予防効果の評価に関するパイロット
研究

薬剤部 鈴木　昭夫 26.6.2 迅速審査 平成31年4月

２６－６６
インターネットを介した見守りシステムによる高齢者生活支援と地域コミュニティ再生の
可能性にかんする研究

地域科学部 山崎　仁朗 26.6.4 第201回 平成27年3月

２６－６７ 臨床研修における指導医の教育行動の変容に関する研究 医学教育学 鈴木　康之 26.6.4 第201回 平成30年5月

２６－６８
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

小児科 小関　道夫 26.6.4 第201回 平成35年2月

２６－６９ メタボローム解析を用いた成人てんかんの髄液バイオマーカーの探索 神経内科・老年学 木村　暁夫 26.6.4 第201回 平成29年5月

２６－７０
前立腺MRI画像において前立腺炎所見を有する患者の、前立腺生検組織における炎
症所見の有無についての検討

泌尿器科 亀山　紘司 26.6.4 第201回 平成28年2月

２６－７１
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討
する介入研究

第２外科 田中　善宏 26.6.4 第201回 平成33年12月

２６－７２ 食道癌に対する術前治療効果予測バイオマーカーに関する多施設共同観察研究 第２外科 田中　善宏 26.6.4 第201回 平成27年3月

２６－７３
標準療法不応の進行・再発食道癌に対する新規腫瘍抗原と腫瘍新生血管関連遺伝
子由来ペプチドを用いた新規ペプチドワクチン療法ー第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験ー

第２外科 田中　善宏 26.6.4 第201回 平成28年8月

２６－７４
食物アレルギーを起こす原因食物の違いに関わらず過剰な免疫反応を抑える食物ア
レルギー用サプリメントの開発

病原体制御学 江崎　孝行 26.6.4 第201回 平成28年2月

２６－７５ 岐阜県下の透析患者に対するFabry病研究 第２内科 湊口　信也 26.7.9 第202回 平成28年6月

２６－７６
オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロス
ペクティブ研究(J-RIGID study)

薬剤部 石原　正志 26.5.15 迅速審査 平成27年10月

２６－７７ 基礎看護技術の習得度向上に向けた取り組み 看護学科 岡本　千尋 26.5.15 迅速審査 平成29年3月

２６－７８ 多職種連携医療教育の構築と、教育効果の検証 医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 26.5.21 迅速審査 平成29年5月
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２６－７９ 岐阜大学職員におけるストレス調査 保健管理センター 加納　亜紀 26.5.21 迅速審査 平成30年5月

２６－８０ 術前がん患者の栄養状態に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 26.5.21 迅速審査 平成27年3月

２６－８１
両心室収縮及び拡張機能障害心不全患者における血漿アデノシン濃度動態の解明
に関する研究

循環呼吸病態学 湊口　信也 26.5.15 迅速審査 平成28年2月

２６－８２
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

循環呼吸病態学 湊口　信也 26.5.15 迅速審査 平成28年3月

２６－８３ レボカルニチン静注製剤の透析患者の心機能に対する有用性の検討 第２内科 湊口　信也 26.5.21 迅速審査 平成27年8月

２６－８４
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試験　The
Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in Japanese Patients with Chronic Heart
Failure

循環呼吸病態学 湊口　信也 26.5.21 迅速審査 平成28年12月

２６－８５ 皮膚筋炎における症状の変化と自己抗体の抗体価の推移の検討 皮膚病態学 清島　真理子 26.5.21 迅速審査 平成27年3月

２６－８６ 制吐療法不応例に対するパロノセトロンの効果および安全性の検討 第２外科 高橋　孝夫 26.5.21 迅速審査 平成27年6月

２６－８７
EPA（イコサペント酸エチル）による頚動脈プラーク安定化に関する臨床研究（E-
CAPS）

脳神経外科 山内　圭太 26.6.9 迅速審査 平成27年3月

２６－８８ 乳癌および消化器癌における化学療法感受性予測因子同定に関する研究 乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 26.6.2 迅速審査 平成31年5月

２６－８９
KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法mFOLFOX6と周術
期化学療法mFOLFOX6＋セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験　EXPERT試験

第2外科 高橋　孝夫 26.6.2 迅速審査 平成30年5月

２６－９０
変形性関節症と軟骨細胞における細胞外ATP、TGFalpha、cAMP、PKCシグナルの役
割に関する研究

 関節再建外科学先端医療講
座

小川　寛恭 26.7.9 第202回 平成30年7月

２６－９１ 「小児の救急・集中治療体制に関する研究」への参画 高次救命治療センター 長屋　聡一郎 26.7.9 第202回 平成33年12月

２６－９２ ケトン体代謝異常症，HSD10病の発症形態と患者数の把握のための疫学研究 小児病態学 深尾　敏幸 26.7.9 第202回 平成28年3月

２６－９３ 手術中の運動誘発電位変化率の検討 麻酔・疼痛制御学 福岡　尚和 26.7.9 第202回 平成31年6月

２６－９４
一般病院における老年看護学実習における高齢者理解のための方法としてペア実習
の効果

看護学科 温水　理佳 26.7.9 第202回 平成31年6月

２６－９５
マイクロチップPCR-電気泳動技術を用いた性感染症起炎菌の迅速検査システムの研
究

泌尿器科 安田　満 26.7.9 第202回 平成27年3月

２６－９６ 上肢リーチ作動における筋活動の研究 リハビリテーション部 日石　智紀 26.7.9 第202回 平成28年3月

２６－９７
切除不能な進行・再発大腸癌の2次治療例を対象とした腫瘍組織を用いた効果予測
因子および予後因子に関する探索的研究（AXEPT試験：組織バイオマーカー付随研
究）

第2外科 高橋　孝夫 26.7.9 第202回 平成29年5月

２６－９８
切除不能な進行・再発大腸癌の2次治療例を対象とした血液検体を用いた効果予測
因子および予後因子に関する探索的研究（AXEPT試験：血液バイオマーカー付随研
究）

第2外科 高橋　孝夫 26.7.9 第202回 平成29年5月
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２６－９９ シミュレーション教育での振り返りにおける日米の文化的比較に関する研究 医学教育学 鈴木　康之 26.7.9 第202回 平成30年6月

２６－１００ 腹腔鏡手術時の気腹が四肢血流に与える影響の観察研究 麻酔疼痛制御学 飯田　宏樹 26.7.9 第202回 平成29年6月

２６－１０１ 日本人小児期発症気管支喘息患者を対象としたクラスター解析 小児病態学 松井　永子 26.7.9 第202回 平成27年3月

２６－１０２ 肝硬変患者でのカルニチン製剤投与による高アンモニア血症改善効果の観察研究 第１内科 白木　亮 26.7.9 第202回 平成26年12月

２６－１０３ CFRTP（炭素繊維複合材料）を活用した超軽量下肢装具の開発 整形外科 青木　隆明 26.7.9 第202回 平成31年3月

２６－１０４ 難治性内耳疾患の遺伝子解析 医療情報部 青木　光広 26.6.9 迅速審査 平成29年3月

２６－１０５ ヒト悪性腫瘍における新規病理診断ツールの開発 病理部 宮﨑　龍彦 26.6.9 迅速審査 平成29年3月

２６－１０６ 先天性ケトン体代謝異常症の診断と遺伝子解析に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 26.6.9 迅速審査 平成27年3月

２６－１０７
インスリン強化療法からグルベス配合錠と持効型インスリン併用療法（BOT療法）への
切り替えの検討

内分泌代謝病態学 武田　純 26.6.23 迅速審査 平成28年6月

２６－１０８ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 26.6.9 迅速審査 平成27年8月

２６－１０９ 基礎看護技術教育における授業方法の評価 看護学科 竹下　美恵子 26.6.9 迅速審査 平成30年3月

２６－１１０ 簡易型心肺蘇生訓練キットの教育効果と維持期間の検討 看護学科 松田　好美 26.6.9 第202回 平成29年6月

２６－１１１ 心肺蘇生教育のためのポートフォリオ・システムの開発 看護学科 松田　好美 26.7.9 第202回 平成28年6月

２６－１１２ 強皮症の発症・進行における線維素溶解系因子α2-antiplasminの役割に対する検討 皮膚病態学 周　円 26.6.17 迅速審査 平成30年2月

２６－１１３ スノーボード外傷のリスクを低減させるプロテクターに関する疫学研究 整形外科 石丸　大地 26.6.17 迅速審査 平成28年6月

２６－１１４ 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 矢野　大仁 26.6.17 迅速審査 平成30年12月

２６－１１５ 大腸CTの臨床応用に関する研究 放射線部 富松　英人 26.6.17 迅速審査 平成27年6月

２６－１１６ ヒト口腔由来細胞を利用したiPS細胞誘導研究と脊髄損傷治療研究 組織・器官形成 手塚　建一 26.7.9 第202回 平成30年3月

２６－１１７
COPD患者とその家族の急性増悪時における対処行動の実態とその要因に関する研
究

看護学科 岩屋　早苗 26.6.23 迅速審査 平成27年3月

２６－１１８
超音波内視鏡下経消化管順行性胆管ステント留置術の有用性と安全性を検討する前
向き探索的臨床研究

第１内科 岩下　拓司 26.6.23 迅速審査 平成27年6月
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２６－１１９ α1ブロッカー効果不十分例におけるエビプロスタットと抗コリン薬の比較検討 泌尿器科 菊地　美奈 26.6.23 迅速審査 平成27年6月

２６－１２０
血糖測定システム/グルテストミント・ミントセンサーの皮下連続式グルコース測定
（CGM）キャリブレーション機器使用の妥当性、POCT機器としての操作性、及び看護
システム連携時の運用面の有用性の評価

内分泌代謝病態学 武田　純 26.6.23 迅速審査 平成26年12月

２６－１２１ 乳がん手術における持続傍脊椎神経ブロック併用の有用性の検討 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 26.6.23 迅速審査 平成28年5月

２６－１２２
アルツハイマー病原因物質であるアミロイド－β産生に及ぼすケルセチンの効果と作
用機構の解明

神経生物 中川　敏幸 26.8.8 迅速審査 平成29年3月

２６－１２３ 岐阜県下の透析患者に対するFabry病研究（遺伝子検査） 第２内科 湊口　信也 26.7.9 第202回 平成28年6月

２６－１２４ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 26.6.30 迅速審査 平成30年12月

２６－１２５
Docetaxel＋CDDP＋5-FU（DCF）化学療法を受ける食道癌患者に対する成分栄養剤
エレンタールの有用性に関する研究（EPOC study）

第２外科 田中　善宏 26.6.30 迅速審査 平成26年12月

２６－１２６ 大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較試験(JCOG1006) 第2外科 高橋　孝夫 26.7.3 迅速審査 平成33年11月

２６－１２７
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

第2外科 高橋　孝夫 26.7.3 迅速審査 平成32年4月

２６－１２８ 泌尿器科癌エクソソーム関連タンパク解析 泌尿器科 水谷　晃輔 26.7.3 迅速審査 平成28年3月

２６－１２９ POT法を用いた分子疫学的解析法によるMRSAの院内伝播に関する研究 検査部 太田　浩敏 26.7.3 迅速審査 平成30年7月

２６－１３０
2型糖尿病患者における退院後血糖コントロール不良に関与する要因解析と薬剤師の
指導効果に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 西田　承平 26.8.6 第203回 平成31年7月

２６－１３１ スニチニブ投与患者での副作用発現に関するリスク解析と至適投与量の設定 薬剤部 大野　雄太 26.8.6 第203回 平成31年7月

２６－１３２ 人工股関節置換術の移植骨の性質に関する研究 関節再建外科先端医療講座 小川　寛恭 26.8.6 第203回 平成30年7月

２６－１３３
路上生活者における精神疾患、身体疾患の有病率と路上生活となった要因に関する
調査

保健管理センター 西尾　彰泰 26.8.6 第203回 平成28年7月

２６－１３４ 対患者コミュニケーションにおける「聴く技術の自己評価ツール」の開発 看護学科 杉浦　浩子 26.8.6 第203回 平成28年3月

２６－１３５ 卵巣内膜症性嚢胞における鉄動態の把握および鉄(Ⅱ)イオンに起因する癌化の解明 産科婦人科学 竹中　基記 26.8.6 第203回 平成31年3月

２６－１３６ 妊娠糖尿病患者の妊娠期から育成期における診療科を越えた支援体制 成育医療科女性科 竹村　民千佳 26.8.6 第203回 平成31年12月

２６－１３７
岐阜大学医学部医学科学生の各種ウイルス感染症(麻疹、風疹、ムンプス、水痘、B型
肝炎)予防ワクチンの効果に関する研究

生体支援センター 村上　啓雄 26.8.6 第203回 平成31年7月
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２６－１３８ 口腔内細菌叢の再構築を目的とした咀嚼に対する介入の試み 高次救命治療センター 岡田　英志 26.8.6 第203回 平成31年8月

２６－１３９ レーザー周辺虹彩切開術後の角膜内皮細胞および中心角膜厚への影響 眼科学 澤田　明 26.8.6 第203回 平成36年8月

２６－１４０
口腔扁平苔癬治療におけるセファランチン投与例に対する臨床効果および有害事象
の多施設・後方視的共同研究

口腔病態学 柴田　敏之 26.8.6 第203回 平成27年3月

２６－１４１ 熱中症に関する委員会による熱中症の実態調査(Heatstroke STUDY 2014) 救急災害医学 小倉　真治 26.8.6 第203回 平成27年8月

２６－１４２ 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査(2014) 救急災害医学 小倉　真治 26.8.6 第203回 平成27年8月

２６－１４３ 熱中症におけるバイオマーカーに関する検討 救急災害医学 小倉　真治 26.8.6 第203回 平成27年8月

２６－１４４ 敗血症性DICに対するアンチトロンビンⅢ(ATⅢ)製薬投与方法の検討 高次救命治療センター 安田　立 26.8.6 第203回 平成28年9月

２６－１４５ 麻酔方法が周術期血糖値に与える影響の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.8.6 第203回 平成29年7月

２６－１４６ 洗浄消毒後の内視鏡清浄度調査 検査部 太田　浩敏 26.8.6 第203回 平成27年7月

２６－１４７ 特発性脳内石灰化症に関する疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 26.8.6 第203回 平成31年7月

２６－１４８
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 26.7.18 迅速審査 平成27年8月

２６－１４９
ESBL産生菌による感染症患者に対するフィニバックス（DRPM）の有効性検証に関す
る多施設共同研究

生体支援センター 村上　啓雄 26.7.18 迅速審査 平成27年6月

２６－１５０ 多職種連携医療教育の構築と、教育効果の検証 医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 26.7.25 迅速審査 平成29年5月

２６－１５１ 血管腫、リンパ管腫細胞株樹立とそれを用いた病態解析および治療法の研究 小児科 小関　道夫 26.7.18 迅速審査 平成29年9月

２６－１５２ 特発性脳内石灰化症患者の関連遺伝子解析 神経内科・老年学 保住　功 26.7.25 迅速審査 平成27年8月

２６－１５３
外来がん化学療法施行患者における薬剤適正使用の推進による副作用発現率調査
に関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 飯原　大稔 26.7.30 迅速審査 平成31年6月

２６－１５４
StageⅢ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（JACCRO GC-07 AR）

第２外科 山口　和也 26.7.30 迅速審査 平成33年3月

２６－１５５
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（ULTIMATE
TRIAL）

第２外科 高橋　孝夫 26.7.30 迅速審査 平成31年1月13日

２６－１５６
StageⅢ結腸癌に対する術後補助化学療法としてのS-1＋Oxaliplatin（C-SOX）療法の
効果・安全性確認試験（KSCC1303）

第２外科 高橋　孝夫 26.7.30 迅速審査 平成33年1月

２６－１５７ 各国における地域精神保健医療の成熟度を評価するための方法に関する研究 保健管理センター 西尾　彰泰 26.9.3 第204回 平成31年8月
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２６－１５８ 当院における血液培養検体採取手技と汚染率との関連 生体支援センター 土屋　麻由美 26.9.3 第204回 平成31年3月

２６－１５９
アトルバスタチンによる頚動脈ステント留置術前プラーク安定化に関する多施設共同
無作為化比較試験　Atorvastatin Before Carotid Artery Stenting (AB-CAS)

脳神経外科 榎本　由貴子 26.9.3 第204回 平成27年6月

２６－１６０
病棟看護職員における業務量推計モデルの開発と業務量システムの構築（パイロット
スタディ）

医療情報部 佐藤　菊枝 26.9.3 第204回 平成26年12月

２６－１６１
公益社団法人日本化学療法学会：公益目的事業プロジェクト研究計画　「C.difficile感
染症の”１日”多施設共同研究」

生体支援センター 村上　啓雄 26.9.3 第204回 平成26年12月

２６－１６２
切除不能な進行・再発大腸癌に対する初回治療としてのFOLFOXIRI+ベバシズマブ
療法　多施設共同第Ⅱ相試験(QUATTRO)

第二外科 高橋　孝夫 26.9.3 第204回 平成28年11月

２６－１６３ 乾癬患者における新規バイオマーカーの探索 皮膚病態学 藤澤　智美 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１６４
アジアコホート連合(Asia Cohort Consortium)：アジアにおける大規模コホート研究の
基盤構築と統合解析

疫学・予防医学 永田　知里 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１６５
既存データを用いた上顎洞リンパ腫と上顎洞扁平上皮癌の画像による鑑別に関する
研究

放射線科 加藤　博基 26.9.3 第204回 平成27年8月

２６－１６６ 既存データを用いた石灰化上皮腫のMRI所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 26.9.3 第204回 平成27年8月

２６－１６７ 血管肉腫におけるマイクロRNAの機能についての検討 応用生物科学部 丸尾　幸嗣 26.9.3 第204回 平成27年8月

２６－１６８ ライソゾーム病の新たな新生児マススクリーニング法の確立と発生頻度調査 新生児集中治療部 折居　建治 26.9.3 第204回 平成29年8月

２６－１６９ ハンドボール選手の肩関節回旋腱板の形態および筋力特性について スポーツ医科学 松岡　敏男 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１７０ 周術期における抗血小板薬休薬後の血小板機能に関する研究 麻酔疼痛制御学 大沼　隆史 26.9.3 第204回 平成30年3月

２６－１７１ 気配知覚の心理プロセス 工学部 寺田　和憲 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１７２ 単純な表情描画による感情表出が人の利他行動に与える影響 工学部 寺田　和憲 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１７３ LEDの点滅によるヒューマノイドロボットの情動表出が人の情動に与える影響の調査 工学部 寺田　和憲 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１７４ スニチニブの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研究 薬剤部 大野　雄太 26.9.3 第204回 平成31年3月

２６－１７５ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 26.8.8 迅速審査 平成28年3月

２６－１７６
マイクロチップPCR-電気泳動技術を用いた性感染症起炎菌の迅速検査システムの研
究

泌尿器科 安田　満 26.9.8 迅速審査 平成27年3月

２６－１７７
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験

第２外科 高橋　孝夫 26.8.8 迅速審査 平成29年4月
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２６－１７８ アファチニブの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研究 薬剤部 飯原　大稔 26.8.8 迅速審査 平成31年3月

２６－１７９
子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2期における縮小手術の可能性を検討するための観察研究
（多施設共同研究）

産科婦人科学 川島　英理子 26.8.21 迅速審査 平成26年12月

２６－１８０
KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法mFOLFOX6と周術
期化学療法mFOLFOX6＋セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験　EXPERT試験

第2外科 高橋　孝夫 26.8.21 迅速審査 平成30年5月

２６－１８１ 頭頸部癌における慢性炎症と予後不良因子との関連の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 26.9.1 迅速審査 平成28年5月

２６－１８２ 人工関節登録制度の確立 整形外科 伊藤　芳毅 26.9.1 迅速審査 平成29年3月

２６－１８３ インスリン加療中の患者に対するDPP-4阻害薬併用の有用性　～CGMによる検討～ 内分泌代謝病態学 橋本　健一 26.9.1 迅速審査 平成27年8月

２６－１８４
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾールの効果に関する多施設共
同無作為化比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 26.9.1 迅速審査 平成29年3月

２６－１８５ インクレチン関連薬によるエピジェネティクス制御の可能性 薬剤部 西田　承平 26.9.1 迅速審査 平成27年8月

２６－１８６ 内リンパ水腫推定検査としてのグリセロール負荷前庭誘発筋電位（VEMP）の有用性 医療情報部 青木　光広 26.10.1 第205回 平成27年3月

２６－１８７ 脊髄くも膜下麻酔後の砕石位が末梢血管抵抗に及ぼす影響 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 26.10.1 第205回 平成27年9月

２６－１８８
SAMIT試験「漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial Designに
よるランダム化比較試験：フッ化ピリミジン単独とPaclitaxel→フッ化ピリミジン逐次併用
の比較およびUFTとTS-1の比較」バイオマーカー付随研究

腫瘍外科 奥村　直樹 26.10.1 第205回 平成28年9月

２６－１８９
硬膜外麻酔穿刺時の鎮痛薬として用いる少量フェンタニルへの反応が術後嘔気嘔吐
の発生予測となりえるか

麻酔・疼痛制御学 杉山　陽子 26.10.1 第205回 平成28年9月

２６－１９０ 経食道エコーによる坐位脳外科手術時心機能変化の観察研究 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.10.1 第205回 平成29年9月

２６－１９１
不妊治療終結の意思決定過程とその後の子どものいない生活を受け容れていく過程
に関する研究

看護学科 三尾　亜喜代 26.10.1 第205回 平成28年3月

２６－１９２ ステロイド投与患者におけるデノスマブとアレンドロネートの無作為割り付け比較試験 総合内科 池田　貴英 26.10.1 第205回 平成31年10月

２６－１９３ 特発性大腿骨頭壊死症の自然経過に関する調査 整形外科 瀧上　伊織 26.10.1 第205回 平成27年3月

２６－１９４ 免疫応答におけるB細胞の機能解析 救急・災害医学 鈴木　浩大 26.10.1 第205回 平成31年9月

２６－１９５ 高校生の健康なライフスタイルに関する調査2014研究 看護学科 三好　美浩 26.10.1 第205回 平成28年3月

２６－１９６
臨床細菌尿中に存在する難培養菌と尿路感染症との関係解明のための、尿中細菌の
分子生物学的解析による多施設共同研究

泌尿器科 安田　満 26.10.1 第205回 平成30年12月

２６－１９７
狭窄症を伴う初発治癒切除不能進行胃癌により経口摂取が不可能になった症例に対
するsurgical interventionの意義と適応に関するQOL scoreを使用した前向きコホート
研究

第二外科 山口　和也 26.10.1 第205回 平成29年3月
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２６－１９８
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切除不能進行・再発胃
癌症例に対するsurgical interventionの意義と適応に関するQOL scoreを使用した前
向きコホート研究

第二外科 山口　和也 26.10.1 第205回 平成29年3月

２６－１９９
腫瘍性病変に対する超音波内視鏡ガイド下経穿刺針的鉗子生検(EUS through the
needle biopsy:EUS-TTNB)の多施設共同前向き研究

第一内科 岩下　拓司 26.10.1 第205回 平成30年9月

２６－２００
切除不能進行膵癌に対する1st-line modified FOLFIRINOX投与に関する臨床第Ⅱ試
験　多施設共同観察研究

第一内科 岩下　拓司 26.10.1 第205回 平成29年9月

２６－２０１ 若い男女を対象としたライフプランに関する教材の有効性に関する研究 保健管理センター 山本　眞由美 26.10.1 第205回 平成27年3月

２６－２０２ 重症難病患者入院施設確保事業による、重症難病患者の受け入れ調査 救急・災害医学 小倉　真治 26.10.1 第205回 平成31年9月

２６－２０３ 脳神経血管内治療の可視化に関する研究 脳神経外科 山内　圭太 26.10.1 第205回 平成28年3月

２６－２０４
再発・難治非ホジキンリンパ腫を対象としたゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタ
ゾン±リツキシマブ療法(GCD±R療法)の第Ⅱ相臨床試験

輸血部 北川　順一 26.10.1 第205回 平成30年9月

２６－２０５
ビーチチェア体位手術時の脳局所酸素飽和度低下が体血圧を上昇させることで改善
するかどうかの検討

麻酔科疼痛治療科 林　慶州 26.10.1 第205回 平成27年9月

２６－２０６
ダクラタスビル/アスナプレビル併用療法時における薬剤耐性化を考慮した治療方法
の検討

肝疾患診療支援センター 末次　淳 26.10.1 第205回 平成29年12月

２６－２０７ 子宮体部漿液性腺癌と明細胞腺癌に関する後方視的研究 産科婦人科学 牧野　弘 26.10.1 第205回 平成26年12月

２６－２０８
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

第２外科 高橋　孝夫 26.9.8 迅速審査 平成29年7月

２６－２０９ 超音波ーMRI/CT　融合画像（V nav）の外科手術への応用に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 26.9.8 迅速審査 平成31年8月

２６－２１０
乳癌・消化器癌患者における可溶性膜蛋白（ＧＰＮＭＢ／Ｏｓｔｅｏａｃｔｉｖｉｎ）の予後因
子・治療標的の可能性評価に関する研究

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 26.9.8 迅速審査 平成31年8月

２６－２１１ MRIを用いた性同一性障害の脳形態学的研究 精神病理学分野 深尾　琢 26.9.8 迅速審査 平成28年8月

２６－２１２
エストロゲン受容体陽性ＨＥＲ2陰性乳癌に対するS－1術後療法ランダム化比較第Ⅲ
相試験(多施設共同研究)

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 26.9.8 迅速審査 平成31年12月

２６－２１３ ムコ多糖症の新生児スクリーニングおよび診断法開発に関する研究 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 26.9.8 迅速審査 平成28年12月

２６－２１４
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（JCOG0903）

第２外科 高橋　孝夫 26.9.24 迅速審査 平成36年6月

２６－２１５ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 26.9.24 迅速審査 平成29年7月

２６－２１６ Death and Dying patientsの診療が若手医師に与える影響についての研究 医学教育学分野 鈴木　康之 26.9.24 迅速審査 平成30年3月
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２６－２１７ 特発性脳内石灰化症患者の関連遺伝子解析 神経内科・老年学 保住　功 26.9.26 迅速審査 平成27年8月

２６－２１８
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（JACCRO
CC08）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 26.9.26 迅速審査 平成28年4月

２６－２１９
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（JACCRO CC-07）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 26.9.26 迅速審査 平成29年2月

２６－２２０
抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-
09）

第2外科 高橋　孝夫 26.9.26 迅速審査 平成28年3月

２６－２２１
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの有効性と安全性に関する
多施設共同臨床試験（医師主導治験）

小児病態学 深尾　敏幸 26.10.1 第205回 平成28年3月

２６－２２２
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究
Efficacy and Safety of StENt-assisted treatment for Cerebral aneurysms  (ESSENCE) 脳神経外科学 榎本　由貴子 26.9.26 迅速審査 平成29年3月

２６－２２３
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究－
抗血小板薬の効果と画像所見－（ESSENCE付随研究）　Efficacy and Safety of StENt-
assisted treatment for Cerebral aneurysms Anti-Platelet and Imaging study

脳神経外科学 榎本　由貴子 26.9.26 迅速審査 平成29年3月

２６－２２４
アトルバスタチンによる頚動脈ステント留置術前プラーク安定化に関する多施設共同
無作為化比較試験　Atorvastatin Before Carotid Artery Stenting (AB-CAS)

脳神経外科 榎本　由貴子 26.11.7 迅速審査 平成27年6月

２６－２２５ 既存データを用いた卵巣捻転と正常卵巣の画像診断による鑑別に関する研究 放射線科 河合　信行 26.11.5 第206回 平成27年10月

２６－２２６
超急性期脳梗塞に対する血管内治療の有効性確認のための無作為比較研究
Recovery by Endovascular  Salvage for Cerebral Ultra-acute Embolism-Japan
Randomized Controlled Traial (RESCUE-Japan RCT)

脳神経外科 榎本　由貴子 26.11.5 第206回 平成29年3月

２６－２２７
超急性期脳梗塞に対する血管内治療に関する全国前向き登録研究2 Recovery by
Endovascular  Salvage for Cerebral Ultra-acute Embolism (RESCUE)-Japan Registry 2

脳神経外科 榎本　由貴子 26.11.5 第206回 平成29年3月

２６－２２８
中咽頭扁平上皮がんに対する集学的治療の効果とヒト乳頭腫ウイルス感染との相関に
関する臨床研究

耳鼻咽喉科 大橋　敏充 26.11.5 第206回 平成28年10月

２６－２２９ 靭帯損傷/半月板損傷と変形性関節症の関連性に関する研究 関節再建外科先端医療講座 小川　寛恭 26.11.5 第206回 平成30年9月

２６－２３０
既存データを用いた腹部・骨盤部MRI画像における病変検出・診断の計算機支援診
断に関する研究

放射線科 加藤　博基 26.11.5 第206回 平成27年10月

２６－２３１ 既存データを用いた全身CT画像における骨格筋の自動抽出と計測に関する研究 放射線科 加藤　博基 26.11.5 第206回 平成27年10月

２６－２３２ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.11.5 第206回 平成29年10月

２６－２３３ 全身麻酔中の観血的動脈圧波刑描出不良に影響を与える因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.11.5 第206回 平成29年10月

２６－２３４
医学部臨床実習の実習内容が医学生の臨床能力自己評価に与える影響についての
検討

医学教育学 藤崎　和彦 26.11.5 第206回 平成30年10月
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２６－２３５ 終末期ケアに関する教育の受講体験が学生の死生観に及ぼす影響 看護学科 石黒　千映子 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２３６ 低酸素環境下トレーニングが生活習慣病改善に及ぼす影響 スポーツ医科学 辛　紹熙 26.11.5 第206回 平成31年10月

２６－２３７
非切除中下部悪性胆道閉塞に対する逆流防止弁付きステントと従来型ステントの多施
設共同無作為化比較試験

第１内科 岩下　拓司 26.11.5 第206回 平成30年7月

２６－２３８
非切除中下部悪性胆道閉塞に留置したカバー付き金属ステント閉塞に対する逆流防
止弁付きステントと従来型ステントの多施設共同無作為化比較試験

第１内科 岩下　拓司 26.11.5 第206回 平成31年7月

２６－２３９
看護職の二次的ストレスに伴う共感疲労のストレスマネジメント教育プログラムの開発
予備調査－看護管理者の二次的ストレスに伴う共感疲労に対するストレス関連成長の
要因－

看護学科 竹下　美恵子 26.11.5 第206回 平成31年10月

２６－２４０ ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定及び個人識別 法医学分野 永井　淳 26.11.5 第206回 平成29年3月

２６－２４１ レトロスペクティブ的手法を用いた肝線維化マーカーの性能評価 検査部 石田　秀和 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２４２
転移性肝癌存在診断におけるガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI追加施行の有用性に
関する後ろ向き研究

放射線科 五島　聡 26.11.5 第206回 平成28年6月

２６－２４３ 「テアの実態調査」 生体支援センター 石川　りえ 26.11.5 第206回 平成26年11月

２６－２４４
専門職連携における医療人としてのアイデンティティー形成過程の解明とその教育的
応用

医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 26.11.5 第206回 平成31年10月

２６－２４５
術前化学療法を施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫における組織学的効果判定
に関する研究

整形外科 大野　貴敏 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２４６
化学療法を施行した骨肉腫例における効果予測因子および予後因子に関する探索
的研究

整形外科 大野　貴敏 26.11.5 第206回 平成31年1月12日

２６－２４７
多施設共同研究による、日本人における悪性軟部腫瘍に対するパゾパニブの治療効
果の検討

整形外科 大野　貴敏 26.11.5 第206回 平成28年12月

２６－２４８ 体幹部CT画像におけるコンピュータ支援診断システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 26.10.8 迅速審査 平成28年7月

２６－２４９ 骨軟部悪性腫瘍細胞の樹立と癌関連遺伝子の解析 整形外科 大野　貴敏 26.10.8 迅速審査 平成29年7月

２６－２５０
病理学的StageⅡ胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 26.10.8 迅速審査 平成34年3月

２６－２５１ インスリン加療中の患者に対するDPP-4阻害薬併用の有用性　～CGMによる検討～ 内分泌代謝病態学 橋本　健一 26.10.8 迅速審査 平成27年8月

２６－２５２
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験

第２外科 高橋　孝夫 26.10.21 迅速審査 平成29年5月6日

２６－２５３
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化比較第Ⅱ相試験における治療感受性
予測の探索的研究

第２外科 高橋　孝夫 26.10.21 迅速審査 平成29年5月6日



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２６－２５４
Docetaxel＋CDDP＋5-FU（DCF）化学療法を受ける食道癌患者に対する成分栄養剤
エレンタールの有用性に関する研究（EPOC study）

第２外科 田中　善宏 26.10.29 迅速審査 平成27年3月

２６－２５５ 食道癌化学療法における口腔粘膜炎発症割合の調査－観察研究－（付随研究） 第２外科 田中　善宏 26.10.29 迅速審査 平成27年3月

２６－２５６ アトピー性皮膚炎とヒト皮膚常在細菌の関連性についてのゲノム科学的解析 連合農学研究科 鈴木　徹 26.11.5 第206回 平成31年10月

２６－２５７ がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査 腫瘍外科 吉田　和弘 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２５８
ガドキセト酸ナトリウム肝造影ダイナミックMRI　～動脈相画像におけるtruncation
artifact出現と検査条件との相関性に関する後ろ向き研究～

放射線科 五島　聡 26.10.29 迅速審査 平成27年12月

２６－２５９ スニチニブの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研究 薬剤部 大野　雄太 26.10.29 迅速審査 平成31年3月

２６－２６０ 先天性ケトン体代謝異常症の診断と遺伝子解析に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 26.10.29 迅速審査 平成27年3月

２６－２６１
KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無

第２外科 高橋　孝夫 26.12.3 第207回 平成29年8月

２６－２６２ 骨軟部腫瘍術後成績の調査および検証 整形外科 永野　昭仁 26.12.3 第207回 平成30年12月

２６－２６３
非円形細胞肉腫を対象としたsecond lineとしてのgemcitabine,docetaxelによる併用化
学療法の有効性と安全性の評価に関する検討

整形外科 永野　昭仁 26.12.3 第207回 平成31年11月

２６－２６４ 次世代型電子カルテシステムによる高齢者多剤処方の是正効果に関する研究 神経内科・老年内科 林　祐一 26.12.3 第207回 平成31年3月

２６－２６５ 小児リウマチ疾患の診断・治療のための新規バイオマーカー確立に関する研究 小児病態学 大西　秀典 26.12.3 第207回 平成29年3月

２６－２６６
乳房MRI-detected lesion(MRI偶発造影病変)検出における超音波fusion技術(Real-
time virtual sonography/Volume navigation)の有用性の確認(多施設共同前向きコ
ホート研究)

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 26.12.3 第207回 平成30年6月

２６－２６７
睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性
と安全性に関する臨床試験　THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset
Strokes with alteplase at 0.6mg/kg (THAWS) Trial

脳神経外科 川崎　智弘 26.12.3 第207回 平成29年3月

２６－２６８
岐阜市における自閉症スペクトラム障がい(ASD)をもつ幼児の日常生活習慣の発達に
関するアンケート調査

障がい児者医療学 西村　悟子 26.12.3 第207回 平成29年3月

２６－２６９ 本邦における外陰癌の実態及び治療に関する調査研究(JGOG1075S) 産科婦人科学 川島　英理子 26.12.3 第207回 平成27年3月

２６－２７０
再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及ぼす影響の後
方視的検討(JGOG1076S)

産科婦人科学 川島　英理子 26.12.3 第207回 平成26年12月

２６－２７１ 褥瘡予防における体圧測定の根拠について 生体支援センター 石川　りえ 26.12.3 第207回 平成27年8月

２６－２７２ 先天代謝異常症の遺伝子パネルを用いた診断に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 26.12.3 第207回 平成30年3月
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２６－２７３ 院内ICUにおける人工呼吸管理中の安全かつ効果的な早期離床の検討 看護部 不破　詩織 26.12.3 第207回 平成27年6月

２６－２７４ 地域における看護活動の初期体験学習プログラムの構築 看護学科 小林　和成 26.12.3 第207回 平成30年3月

２６－２７５
筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘除術　術前補助化学療法の有用性及び安全性
に関する研究

泌尿器科 髙木　公暁 26.12.3 第207回 平成27年3月

２６－２７６
糖尿病における合併症の実態把握とその治療に関するデータベース構築による大規
模前向き研究―Japan Diabetes Complication and its Prevention Prospective study
(JDCP study)―

内分泌代謝病態学 武田　純 26.11.7 迅速審査 平成31年10月

２６－２７７ 生活習慣とがんに関する前向き研究 疫学・予防医学 永田　知里 26.11.7 迅速審査 平成31年9月

２６－２７８ ライソゾーム病の新たな新生児マススクリーニング法の確立と発生頻度調査 新生児集中治療部 折居　建治 26.11.7 迅速審査 平成29年12月

２６－２７９ 院外教育参加者の学習意欲と参加満足度に関する調査 看護学科 髙橋　由起子 26.11.18 迅速審査 平成31年11月

２６－２８０ 高周波熱凝固術の治療評価（後ろ向き観察研究） 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 26.12.9 迅速審査 平成28年3月

２６－２８１ IT機器を活用した難病「心のケア」ネットワーク構築に関する研究 神経内科・老年学 保住　功 26.11.18 迅速審査 平成31年9月

２６－２８２
FIGO進行期Ⅲ期－Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回治療
としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベバシズマブ
単独継続投与例の前向き観察研究(JGOG3022)

産婦人科学 川島　英理子 26.11.27 迅速審査 平成29年3月

２６－２８３
人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）の耐摩耗
性に関する多施設共同研究

整形外科 瀧上　伊織 26.11.27 迅速審査 平成32年6月

２６－２８４
プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮性卵巣癌、原発性卵管癌、腹膜
癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン(PLD)50mg/㎡対するPLD40mg/㎡のランダム
化第Ⅲ相比較試験

産婦人科学 川島　英理子 26.12.9 迅速審査 平成29年8月

２６－２８５ 肺がん患者の呼吸困難ケア実践に関する促進要因 看護学科 杉村　鮎美 27.1.7 第208回 平成29年3月

２６－２８６ Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明 口腔病態学 武内　勝章 27.1.7 第208回 平成31年3月

２６－２８７ 骨外性骨肉腫の治療成績に関する国際共同研究 整形外科 永野　昭仁 27.1.7 第208回 平成30年12月

２６－２８８
「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」におけるバ
イオマーカー研究(JACCRO CC-08AR)

第２外科 高橋　孝夫 27.1.7 第208回 平成30年4月

２６－２８９
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

産婦人科学 川島　英理子 27.1.7 第208回 平成31年1月

２６－２９０
非静脈瘤上部消化管出血時の抗血栓薬の休薬または継続の妥当性についての検討
（観察研究）

第１内科 高田　淳 27.1.7 第208回 平成29年12月

２６－２９１ 「SGLT2阻害薬投与による乳酸値、血中ケトン体の変動に関する検討」 内分泌代謝病態学 橋本　健一 27.1.7 第208回 平成27年8月
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２６－２９２
19ゲージ針を用いた超音波内視鏡下吸引針生検によるGastrointestinal stromal
tumorの再発リスク分類術前評価に関する後方視的検討

第１内科 岩下　拓司 27.1.7 第208回 平成27年3月

２６－２９３ 背骨および筋肉への負荷を軽減する椅子の研究 地域医療運動器医学 宮本　敬 26.12.3 第207回 平成28年3月

２６－２９４
原発開放隅角緑内障（広義）を対象とした（0.4）リパスジル点眼液と（0.5）マレイン酸チ
モロール点眼液の比較試験

眼科学 澤田　明 27.1.7 第208回 平成28年12月

２６－２９５ 臨床分離株の感受性測定研究 検査部 太田　浩敏 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－２９６
指揮命令体制に基づく災害医療体制構築のための法的・倫理的・社会的問題につい
ての研究（第１次研究）

医学系倫理・社会医学 塚田　敬義 27.1.7 第208回 平成27年12月

２６－２９７ 精神科医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学分野 井奈波　良一 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－２９８ 尿定性機器および定量A/C比と腎疾患関連項目およびeGFRとの相関 検査部 大橋　葉津希 27.1.7 第208回 平成28年3月

２６－２９９ 慢性肝疾患の治療前後における肝線維化マーカーの検討 肝疾患診療支援センター 末次　淳 27.1.7 第208回 平成30年12月

２６－３００ 重症急性膵炎における凝固線溶系の変動が合併症と予後に及ぼす影響 高次救命治療センター 中野　志保 27.1.7 第208回 平成28年1月

２６－３０１
重症敗血症性DIC(disseminated intravascular coagulation)に対するリコンビナントトロン
ボモデュリン(rTM)製剤とアンチトロンビン(AT)製剤併用投与の効果

高次救命治療センター 中野　志保 27.1.7 第208回 平成28年1月

２６－３０２ 周期パターンの違いが生物性の認識に与える影響 工学部 寺田　和憲 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－３０３ インタラクションを行う眼球ロボットの開発 工学部 寺田　和憲 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－３０４ 子供とインタラクションを行うロボットの研究開発 工学部 寺田　和憲 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－３０５ 本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究 産科婦人科 竹中　基記 26.12.9 迅速審査 平成31年8月

２６－３０６ マタニティ・ヨガの妊娠・分娩改善効果に関する科学的検証 看護学科 金子　洋美 26.12.9 迅速審査 平成31年12月

２６－３０７
認知症における問題行動及びその対処法に関する評価尺度（BPSDサポート尺度）の
開発と検討

看護学科 小木曽　加奈子 26.12.9 迅速審査 平成29年8月

２６－３０８ 尿路性器癌の予後追跡調査 泌尿器科学 仲野　正博 26.12.9 迅速審査 平成29年10月

２６－３０９
標準療法不応の進行・再発食道癌に対する新規腫瘍抗原と腫瘍新生血管関連遺伝
子由来ペプチドを用いた新規ペプチドワクチン療法ー第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験ー

第２外科 田中　善宏 26.12.9 迅速審査 平成28年8月

２６－３１０ 肝硬変患者でのカルニチン製剤投与による高アンモニア血症改善効果の観察研究 第１内科 白木　亮 26.12.9 迅速審査 平成27年3月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２６－３１１ 看護学生の卒業時におけるキャリアモティベーションと影響要因の検討 看護学科 竹下　美恵子 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－３１２ B型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定 第１内科 清水　雅仁 26.12.9 迅速審査 平成28年3月

２６－３１３
Superior sulcus tumorに対する術前導入療法としての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

第１外科 白橋　幸洋 27.1.7 第208回 平成33年12月

２６－３１４

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Ⅱ相
試験

第１外科 白橋　幸洋 26.12.15 迅速審査 平成33年9月

２６－３１５
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の
CDDP＋TS-1＋同時胸部放射線照射（45Gy）後の手術の第Ⅱ相試験

第１外科 白橋　幸洋 26.12.15 迅速審査 平成33年11月

２６－３１６
Ewing肉腫を除く41歳以上の中・高悪性原発性骨腫瘍に対するADR+IFOを用いた術
前術後化学療法の第Ⅱ相臨床試験

整形外科 永野　昭仁 27.1.7 第208回 平成34年12月4日

２６－３１７
「抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバ
イオマーカー研究(JACCRO CC-09AR)

第２外科 高橋　孝夫 27.1.7 第208回 平成30年3月

２６－３１８ 虐待を受けた子どもの感情調整方略及び内省機能が変化する過程 看護学科 大橋　麗子 27.1.7 第208回 平成29年3月

２６－３１９
女性に対する制吐療法の有効性評価および悪心・嘔吐に対するリスク因子の詳細な
検討

第２外科 高橋　孝夫 26.12.15 迅速審査 平成27年12月

２６－３２０
National Clinical Database（日本臨床データベース機構、NCD)における症例登録事
業

病院長 小倉　真治 27.1.7 第208回 期限なし

２６－３２１
人工股関節全置換術患者における，起居・移動能力に関連する因子（①）および理学
療法における測定法の信頼性・妥当性，および基準値に関する研究（②）

リハビリテーション部 尾藤　貴宣 26.12.24 迅速審査 平成31年11月

２６－３２２
進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性に関するランダム化Ⅱ
／Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 26.12.24 迅速審査 平成32年12月

２６－３２３
岐阜市における自閉症スペクトラム障がい(ASD)をもつ幼児の日常生活習慣の発達に
関するアンケート調査

障がい児者医療学 西村　悟子 26.12.26 迅速審査 平成29年3月

２６－３２４
エストロゲン受容体陽性ＨＥＲ2陰性乳癌に対するS－1術後療法ランダム化比較第Ⅲ
相試験(多施設共同研究)

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 26.12.26 迅速審査 平成32年6月

２６－３２５
脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全性の検
討　CSPS.com (Cilostazol Stroke Prevention Study. Combination)

脳神経外科 辻本　真範 26.12.26 迅速審査 平成29年3月

２６－３２６
切除不能進行・再発大腸癌患者におけるレゴラフェニブによる疲労・倦怠感に対する
経口ステロイド剤予防治療の検討　－無作為化，プラセボ対照，二重盲検，第Ⅱ相臨
床試験ー(KSCC1402/HGCSG1402試験)

第２外科 高橋　孝夫 27.2.4 第209回 平成28年9月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２６－３２７ 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 第２外科 高橋　孝夫 27.2.4 第209回 平成27年12月

２６－３２８
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するレゴラフェニブの効果と副作用の
予知のための前向き観察研究

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.2.4 第209回 平成31年1月

２６－３２９ 同種骨によるimpaction bone grafting法の基礎研究 整形外科 瀧上　伊織 27.2.4 第209回 平成31年1月

２６－３３０ 大学生の基礎学力の実態と経年変化に関わる要因の検討 保健管理センター 堀田　亮 27.2.4 第209回 平成32年1月

２６－３３１ 大学生の食生活実態調査 保健管理センター 山本　眞由美 27.2.4 第209回 平成32年1月

２６－３３２ 中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究 脳神経外科学 矢野　大仁 27.2.4 第209回 平成31年3月

２６－３３３ 母乳のダイオキシン類汚染の実態調査と乳幼児の発達への影響に関する研究 小児科 松井　永子 27.2.4 第209回 平成32年1月

２６－３３４
十二指腸閉塞を合併した中下部悪性胆管閉塞に対する内視鏡的胆道ドレナージの
安全性と有用性を検討する多施設共同後ろ向き研究

第１内科 岩下　拓司 27.2.4 第209回 平成27年3月

２６－３３５
FOLFIRINOX不応切除不能進行膵癌に対する2nd-line nab-Paclitaxel+Gemcitabine
に関する臨床第Ⅱ相試験

第１内科 岩下　拓司 27.2.4 第209回 平成29年12月

２６－３３６
地域包括支援ネットワーク研修会[揖斐川町]・災害時難病要援護者支援（避難支援）
研修会[難病医療連絡会議]におけるアンケート調査

救急災害医学 小倉　真治 27.2.4 第209回 平成32年1月

２６－３３７
ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維持療法を利用
したベバシズマブ+パクリタキセル療法の治療最適化研究(Booster trial)　-JBCRG-
M04多施設共同無作為化比較第Ⅱ相臨床研究-

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 27.2.4 第209回 平成29年3月

２６－３３８
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子型に
基づく個別化投薬と固定用量の比較研究（TARGET-1）　文部科学省　次世代がん研
究戦略推進プロジェクト　－がん薬物療法の個別適正化プログラム－

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.1.9 迅速審査 平成28年8月

２６－３３９
主幹動脈病変を有する急性期虚血性脳血管障害における抗血小板反応性モニタリン
グの臨床的意義に関する研究　Platelet Reactivity Monitoring in Acute Ischemic
StorokE（PRAISE）

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.1.9 迅速審査 平成28年3月

２６－３４０
超急性期脳梗塞に対する血管内治療の有効性確認のための無作為比較研究
Recovery by Endovascular  Salvage for Cerebral Ultra-acute Embolism-Japan
Randomized Controlled Traial (RESCUE-Japan RCT)

脳神経外科 榎本　由貴子 27.1.9 迅速審査 平成29年3月

２６－３４１ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 27.1.9 迅速審査 平成30年12月

２６－３４２
病棟看護職員における業務量推計モデルの開発と業務量システムの構築（パイロット
スタディ）

医療情報部 佐藤　菊枝 27.1.9 迅速審査 平成27年5月
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２６－３４３ 真菌性角膜炎に関する多施設共同前向き観察研究：Ver2 眼科 望月　清文 27.2.4 第209回 平成28年6月

２６－３４４ クリティカルケア領域における新人看護師の死生観とターミナルケア態度の変化 看護学科 伊藤　美智子 27.2.4 第209回 平成32年3月

２６－３４５ 急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作為化臨床試験 脳神経外科学 岩間　亨 27.1.29 迅速審査 平成31年3月

２６－３４６ 敗血症性DICに対するアンチトロンビンⅢ(ATⅢ)製薬投与方法の検討 高次救命治療センター 安田　立 27.1.29 迅速審査 平成28年9月

２６－３４７ 角結膜腫瘍に対するマイトマイシンＣ点眼の治療効果ならびに安全性の検討 眼科 望月　清文 27.1.29 迅速審査 平成32年1月

２６－３４８
マイトマイシンＣ抵抗性の角結膜腫瘍に対する５－フルオロウラシル点眼の治療効果
ならびに安全性の検討

眼科 望月　清文 27.1.29 迅速審査 平成32年1月

２６－３４９ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 27.1.29 迅速審査 平成28年3月

２６－３５０ JOABPEQを用いた代償性矢状面アライメント維持例におけるQOLの検討 地域医療運動器医学 下川　哲哉 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３５１ 4-level ACDF(Anterior Cervical Decompression and Fusion)の治療成績の検討 地域医療運動器医学 下川　哲哉 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３５２ 脊柱矢状面アライメント不良における歩行動作解析 地域医療運動器医学 下川　哲哉 27.3.4 第210回 平成32年2月

２６－３５３
中リスク群および高リスク群の子宮体がんに対する、術後補助療法の様式が予後に与
える影響に関する多施設後方視的研究(KCOG-G1401)

産科婦人科学 牧野　弘 27.3.4 第210回 平成27年8月

２６－３５４ SAM(segmental arterial mediolysis:分節型中膜融解症)の自然史の後方視的研究 放射線科 近藤　浩史 27.3.4 第210回 平成27年5月

２６－３５５
抗血栓薬服用継続下ESDにおける後出血予防を目的としたポリグリコール酸シート（ネ
オベール®）の有用性に関する検討

地域腫瘍学 井深　貴士 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３５６
去勢抵抗性前立腺癌患者エクソソーム中P糖タンパクおよび治療抵抗性関連遺伝子と
タキサン系抗癌剤感受性に関する検討

病態情報解析医学 加藤　卓 27.3.4 第210回 平成32年3月

２６－３５７
未破裂脳動脈瘤患者に対するフェルモキシトールを造影剤として使用したMRでのマク
ロファージイメージングの実施可能性の検討

脳神経外科 山内　圭太 27.3.4 第210回 平成27年6月

２６－３５８ 汗孔角化症における発症メカニズムについての免疫組織学的検討 皮膚病態学 松山　かなこ 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３５９ 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランスー複雑性尿路感染症2015－ 泌尿器科 安田　満 27.3.4 第210回 平成27年10月

２６－３６０
集中治療室における呼吸状態改善目的の鍼治療の利用状況と効果に関する後ろ向
き検討

高次救命治療センター 牛越　博昭 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３６１
血管内大細胞型B細胞リンパ腫(Intravascular large B-cell lymphoma;IVLBCL)に対す
るR-CHOP+R-high dose MTX療法の第Ⅱ相臨床試験

輸血部 北川　順一 27.3.4 第210回 平成34年6月

２６－３６２ 圧迫性頸髄症に対する前方除圧固定術の手術合併症の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月
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２６－３６３ 圧迫性頸髄症に対する前方除圧固定術における術中エコー診断の効用の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６４ 圧迫性頸髄症に対する後方除圧術，前方除圧固定術の治療成績の比較検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６５
感染性脊椎炎に対する後方固定・前方かくせい固定という２期的手術治療の成績の
検討

地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６６ 胸椎後縦靭帯骨化症に対する各種術式の治療成績の比較検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６７ 脊柱側弯症に対する前方矯正固定術の治療成績の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６８ 前腕切断者を対象とした筋電義手に関する研究開発 工学部 毛利　哲也 27.2.9 迅速審査 平成30年3月

２６－３６９ 金属尿管ステントResonanceの腫瘍性尿管狭窄に対する有用性の検討 泌尿器科 清家　健作 27.3.4 第210回 平成29年3月

２６－３７０ 非典型溶血尿毒症症候群(aHUS)の診断・全国調査研究（多施設共同研究） 泌尿器科 堀江　憲吾 27.3.4 第210回 平成32年2月

２６－３７１ 本邦における骨系統疾患の発症疫学コホート研究 産婦人科 志賀　友美 27.3.4 第210回 平成30年3月

２６－３７２
高次救命治療センター入室患者を対象とした抗真菌薬・抗菌薬の血中・組織中薬物
濃度測定

救急災害医学 吉田　省造 27.3.4 第210回 平成32年3月

２６－３７４
障害児入所施設における被虐待児支援を行う職員の精神的健康とその支援に関する
研究

看護学科 大橋　麗子 27.3.4 第210回 平成29年3月

２６－３７５
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前
trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

第２外科 山口　和也 27.3.4 第210回 平成35年2月

２６－３７６
非切除悪性中下部胆管閉塞に対するNiti-S SUPREMO-12 stentとNiti-S SUPREMO-
10 stentの有用性に関する前向き無作為化多施設共同研究

第１内科 岩下　拓司 27.3.4 第210回 平成30年１１月

２６－３７７ スニチニブの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研究 薬剤部 大野　雄太 27.2.9 迅速審査 平成31年3月

２６－３７８ 医学生の海外臨床実習に対する準備教育の効果に関する研究 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 27.2.9 迅速審査 平成31年2月

２６－３７９ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 27.2.9 迅速審査 平成29年7月

２６－３８０ 先天代謝異常症の遺伝子パネルを用いた診断に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 27.2.9 迅速審査 平成30年3月

２６－３８１
がん性疼痛治療に伴う便秘症状におけるフェンタニル貼付剤の有効性と安全性の検
討

第２外科 田中　善宏 27.2.9 迅速審査 平成28年2月

２６－３８２
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
とした前方視的研究(JPLSG-CHM-14)

小児科 小関　道夫 27.2.9 迅速審査 平成28年4月

２６－３８３ 皮膚がんにおけるマイクロRNAの発癌への関与についての検討 皮膚病態学 松山　かなこ 27.3.4 第210回 平成32年2月
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２６－３８４
「消化管 graft-versus-host disease (GVHD)に対する経口 beclomethasone
dipropionate (BDP) 療法の安全性と有効性の検討」多施設共同研究

第一内科 鶴見　寿 27.2.9 迅速審査 平成27年8月

２６－３８５
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（JACCRO
CC08）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.2.9 迅速審査 平成29年4月

２６－３８６
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（JACCRO CC-07）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.2.9 迅速審査 平成31年2月

２６－３８８
治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベ
バシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+
ベバシズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験(C-Cubed study)

第２外科 高橋　孝夫 27.3.4 第210回 平成30年5月

２６－３８９ リンパ管腫症、ゴーハム病、難治性血管奇形に対するシロリムス療法 小児科 小関　道夫 27.2.19 迅速審査 平成31年4月

２６－３９０
KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無

第２外科 高橋　孝夫 27.2.19 迅速審査 平成29年8月

２６－３９１ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 27.2.19 迅速審査 平成28年2月

２６－３９２ 大脳白質障害に関連する抗血管内皮細胞抗体の検出 神経内科・老年科 木村　暁夫 27.2.19 迅速審査 平成32年2月

２６－３９３ 医学生への先輩、同級生等の支援と睡眠、疲労の関連性に関する研究 産業衛生学分野 井奈波　良一 27.3.4 第210回 平成32年2月

２６－３９４
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験(ATOM trial)

第２外科 高橋　孝夫 27.2.26 迅速審査 平成29年5月6日

２６－３９５
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化比較第Ⅱ相試験における治療感受性
予測の探索的研究(ATOM trial　付随)

第２外科 高橋　孝夫 27.2.26 迅速審査 平成29年5月6日

２６－３９６ 言語聴覚療法業務に関連したストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 27.2.26 迅速審査 平成28年12月

２６－３９７
KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無

第２外科 高橋　孝夫 27.2.26 迅速審査 平成29年8月

２６－３９８ 人体解剖実習の新規プロトコールの開発 解剖学 千田　隆夫 27.2.26 迅速審査 平成29年3月

２６－３９９ 当科における80歳以上高齢者における胃癌術後補助化学療法の検討 第２外科 山口　和也 27.3.4 第210回 平成29年12月

２６－４００
COPD患者とその家族の急性増悪時における対処行動の実態とその要因に関する研
究

看護学科 岩屋　早苗 27.3.9 迅速審査 平成27年9月

２６－４０１ 看護技術シミュレーターの開発（1） 看護学科 小松　妙子 27.3.9 迅速審査 平成29年3月
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２６－４０２
KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無

第２外科 高橋　孝夫 27.3.9 迅速審査 平成29年8月

２６－４０３ 患者と家族の語りを医療に活かすための質的研究 神経内科・老年学 保住　功 27.3.9 迅速審査 平成32年2月

２６－４０４ 先天性ケトン体代謝異常症の診断と遺伝子解析に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 27.3.9 迅速審査 平成32年3月

２６－４０５ 先天代謝異常症の遺伝子パネルを用いた診断に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 27.3.9 迅速審査 平成30年3月

２６－４０６ 日本人小児期発症気管支喘息患者を対象としたクラスター解析 小児病態学 松井　永子 27.3.9 迅速審査 平成29年3月

２６－４０７ 人工関節登録制度の確立 整形外科 秋山　治彦 27.3.9 迅速審査 平成29年3月

２６－４０８ 食道癌化学療法における口腔粘膜炎発症割合の調査（付随研究） 第２外科 田中　善宏 27.3.9 迅速審査 平成30年3月

２６－４０９
Docetaxel＋CDDP＋5-FU（DCF）化学療法を受ける食道癌患者に対する成分栄養剤
エレンタールの有用性に関する研究（EPOC study）

第２外科 田中　善宏 27.3.9 迅速審査 平成30年3月

２６－４１０ 内リンパ水腫推定検査としてのグリセロール負荷前庭誘発筋電位（VEMP）の有用性 医療情報部 青木　光広 27.3.9 迅速審査 平成28年3月

２６－４１１ ライソゾーム病の新たな新生児マススクリーニング法の確立と発生頻度調査 新生児集中治療部 折居　建治 27.3.9 迅速審査 平成29年12月

２６－４１２
免疫抑制療法によるB型肝炎ウイルスの再活性化　－長期経過を基にした医療経済
的に適正な対策法の確立－

皮膚病態学 清島　真理子 27.3.9 迅速審査 平成32年3月

２６－４１３ 遺伝性皮膚疾患の遺伝子解析研究 皮膚病態学 清島　真理子 27.3.9 迅速審査 平成32年3月

２６－４１４ 皮膚筋炎における症状の変化と自己抗体の抗体価の推移の検討 皮膚病態学 清島　真理子 27.3.9 迅速審査 平成32年3月

２６－４１５ 肢体不自由児施設における被虐待児への支援システムの解明 看護学科 大橋　麗子 27.3.9 迅速審査 平成30年3月

２６－４１６ 急性期看護学実習後の統合実習において学生が学ぶ急性期看護の専門性 看護学科 伊藤　美智子 27.3.9 迅速審査 平成30年3月

２６－４１７ 難治性好中球性皮膚疾患に対する顆粒球吸着療法の作用機序解析 皮膚病態学 藤澤　智美 27.3.11 迅速審査 平成32年3月

２６－４１８
当院職員の4種ウイルス（麻疹、風疹、水痘、ムンプス）感染症およびB型肝炎ウイルス
に対する抗体保有率およびワクチン接種の効果に関する検討

生体支援センター 村上　啓雄 27.3.9 迅速審査 平成30年3月

２６－４１９ 岐阜県内の感染防止対策加算算定病院における院内感染対策の状況に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 27.3.11 迅速審査 平成30年3月
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２６－４２０
マイクロチップPCR-電気泳動技術を用いた性感染症起炎菌の迅速検査システムの研
究

泌尿器科 安田　満 27.3.11 迅速審査 平成28年3月

２６－４２１
「小児科指導医の役割・能力」に関する研究ー日本の小児科における模範とすべき小
児科指導医像のモデルー

医学教育学分野 鈴木　康之 27.3.11 迅速審査 平成30年3月

２６－４２２ ヒト口腔由来細胞を利用したiPS細胞誘導研究と脊髄損傷治療研究 組織・器官形成 手塚　建一 27.3.16 迅速審査 平成30年3月

２６－４２３ 実物大臓器立体モデルによる手術支援（先進医療） 整形外科 秋山　治彦 27.3.16 迅速審査 平成29年11月

２６－４２４ 食道癌術後患者における安全な離床の検討 看護部 廣瀬　泰子 27.3.16 迅速審査 平成27年6月

２６－４２５ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 27.3.16 迅速審査 平成30年3月

２６－４２６
看護学生が理論と技術を統合させながら看護実践方法論を習得していく教授‐学習過
程の構造

看護学科 小松　妙子 27.3.16 迅速審査 平成28年3月

２６－４２７ 限局性前立腺癌に対する放射線治療のQOLに与える影響についての検討 泌尿器科 仲野　正博 27.3.16 迅速審査 平成32年3月

２６－４２８
Epoetin beta pegolによる移植後貧血の正常化と天然型ビタミンD3の補充が移植腎機
能に及ぼす影響を検討するランダム化比較試験

泌尿器科 土屋　朋大 27.3.27 迅速審査 平成29年12月

２６－４２９ プリオン病の自然歴に関する全国調査研究 神経内科・老年学 犬塚　貴 27.3.27 迅速審査 平成30年3月

２６－４３０ 遺伝性網脈絡膜疾患の生体試料の収集・管理・提供と病態解析 眼科 望月　清文 27.3.27 迅速審査 平成28年12月

２６－４３１ 病棟薬剤業務における薬剤適正使用の推進と有害事象対策の評価 薬剤部 鈴木　昭夫 27.3.27 迅速審査 平成30年10月

２６－４３２ 助産師の道徳的感性と倫理的思考に関するアンケート調査 医学系倫理・社会医学 坂倉　知恵 27.3.27 迅速審査 平成30年3月

２６－４３３
心房細動患者におけるIBエコーによる肺静脈組織性状とカテーテルアブレーション後
の心房細動再発率の関連における研究

第２内科 中島　孝 27.3.27 迅速審査 平成28年3月

２６－４３４
プラチナ感受性再発上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対するジェムザール＋カルボ
プラチン併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

産科婦人科学 牧野　弘 27.3.27 迅速審査 平成28年3月

２６－４３５ 筋電義手に関する研究開発 工学部 毛利　哲也 27.3.27 迅速審査 平成32年3月

２６－４３６ 多指ハプティックインターフェイスの研究開発 工学部 毛利　哲也 27.3.27 迅速審査 平成32年3月

２６－４３７ リハビリテーション教育訓練用ロボットハンドの研究開発 工学部 毛利　哲也 27.3.27 迅速審査 平成32年3月

２６－４３８
口腔における各種遺伝子のプロモーター領域のメチレーションと、がんのリスク因子と
の関係

口腔病態学 柴田　敏之 27.3.27 迅速審査 平成32年3月

２６－４３９
口腔がんにおける各種遺伝子のプロモーター領域のメチレーションと臨床的因子との
関係

口腔病態学 柴田　敏之 27.3.27 迅速審査 平成32年3月
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２６－４４０
台湾・日本における口腔領域の生活環境と各種遺伝子異常（DNA塩基配列変異・メチ
レーション・mRNA発現異常）の解析にかかわる研究

口腔病態学 柴田　敏之 27.3.27 迅速審査 平成32年3月

２６－４４１ 口腔病変の分子疫学的研究 口腔病態学 柴田　敏之 27.3.27 迅速審査 平成32年3月

２６－４４２ 伝統発酵食品の機能性分析(小麦) 大学院連合農学研究科 長野　宏子 27.3.27 迅速審査 平成29年3月

２６－４４３ 伝統発酵食品の機能性分析(大豆) 大学院連合農学研究科 長野　宏子 27.3.27 迅速審査 平成29年3月

２６－４４４ 伝統発酵食品の機能性分析（米） 大学院連合農学研究科 長野　宏子 27.3.27 迅速審査 平成29年3月

２６－４４５
インターネットを介した見守りシステムによる高齢者生活支援と地域コミュニティ再生の
可能性にかんする研究

地域科学部 山崎　仁朗 27.3.27 迅速審査 平成28年3月

２６－４４６
人工股関節全置換術患者における，起居・移動能力に関連する因子（①）および理学
療法における測定法の信頼性・妥当性，および基準値に関する研究（②）

リハビリテーション部 尾藤　貴宣 27.3.27 迅速審査 平成31年11月

２６－４４７
日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業（略称：「ドクターヘリ・
レジストリー」）

高次救命治療センター 豊田　泉 27.3.31 迅速審査 平成30年3月

２７－１ 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 腫瘍外科 佐々木　義之 27.4.1 第211回 平成36年11月

２７－２
20mm以下の直腸Neuroendocrine tumorに対する新たな治療方針の位置付け
(Retrospective Study)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.1 第211回 平成27年4月

２７－３
新規活性ペプチド特定を基盤とする大豆β-コングリシニンの脂質代謝改善作用の分
子機構解明

病態情報解析医学 清島　満 27.4.1 第211回 平成30年3月

２７－４ ビタミンK非依存性抗凝固薬が血小板に及ぼす影響に関する研究 脳神経外科 辻本　真範 27.4.1 第211回 平成30年3月

２７－５
化学療法前後に膀胱癌患者の腫瘍組織で発現変化を示すタンパクの免疫組織学的
検討

泌尿器科 亀山　紘司 27.4.1 第211回 平成30年3月

２７－６ 脳脊髄液漏出症に対する硬膜外自家血注入療法の実施 麻酔科疼痛治療科 山口　忍 27.4.1 第211回 平成32年3月

２７－７ テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に関する研究 第１内科 末次　淳 27.4.1 第211回 平成29年3月

２７－８
プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究-岐阜・愛知・三重県のサー
ベイランス-

神経内科・老年学 犬塚　貴 27.4.1 第211回 平成31年3月

２７－９ 髄芽腫（並びにその類似疾患）に対する治療研究（東海小児脳腫瘍研究会） 小児科 小関　道夫 27.4.1 第211回 平成32年3月

２７－１０
非アルコール性脂肪性肝疾患/非アルコール性脂肪肝炎患者さんにおけるリソソーム
酸性リパーゼ活性の測定

肝疾患診療支援センター 今井　健二 27.5.1 第212回 平成29年3月

２７－１３ 自己血内の血小板機能の経時的変化に関する研究 麻酔科疼痛治療科 大沼　隆史 27.5.1 第212回 平成32年4月
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２７－１４ 疼痛患者の夜間睡眠に与えるミルタザピンの影響の検討（後ろ向き研究） 麻酔科疼痛治療科 山口　忍 27.5.1 第212回 平成32年4月

２７－１５ 半座位による鏡視下肩関節手術が心機能に与える影響の検討 麻酔・疼痛制御学 田辺　久美子 27.5.1 第212回 平成32年4月

２７－１６ 膵切除術の質管理-膵切研究会発-Bench Mark Study- 腫瘍外科 佐々木　義之 27.5.1 第212回 平成27年8月

２７－１７ 皮膚筋炎における自己抗体解析およびHLA解析による疾患感受性の検討 皮膚病態学 清島　眞理子 27.5.1 第212回 平成33年3月

２７－１８
岐阜県骨粗鬆症治療ネットワーク（Gifu Prefecture Network for Osteoporosis
Treatment, G-NOT）

整形外科学 秋山　治彦 27.5.1 第212回 平成31年3月

２７－１９ 遺伝子多型に基づいたオーダーメイド緩和医療 医療情報学 一宮　尚志 27.5.1 第212回 平成31年3月

２７－２０ 都道府県職員における労働安全衛生管理の実態に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 27.5.1 第212回 平成30年4月

２７－２１
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（JCOG1310）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.5.1 第212回 平成39年6月

２７－２２
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計画書
（JCOG1410-A）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.6.3 第212回 平成28年8月

２７－２３ 簡易型心肺蘇生訓練キットの教育効果と維持期間の検討 看護学科 松田　好美 27.4.6 迅速審査 平成29年6月

２７－２４
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾールの効果に関する多施設共
同無作為化比較試験（CAS-CARE）

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.4.6 迅速審査 平成29年9月

２７－２５
脳動脈瘤塞栓術におけるHydrogel coilの塞栓効果に関する多施設共同無作為化比
較試験（HYBRID study）

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.4.6 迅速審査 平成29年3月

２７－２６ 慢性腎不全に対する維持透析時に生じるシャント血管閉塞病変の組織学的検討 第２内科 村田　一知朗 27.4.6 迅速審査 平成31年3月

２７－２７ 洗浄液の組成による慢性硬膜下血腫再発抑制の検討 脳神経外科 中山　則之 27.4.23 迅速審査 平成29年2月

２７－２８ 肝炎および肝悪性腫瘍患者におけるストレス蛋白質（HSP）の検討 薬理病態学 小澤　修 27.4.14 迅速審査 平成32年5月

２７－２９
精神神経科の医療保護入院における入院時GAF尺度（機能の全体的評価）と病名か
ら見る在院日数について　DPCデータを用いた精神神経科における医療保護入院の
在院日数に関する研究

医事課 藤谷　香澄 27.4.6 迅速審査 平成32年3月

２７－３０ 高次脳機能ネットワークの活動レベルを測定する検査法の開発 高次神経形態学 藤田　雅文 27.4.6 迅速審査 平成28年3月

２７－３１ 高次脳機能の基礎力としての視聴覚記憶力をトレーニングする方法の開発 高次神経形態学 藤田　雅文 27.4.6 迅速審査 平成28年3月

２７－３２ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 27.4.6 迅速審査 平成30年6月

２７－３３ 病棟薬剤業務における薬剤適正使用の推進と有害事象対策の評価 薬剤部 鈴木　昭夫 27.4.6 迅速審査 平成30年10月
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２７－３４ 高齢者の代謝疾患における血小板機能等の病態・診断・治療に関する研究 薬理病態学 小澤　修 27.4.14 迅速審査 平成32年3月

２７－３５
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）

第２内科 湊口　信也 27.5.1 第212回 平成29年12月

２７－３６
C型肝炎の新規診断法や新規治療法を開発するためのゲノムワイド関連解析の手法
を用いた宿主因子を解析に関する研究

第１内科 末次　淳 27.5.1 第212回 平成28年3月

２７－３７ リドカインテストの結果が慢性痛患者の予後に与える影響の検討 麻酔科疼痛治療科 吉村　文貴 27.5.1 第212回 平成30年4月

２７－３８ 内因性眼内炎の起炎菌および薬剤感受性に関する多施設後ろ向き研究 眼科 望月　清文 27.5.1 第212回 平成32年3月

２７－３９ T波交互現象値の連続記録による致死的不整脈の監視 第二内科 高杉　信寛 27.4.14 迅速審査 平成30年1月

２７－４０
術中脊髄機能モニタリングで記録される経頭蓋電気刺激-複合筋活動電位に記録電
極が及ぼす影響

麻酔科疼痛治療科 福岡　尚和 27.5.1 第212回 平成28年3月

２７－４１
ICカードを用いた医療情報の共有により、糖尿病患者における有益性を検討する臨床
研究

内分泌病態学 橋本　健一 27.4.23 迅速審査 平成28年12月

２７－４２
化学療法前後に膀胱癌患者の腫瘍組織で発現変化を示すタンパクの免疫組織学的
検討

泌尿器科 亀山　紘司 27.4.23 迅速審査 平成30年3月

２７－４３ 自己免疫性神経筋疾患の抗神経筋組織抗体の検出 神経内科・老年科 木村　暁夫 27.4.23 迅速審査 平成32年4月

２７－４４ 英語習得が及ぼす思考過程への影響 地域科学部 笠井　千勢 27.4.23 迅速審査 平成32年3月

２７－４５ 多発性内分泌腫瘍症１型(MEN1)に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.5.1 第212回 平成32年6月

２７－４６ 多発性内分泌腫瘍症２型(MEN2)に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.5.1 第212回 平成32年6月

２７－４７ Li-Fraumeni症候群(LFS)に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.5.1 第212回 平成32年6月

２７－４８ Cowden症候群に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.5.1 第212回 平成32年6月

２７－４９
切除不能な進行・再発大腸癌に対する初回治療としてのFOLFOXIRI+ベバシズマブ
療法　多施設共同第Ⅱ相試験(QUATTRO)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.24 迅速審査 平成29年5月

２７－５０
抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-
09）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.24 迅速審査 平成30年3月
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２７－５１

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.24 迅速審査 平成29年8月

２７－５２
Fluoropyrimidine, Oxaliplatin, Irinotecanを含む化学療法に不応または不耐のKRAS
野生型進行・再発結腸・直腸癌に対するRegorafenibとcetuximabの逐次投与と
cetuximabとregorafenibの逐次投与のランダム化第Ⅱ相試験（REVERCE試験）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.24 迅速審査 平成29年9月

２７－５３
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ALL-B12

小児科 小関　道夫 27.4.24 迅速審査 平成34年11月

２７－５４ 小児固形腫瘍観察研究 小児科 小関　道夫 27.4.24 迅速審査 平成32年5月

２７－５５
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
（JCOG1007）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成32年6月

２７－５６
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（JCOG1107）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成31年10月

２７－５７
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(INSPIRE)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年10月

２７－５８
根治切除可能な進行直腸癌に対する術前化学療法としてのSOX療法とmFOLFOX6
療法の有用性の検討-ランダム化第Ⅱ相臨床試験-　KSCC 1301

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成28年5月

２７－５９
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/Ⅰ‐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（JCOG0603）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成33年1月

２７－６０
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/withiout
Bevacizumab療法とFOLFIRI with/withiout Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ラン
ダム化比較試験(AXEPT)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年5月
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２７－６１
FOLFOX療法に起因する末梢神経症状に対するプレガバリンの有効性および安全性
に関する検討（PerSeUS CRC-01）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成28年11月

２７－６２
進行・再発大腸癌を対象としたオキサリプラチン再導入biweekly S-1+Oxaliplatin
（SOX）療法の有効性を検討する第Ⅱ相臨床試験(ORION2)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年2月

２７－６３ 制吐療法不応例に対するパロノセトロンの効果および安全性の検討 がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成27年6月

２７－６４
切除不能な進行・再発大腸癌の2次治療例を対象とした腫瘍組織を用いた効果予測
因子および予後因子に関する探索的研究（AXEPT試験：組織バイオマーカー付随研
究）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年5月

２７－６５
切除不能な進行・再発大腸癌の2次治療例を対象とした腫瘍組織を用いた効果予測
因子および予後因子に関する探索的研究（AXEPT試験：血液バイオマーカー付随研
究）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年5月

２７－６６ 大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較試験(JCOG1006) がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成33年11月

２７－６７
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

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成32年4月

２７－６８
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（ULTIMATE
TRIAL）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成31年1月13日

２７－６９
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(JCOG1018)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年7月

２７－７０
「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」におけるバ
イオマーカー研究(JACCRO CC-08AR)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成30年4月

２７－７１
女性に対する制吐療法の有効性評価および悪心・嘔吐に対するリスク因子の詳細な
検討

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成27年12月

２７－７２
切除不能進行・再発大腸癌患者におけるレゴラフェニブによる疲労・倦怠感に対する
経口ステロイド剤予防治療の検討　－無作為化，プラセボ対照，二重盲検，第Ⅱ相臨
床試験ー(KSCC1402/HGCSG1402試験)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成28年9月

２７－７３
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するレゴラフェニブの効果と副作用の
予知のための前向き観察研究

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成31年1月

２７－７４
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（JACCRO
CC08）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年4月

２７－７５
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（JACCRO CC-07）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成31年2月
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２７－７６
治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベ
バシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+
ベバシズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験(C-Cubed study)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成30年5月

２７－７７
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験(ATOM trial)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年5月6日

２７－７８
KRAS野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化比較第Ⅱ相試験における治療感受性
予測の探索的研究(ATOM trial　付随)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.27 迅速審査 平成29年5月6日

２７－７９ 既存データを用いた肩腱板断裂の超音波所見に関する研究 検査部 渡邉　恒夫 27.4.27 迅速審査 平成28年3月

２７－８０ 脳ＭＲ画像の画像診断支援システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.4.27 迅速審査 平成32年3月

２７－８１ 看護技術シミュレーターの開発（1） 看護学科 小松　妙子 27.4.27 迅速審査 平成29年3月

２７－８２ 環境因子による口腔粘膜メチル化異常の継時的解析と脱メチル化による影響の解析 口腔病態学 加藤　恵三 27.7.1 第214回 平成32年3月

２７－８３ 手指消毒使用量と耐性菌検出率および手指衛生遵守率との関連についての分析 生体支援センター 土屋　麻由美 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－８４ わが国の医療機関における季節性インフルエンザ集団発生事例の聞き取り調査研究 生体支援センター 村上　啓雄 27.6.3 第213回 平成29年3月

２７－８５ ファブリー病診療におけるLyso-Gb3の有用性検討 第２内科 湊口　信也 27.6.3 第213回 平成28年12月

２７－８６ 統計画像処理の方法論の構築とコンピュータ支援診断システムへの応用 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.6.3 第213回 平成29年3月

２７－８７ 自動乳房超音波検査装置とマンモグラフィの連携システム 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－８８ マンモグラフィにおける画像診断支援システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－８９ 卵巣漿液性腺癌の病理組織細分類に基づく治療個別化の探索(JCOG3016A1) 産科婦人科学 牧野　弘 27.6.3 第213回 平成27年9月

２７－９０
我が国における再発上皮性卵巣がん・卵管がん・腹膜がんに対するsecondary
debulking surgeryの現状と再々発時の治療法および予後に関する調査研究

産科婦人科学 牧野　弘 27.6.3 第213回 平成27年12月

２７－９１ 胸部食道癌に対するfield-in-field法を用いた放射線治療に関する研究 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成30年3月

２７－９２ 乳癌術後照射におけるfield-in-field法の最適化に関する研究 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－９３ 子宮頸癌に対する全骨盤照射後の不全骨骨折に関する解析 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成30年3月
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２７－９４ 直腸癌術後の局所再発に対する放射線治療に関する研究 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成30年3月

２７－９５
頭蓋内動脈硬化症に対する経皮的血管形成術に関する前向き観察研究 Prospective
Registry of Percutaneous Transluminal Angioplasty for Intracranial Atheroslerotic
Disease (AICAD)

脳神経外科 榎本　由貴子 27.6.3 第213回 平成29年11月

２７－９６

ウィングスパンステントシステム市販後調査に基づく頭蓋内動脈硬化症に対する経皮
的血管形成術/ステント留置術に関する前向き観察研究 Post-Market Surveillance of
Percutaneous Transluminal Angioplasty and Wingspan Stenting for Intracranial
Atheroslerotic Disease (WICAD)

脳神経外科 榎本　由貴子 27.6.3 第213回 平成29年11月

２７－９７
Kyocera Modular Limb Salvage system (KMLS)新セメントレスステムの短期成績調査
骨軟部肉腫治療研究会多施設共同研究

整形外科 永野　昭仁 27.6.3 第213回 平成31年12月

２７－９８ JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 整形外科 永野　昭仁 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－９９ 解剖学的伏在神経の走行の観察 整形外科 川島　健志 27.6.3 第213回 平成32年5月

２７－１００ 当院整形外科の手術成績の評価に関する後ろ向き臨床研究 関節再建外科先端医療講座 小川　寛恭 27.6.3 第213回 平成32年5月

２７－１０１
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(JBCRG-MO3)

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.6.3 第213回 平成30年10月

２７－１０２
膵頭十二指腸切除術後膵液瘻grade Cの危険因子の同定－前向き観察多施設共同
研究－

腫瘍外科 佐々木　義之 27.6.3 第213回 平成30年１１月

２７－１０３
切除不能進行・再発大腸癌におけるRAS遺伝子変異型に対する一次治療
FOLFOXIRI+ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験(JACCRO CC-11)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.6.3 第213回 平成31年9月

２７－１０４
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔鏡下噴門側胃切除術の安
全性に関する非ランダム化検証的試験

第２外科 山口　和也 27.6.3 第213回 平成35年5月

２７－１０５
総胆管結石治療に対するEST付加有りまたは無しのEPLBD施行術における治療成績
の評価に関する後方視的検討

第１内科 岩下　拓司 27.6.3 第213回 平成27年6月

２７－１０６ マタニティ・ヨガの妊娠・分娩改善効果に関する科学的検証 看護学科 金子　洋美 27.5.8 迅速審査 平成31年12月

２７－１０７ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 27.5.8 迅速審査 平成30年6月

２７－１０８ 冠動脈疾患患者におけるMuse細胞動員に関する研究 循環・呼吸病態学 湊口　信也 27.5.8 迅速審査 平成28年8月

２７－１０９ 簡易型心肺蘇生訓練キットの教育効果と維持期間の検討 看護学科 松田　好美 27.5.8 迅速審査 平成29年6月

２７－１１０
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(JFMC46-1201)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.5.8 迅速審査 平成33年4月

２７－１１１
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の、開腹幽門側胃切除に対す
る非劣性を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験

第2外科 山口　和也 27.5.8 迅速審査 平成33年6月
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２７－１１２ 術前がん患者の栄養状態に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 27.5.8 迅速審査 平成28年3月

２７－１１３ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 27.5.8 迅速審査 平成30年12月

２７－１１４
スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効果に関する多施設ランダ
ム化比較試験

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.5.22 迅速審査 平成31年4月

２７－１１５
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/withiout
Bevacizumab療法とFOLFIRI with/withiout Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ラン
ダム化比較試験(AXEPT)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.5.22 迅速審査 平成29年5月

２７－１１６ 制吐療法不応例に対するパロノセトロンの効果および安全性の検討 がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.5.22 迅速審査 平成28年6月

２７－１１７

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.5.22 迅速審査 平成29年8月

２７－１１８
高悪性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）

整形外科 永野　昭仁 27.6.1 迅速審査 平成37年1月

２７－１１９
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試験　The
Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in Japanese Patients with Chronic Heart
Failure

循環呼吸病態学 湊口　信也 27.6.1 迅速審査 平成28年12月

２７－１２０ バイオメタル・トランスポーターの動態と神経変性疾患に関する研究 神経内科・老年学 保住　功 27.6.1 迅速審査 平成32年4月

２７－１２１

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.6.1 迅速審査 平成29年8月

２７－１２２ JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.7.1 第214回 平成32年3月

２７－１２３
Kapandji対立テストにおける健常者と手根管障害患者の比較検討－Kapandji対立テス
トは手根管患者評価として有用か？－

リハビリテーション部 松下　泰玄 27.7.1 第214回 平成28年6月

２７－１２４ 当院における麻酔に対する患者満足度の現状について 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 27.7.1 第214回 平成28年12月

２７－１２５ 全身MRI・CT画像の画像診断支援システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.7.1 第214回 平成32年3月
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２７－１２６ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 27.7.1 第214回 平成32年3月

２７－１２７ ホスフェニトインの長期使用における血中濃度推移の検討 薬剤部 大野　雄太 27.7.1 第214回 平成32年6月

２７－１２８ 腸管内・腸管外病原大腸菌属の病原因子の検索およびその検査法の確立 検査部 太田　浩敏 27.7.1 第214回 平成32年6月

２７－１２９ 山岳診療所における医学部学生の体験 看護学科 大橋　麗子 27.7.1 第214回 平成29年7月

２７－１３０ 山岳診療所における夏季診療活動への参加学生について実態調査 看護学科 温水　理佳 27.7.1 第214回 平成32年3月

２７－１３１ 大学生の体力実態調査 保健管理センター 山本　眞由美 27.7.1 第214回 平成32年6月

２７－１３２ 上肢運動機能正常発達変化における調査研究 小児病態学 加藤　善一郎 27.7.1 第214回 平成29年6月

２７－１３３
胃癌におけるハーセプチンの各種抗がん剤に対する上乗せ効果と安全性の評価に関
する検討

光学医療診療部 荒木　寛司 27.7.1 第214回 平成32年6月

２７－１３４ 各国における地域精神保健医療の成熟度を評価するための方法に関する研究 保健管理センター 西尾　彰泰 27.6.4 迅速審査 平成31年8月

２７－１３５ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 工学部 伊藤　聡 27.6.4 迅速審査 平成28年12月

２７－１３６ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 27.6.4 迅速審査 平成27年8月

２７－１３７
オピオイド鎮痛薬による便秘対策に使用される緩下剤に影響を与える要因に関する研
究

薬剤部 石原　正志 27.7.1 第214回 平成32年12月

２７－１３８ 心不全Frailtyの予後予測妥当性と心臓リハビリテーション効果に関する研究 第２内科 湊口　信也 27.7.1 第214回 平成32年3月

２７－１３９
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.6.15 迅速審査 平成31年1月

２７－１４０

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.6.15 迅速審査 平成29年8月

２７－１４１ 非特異性多発性小腸潰瘍症を疑う患者に対するSLCO2A1蛋白の免疫染色 消化器病態学 井深　貴士 27.8.5 第215回 平成32年7月

２７－１４２
未破裂脳動脈瘤患者に対するフェルモキシトールを造影剤として使用したMRでのマク
ロファージイメージングの実施可能性の検討

脳神経外科 山内　圭太 27.6.23 迅速審査 平成27年8月
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２７－１４３ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 27.6.23 迅速審査 平成30年6月

２７－１４４ 労働者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 27.6.23 迅速審査 平成30年4月

２７－１４５ 泌尿器科癌エクソソーム関連タンパク解析 泌尿器科 水谷　晃輔 27.7.23 迅速審査 平成30年3月

２７－１４６
去勢抵抗性前立腺癌患者エクソソーム中P糖タンパクおよび治療抵抗性関連遺伝子と
タキサン系抗癌剤感受性に関する検討

病態情報解析医学 加藤　卓 27.7.23 迅速審査 平成32年3月

２７－１４７ カンボジアにおける精神科外来受診行動の背景に関する調査 保健管理センター 西尾　彰泰 27.6.23 迅速審査 平成29年2月

２７－１４８
英語習得が及ぼす思考過程への影響：第二言語習得とattention allocation（注意制
御）の関係

地域科学部 笠井　千勢 27.6.23 迅速審査 平成32年3月

２７－１４９ PerSeUS-BC01，02におけるバイオマーカー検索に関する臨床研究（付随研究） 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.6.26 迅速審査 平成30年5月

２７－１５０ Wiiを利用した平衡機能測定 関節再建外科先端医療講座 青木　隆明 27.6.26 迅速審査 平成28年2月

２７－１５１
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子型に
基づく個別化投薬と固定用量の比較研究（TARGET-1）　文部科学省　次世代がん研
究戦略推進プロジェクト　－がん薬物療法の個別適正化プログラム－

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.6.26 迅速審査 平成28年8月

２７－１５２
根治切除可能な進行直腸癌に対する術前化学療法としてのSOX療法とmFOLFOX6
療法の有用性の検討-ランダム化第Ⅱ相臨床試験-　KSCC 1301

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.6.26 迅速審査 平成27年8月

２７－１５３
切除不能進行・再発大腸癌患者におけるレゴラフェニブによる疲労・倦怠感に対する
経口ステロイド剤予防治療の検討　－無作為化，プラセボ対照，二重盲検，第Ⅱ相臨
床試験ー(KSCC1402/HGCSG1402試験)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.6.26 迅速審査 平成28年9月

２７－１５４ ロコモティブシンドローム予防のための筋肉年齢推定法の開発 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 27.7.2 迅速審査 平成29年12月

２７－１５５
過灌流症候群高リスク例に対する頚動脈ステント留置術に関する後ろ向き研究
Strategy of Optimal carotid revascularization for high-risk Patients of Cerebral
Hyperperfusion Syndrome (STOP CHS) Retrospective Study

脳神経外科 江頭　裕介 27.8.5 第215回 平成28年3月
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２７－１５６ 陰茎癌とヒトパピローマウイルス感染との関連性についての研究 病態情報解析医学 加藤　卓 27.8.5 第215回 平成32年6月

２７－１５７ 癌免疫におけるヒトマクロファージとエクソソームの関連性の研究 泌尿器科 水谷　晃輔 27.8.5 第215回 平成28年8月

２７－１５８ ソホスブビル/リバビリン併用療法の治療成績の検討 第１内科 末次　淳 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－１５９ 高度救命救急センターにおけるインシデント報告と気管切開事例の検討 救急災害医学 熊田　恵介 27.7.1 第214回 平成29年3月

２７－１６０ 当科における膵頭十二指腸切除術後の膵ろう危険因子の検討 腫瘍外科 佐々木　義之 27.8.5 第215回 平成30年12月

２７－１６１ CHOP療法における緩下剤予防投与の有用性に関する研究 薬剤部 大畑　紘一 27.8.5 第215回 平成32年12月

２７－１６２ 画像認識技術を利用した平均脳血流量推定の自動化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 27.8.5 第215回 平成32年3月

２７－１６３ ドパミントランスポーターイメージングにおける画像定量化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 27.8.5 第215回 平成32年3月

２７－１６４ ドセタキセル耐性の頭頸部がんに対するパクリタキセル療法の第Ⅱ相試験 耳鼻咽喉科 久世　文也 27.8.5 第215回 平成31年3月

２７－１６５ アナフィラキシー治療症例の多施設集積調査 小児病態学 川本　典生 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１６６
同種造血幹細胞移植サバイバーにおける精神的苦痛の実態と、その心理社会的規定
因子に関する検討

血液内科 中村　信彦 27.8.5 第215回 平成28年9月

２７－１６７
強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植の
安全性と有効性の検討　-JSCT Haplo14 RIC-

血液内科 中村　信彦 27.8.5 第215回 平成30年7月

２７－１６８
早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除病変の長期予後と転移・再発危険
因子に関する検討

第１内科 高田　淳 27.8.5 第215回 平成28年6月

２７－１６９ PET/CT画像を用いた肺結節の自動解析手法の開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－１７０
食物アレルギーを起こす原因食物の違いに関わらず過剰な免疫反応を抑える食物ア
レルギー用サプリメントの開発

病原体制御学 江崎　孝行 27.7.2 迅速審査 平成28年3月

２７－１７１ 熱中症に関する委員会による熱中症の実態調査(Heatstroke STUDY 2014) 救急災害医学 小倉　真治 27.7.2 迅速審査 平成28年8月

２７－１７２ 膵癌進展に関する膵繊維化の影響 肝胆膵・がん集学的治療学 長田　真二 27.8.5 第215回 平成27年10月

２７－１７３ 医療連携クリニカルパスの患者アンケートについて 肝胆膵・がん集学的治療学 長田　真二 27.8.5 第215回 平成27年11月

２７－１７４
高次救命治療センターで治療を行った患者における深在性真菌症の診断のためのβ
-Dグルカン測定および結果解析の最適化に関する研究

救急災害医学 小倉　真治 27.8.5 第215回 平成27年10月

２７－１７５
集中治療室におけるせん妄・不穏改善目的の漢方治療の利用状況と効果に関する後
ろ向き研究

高次救命治療センター 牛越　博昭 27.8.5 第215回 平成28年7月
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２７－１７６ 岐阜県における病院前外傷救護後ろ向き実態調査 救急災害医学 吉田　隆浩 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１７７ 岐阜県における病院前外傷救護前向き実態調査 救急災害医学 吉田　隆浩 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１７８
当院高度救命救急センターにおけるVAP（人工呼吸器関連肺炎）発生率の推移とそ
の対策

看護部 廣瀬　泰子 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－１７９
病棟看護職員における業務量推計モデルの開発と業務量システムの構築（パイロット
スタディ）

先端医療・臨床研究推進セン
ター

佐藤　菊枝 27.7.6 迅速審査 平成27年12月

２７－１８０ 体幹部CT画像におけるコンピュータ支援診断システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.7.6 迅速審査 平成28年7月

２７－１８１
プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮性卵巣癌、原発性卵管癌、腹膜
癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン(PLD)50mg/㎡対するPLD40mg/㎡のランダム
化第Ⅲ相比較試験

産婦人科学 牧野　弘 27.7.6 迅速審査 平成29年8月

２７－１８２ 基礎看護技術の習得度向上に向けた取り組み 看護学科 岡本　千尋 27.7.6 迅速審査 平成29年3月

２７－１８３ 特発性脳内石灰化症に関する疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 27.7.6 迅速審査 平成31年7月

２７－１８４ 周術期における抗血小板薬休薬後の血小板機能に関する研究 麻酔疼痛制御学 大沼　隆史 27.7.6 迅速審査 平成30年3月

２７－１８５
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.7.6 迅速審査 平成31年1月

２７－１８６
子宮頸部上皮内腫瘍（CIN3）に対する円錐切除後の患者におけるヒトパピローマウイ
ルス（HPV）ワクチンによるHPV再感染予防に関する検討（KCOG-G1002）

産科婦人科 牧野　弘 27.7.6 迅速審査 平成29年12月

２７－１８７ 3テスラMRIを用いた子宮筋腫の術前シュミレーションモデルに関する研究 放射線科 加藤　博基 27.7.6 迅速審査 平成29年6月

２７－１８８ 大動脈内バルーン閉塞の有効性と安全性に対する観察研究 高次救命救急センター 吉田　隆浩 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－１８９ 産科診療の集約化における産後ケア施設のニーズ 産科婦人科学 古井　辰郎 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１９０
頭頚部癌に対する化学放射線同時併用療法による摂食嚥下障害への看護ケアの効
果

看護部 廣瀬　泰子 27.8.5 第215回 平成29年7月

２７－１９１
化学療法未治療のHER2陰性進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン+S-1療法につ
いて検討する第Ⅱ相臨床試験(KSCC1501A)

第２外科 山口　和也 27.8.5 第215回 平成30年5月

２７－１９２
化学療法未治療のHER2陽性進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン+S-1+トラスツ
ズマブ併用療法について検討する第Ⅱ相臨床試験(KSCC1501B)

第２外科 山口　和也 27.8.5 第215回 平成31年5月

２７－１９３ 末梢性めまい発症後の平衡機能の変化に関する研究 耳鼻咽喉科学 伊藤　八次 27.8.5 第215回 平成30年3月
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２７－１９４
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その２）－質
問紙によるAIMS-Gifuシステムを利用した急性期看護学に関連する学習の実態調査
－

看護学科 高橋　由起子 27.7.14 迅速審査 平成31年6月

２７－１９５
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その３）－急
性期看護学におけるAIMS-Gifuシステムを利用した学習効果－

看護学科 高橋　由起子 27.7.14 迅速審査 平成29年6月

２７－１９６ 遺伝性乳癌・卵巣癌に対すると遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.7.14 迅速審査 平成30年8月

２７－１９７ 遺伝性大腸癌（Linch症候群）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.7.14 迅速審査 平成30年9月

２７－１９８ 遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.7.14 迅速審査 平成30年9月

２７－１９９ 大腸CTの臨床応用に関する研究 放射線部 富松　英人 27.7.14 迅速審査 平成28年6月

２７－２００ 既存データを用いた全身CT画像における骨格筋の自動抽出と計測に関する研究 放射線科 加藤　博基 27.7.23 迅速審査 平成27年10月

２７－２０１ 自治体における健康増進・介護予防事業の効果に関する研究 看護学科 小林　和成 27.7.28 迅速審査 平成30年3月

２７－２０２
臨床的FIGOⅣb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫瘍摘出術に関する
Feasibility Studyについて

産婦人科学 牧野　弘 27.7.28 迅速審査 平成30年1月9日

２７－２０３ 婦人科腫瘍性疾患における予後因子としてのタン白質発現解析 産科婦人科 竹中　基記 27.7.28 迅速審査 平成31年3月

２７－２０４ 洗浄消毒後の内視鏡清浄度調査 検査部 太田　浩敏 27.7.28 迅速審査 平成28年7月

２７－２０５
胸部放射線と化学療法の併用療法が施行される肺癌患者の食道炎に対するアルギン
酸ナトリウム液・ポラプレジンク懸濁液と水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム
配合液併用の予防効果の評価に関する研究

薬剤部 飯原　大稔 27.7.28 迅速審査 平成29年6月

２７－２０６ 先天性乏毛症の遺伝子解析 皮膚病態学 藤澤　智美 27.8.10 迅速審査 平成32年7月

２７－２０７
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
相臨床研究ーペルツズマブ再投与試験ーJBCRG-M05 (PRECIOUS)

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.9.2 第216回 平成31年7月

２７－２０８ 不規則抗体陽性患者に対する赤血球製剤輸血に関するアンケート調査 輸血部 南谷　泰仁 27.9.2 第216回 平成30年3月

２７－２０９ 傍尿道腫瘍の発生母地の検討 泌尿器科 水谷　晃輔 27.9.2 第216回 平成28年12月

２７－２１０ 岐阜地区における「糖尿病連携手帳」使用に関する実態調査 第３内科 武田　純 27.9.2 第216回 平成28年8月

２７－２１１
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(JACCRO
CC-13)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.10.7 第217回 平成32年6月
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２７－２１２
「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」におけるバイ
オマーカー研究(JACCRO CC-13AR)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.10.7 第217回 平成31年6月

２７－２１３
国立病院機構長良医療センター臨床研究部との共同研究による難治性疾患の患者
由来細胞（iPS細胞由来の分化細胞を含む）を用いた病態解析及び新規治療薬の開
発に関する研究

岐阜薬科大学 原　英彰 27.10.7 第217回 平成32年3月

２７－２１４ 産後うつ病の薬物療法支援に対する臨床薬学的研究 岐阜薬科大学 原　英彰 27.9.2 第216回 平成31年3月

２７－２１５
原発性肺癌における臨床病期別の外科治療の予後に関する検討（後向きコホート研
究）

高度先進外科学 白橋　幸洋 27.9.2 第216回 平成32年3月

２７－２１６
高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施設共同前向
き調査研究

高度先進外科学 白橋　幸洋 27.9.2 第216回 平成32年3月

２７－２１７ 「SGLT2阻害薬投与による乳酸値、血中ケトン体の変動に関する検討」 内分泌代謝病態学 橋本　健一 27.8.19 迅速審査 平成28年8月

２７－２１８ 難治性血管炎の分子基盤解析 病理部 宮崎　龍彦 27.10.7 第217回 平成32年3月

２７－２１９
経尿道的前立腺核出術(HoLEP/TUBE)における周術期感染症阻止役プロトコールの
検討：多施設共同研究

泌尿器科 菊池　美奈 27.9.2 第216回 平成28年12月

２７－２２０ 青少年の薬物乱用の実態とライフスタイルに関するモニタリング研究 看護学科 三好　美浩 27.9.2 第216回 平成32年3月

２７－２２１ 子どもを得ることなく不妊治療を終結する女性への意思決定支援に関する研究 看護学科 三尾　亜喜代 27.9.2 第216回 平成28年3月

２７－２２２ 中山間地域における移動式販売車の利用と健康との関連についての研究 看護学科 田中　健太郎 27.9.2 第216回 平成30年3月

２７－２２３
糖尿病患者に対する行動変容技法に基づく栄養食事指導の実施とその効果に関す
る研究

栄養管理室 荒川　直江 27.9.2 第216回 平成29年3月

２７－２２４ 作業者に快適性をもたらす組立作業の教示方法に関する研究 工学部 伊藤　聡 27.9.2 第216回 平成30年8月

２７－２２５
作業・生活空間に配置される視覚／聴覚刺激により生じる頭皮脳波・事象関連電位に
もとづくヒト集中状態評価システムの開発

工学部 松下　光次郎 27.9.2 第216回 平成32年8月

２７－２２６
使用者固有の身体特性と環境特性を考慮した生体信号計測にもとづく動作意図推定
と機器制御への応用

工学部 松下　光次郎 27.9.2 第216回 平成31年8月

２７－２２７ ヒト直腸における前がん病変(ACF; aberrant crypt foci)の観察研究 地域腫瘍学 久保田　全哉 27.9.2 第216回 平成30年3月

２７－２２８ 新規臨床治験アウトカムメジャー確立に向けた運動解析 小児病態学 加藤　善一郎 27.9.2 第216回 平成29年8月

２７－２２９ 子どもと家族を主体とした看護を共有する事例検討会に参加した看護師の体験 看護学科 田中　千代 27.9.2 第216回 平成31年3月
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２７－２３０ 人がエビらしさを感じる視覚的特徴の同定 工学部 寺田　和憲 27.9.2 第216回 平成32年8月

２７－２３１ 特別養護老人ホームにおける職場環境評価尺度の開発と組織コミットメントの関連 看護学科 小木曽　加奈子 27.9.2 第216回 平成32年3月

２７－２３２ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 27.8.10 迅速審査 平成30年12月

２７－２３３
FIGO進行期Ⅲ期－Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回治療
としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベバシズマブ
単独継続投与例の前向き観察研究(JGOG3022)

産婦人科学 早崎　容 27.8.10 迅速審査 平成29年3月

２７－２３４ 岐阜県内のスモン患者の現状調査に関する研究 神経内科・老年学 犬塚　貴 27.8.10 迅速審査 平成32年7月

２７－２３５ 基礎看護技術教育における教育方法の評価 看護学科 竹下　美恵子 27.8.10 迅速審査 平成30年3月

２７－２３６
法医剖検例における外傷ならびに疾病で早期に発現する組織学的変化の解析の研
究

法医学 武内　康雄 27.8.10 迅速審査 平成31年3月

２７－２３７ 眼科用内視鏡を用いた法医剖検例における眼底所見の意義の研究 法医学 武内　康雄 27.8.10 迅速審査 平成31年3月

２７－２３８ 日本の医療機関における針刺し切創事例の収集と予防策の検討 生体支援センター 村上　啓雄 27.8.10 迅速審査 平成31年3月

２７－２３９
関節リウマチ患者におけるサルコペニアの評価と抗リウマチ治療によるサルコペニアへ
の影響の検討

地域医療運動器医学 田中　領 27.9.2 第216回 平成30年3月

２７－２４０
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 27.8.19 迅速審査 平成28年8月

２７－２４１
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：金属アーチファクト低
減ソフトの評価

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.8.19 迅速審査 平成28年6月15日

２７－２４２
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：iFlowと定量的DSA画
像解析

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.8.19 迅速審査 平成28年6月15日

２７－２４３

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.8.19 迅速審査 平成29年8月

２７－２４４
根治切除可能な進行直腸癌に対する術前化学療法としてのSOX療法とmFOLFOX6
療法の有用性の検討-ランダム化第Ⅱ相臨床試験-　KSCC 1301

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.8.19 迅速審査 平成34年8月
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２７－２４５
睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性
と安全性に関する臨床試験　THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset
Strokes with alteplase at 0.6mg/kg (THAWS) Trial

脳神経外科 榎本　由貴子 27.8.19 迅速審査 平成29年3月

２７－２４６
超急性期脳梗塞に対する血管内治療に関する全国前向き登録研究2 Recovery by
Endovascular  Salvage for Cerebral Ultra-acute Embolism (RESCUE)-Japan Registry 2

脳神経外科 榎本　由貴子 27.8.19 迅速審査 平成29年3月

２７－２４７ 日本形成外科学会疾患登録システム 耳鼻咽喉科 加藤　久和 27.8.19 迅速審査 平成32年8月

２７－２４８ シミュレーション医学教育における日米の文化差の研究 医学教育学 鈴木　康之 27.8.25 迅速審査 平成30年6月

２７－２４９
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）マーカーとしての血中遊離コリン測定の臨床的有用
性評価

薬理病態学 小澤　修 27.8.25 迅速審査 平成32年1月

２７－２５０
C型慢性肝炎における血清ビタミンD値とペグインターフェロン+リバビリン療法の反応
性に関する検討

薬理病態学 小澤　修 27.8.25 迅速審査 平成32年1月

２７－２５１ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 27.8.25 迅速審査 平成30年8月

２７－２５２
「消化管 graft-versus-host disease (GVHD)に対する経口 beclomethasone
dipropionate (BDP) 療法の安全性と有効性の検討」多施設共同研究

第一内科 北川　順一 27.8.25 迅速審査 平成31年8月

２７－２５３ リンパ管腫症、ゴーハム病、難治性血管奇形に対するシロリムス療法 小児科 小関　道夫 27.8.25 迅速審査 平成31年4月

２７－２５４ 医学教育カリキュラムの改善と教育効果に関する研究 医学教育学分野 鈴木　康之 27.8.25 迅速審査 平成30年4月

２７－２５５ 下肢動脈硬化病変における血管内超音波検査所見と血管内視鏡所見の比較 循環・呼吸病態学 川崎　雅規 27.10.7 第217回 平成29年9月

２７－２５６
術前の少量フェンタニル投与に対する反応が、フェンタニル感受性および代謝に関す
る遺伝子多型と関連して術後嘔気嘔吐(PONV)発生の予測となり得るか

麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 27.10.7 第217回 平成30年9月

２７－２５７ fluorescein sodiumガイド下の小児脳腫瘍摘出術に関する研究 脳神経外科学 矢野　大仁 27.10.7 第217回 平成29年8月

２７－２５８ 日本における医師ー乾癬患者間の治療目標に対するギャップに関する調査 皮膚科 水谷　陽子 28.2.3 第221回 平成28年9月

２７－２５９ 子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する調査研究(JGOG 2049s) 産科婦人科 牧野　弘 27.10.7 第217回 平成27年12月

２７－２６０ 筋委縮性側索硬化症における金属代謝関連遺伝子のエピジェネティクス解析 岐阜薬科大学 栗田　尚佳 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２６１
ボルテゾミブおよびレナリドミド治療後再発多発性骨髄腫患者におけるポマリドミドおよ
びデキサメタゾン併用療法の有効性に関する国際共同第Ⅱ相試験 (AMN001/J-
MEN009試験)

第１内科 北川　順一 27.10.7 第217回 平成29年7月
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２７－２６２
原発性乳癌に対する乳房専用ＰＥＴ装置「Elmammo」の臨床的有用性に関する観察研
究

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.10.7 第217回 平成29年9月

２７－２６３

原発性乳癌に対する術前化学療法の効果判定における乳房専用ＰＥＴ装置
「Elmammo」の臨床的有用性に関する観察研究 (Study for Clinical significance of
Elmammo as a Surrogate Marker of Neoadjuvant Chemotherapy : SCELMAMMO
study)

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.10.7 第217回 平成29年9月

２７－２６４ 遺伝性多発性外骨腫の実態把握と遺伝子多型に関する基盤研究 整形外科 松本　和 27.8.28 迅速審査 平成32年8月

２７－２６５ 肺がん開胸手術後の痛みに対するトラマドールの有効性の検討 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 27.8.28 迅速審査 平成28年8月

２７－２６６ セツキシマブの各種抗がん剤に対する上乗せ効果と安全性の評価に関する検討 口腔病態学 飯田　一規 27.10.7 第217回 平成32年10月

２７－２６７
頸動脈超音波検査を用いた新たな動脈硬化評価法の臨床的検討（パイロットスタ
ディ）

総合内科 池田　貴英 27.10.7 第217回 平成28年9月

２７－２６８ 不明熱の原因疾患・診断方法に関する多施設共同前向き研究（FUO study） 総合内科 池田　貴英 27.10.7 第217回 平成28年10月

２７－２６９
免疫学的便潜血法による大腸腫瘍スクリーニングに対する抗血栓薬服用の影響に関
する検討

消化器内科 井深　貴士 27.10.7 第217回 平成32年3月

２７－２７０ 難治性メニエール病、遅発性内リンパ水腫に対する中耳加圧治療の治療効果 耳鼻咽喉科学 伊藤　八次 27.10.7 第217回 平成30年3月

２７－２７１ 末梢性めまいに対する高用量ベタヒスチンの治療効果 耳鼻咽喉科学 伊藤　八次 27.10.7 第217回 平成30年3月

２７－２７２ 自治体における母子保健事業の評価に関する研究 看護学科 小林　和成 27.10.7 第217回 平成31年3月

２７－２７３
通院中の糖尿病患者の生活習慣改善行動と薬物療法に向けたやる気と行動のアルゴ
リズムの解明　－予備調査ー

看護学科 足立　久子 27.10.7 第217回 平成30年9月

２７－２７４
臨床指導医能力開発プログラム "Teaching in the Clinical Setting"の教育的効果に関
する研究

医学教育開発研究センター 西城　卓也 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２７５ Methotraxate治療中の関節リウマチ患者における葉酸1mg連日内服の有用性の検討 地域医療運動器医学 田中　領 27.10.7 第217回 平成30年3月

２７－２７６ 緑内障に関連する遺伝子多型の解析 眼科学 川瀬　和秀 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２７７ 続発緑内障に対するリパスジル点眼の効果に関する前向き研究 眼科学 川瀬　和秀 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２７８ 緑内障患者におけるQOLの研究 眼科学 川瀬　和秀 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２７９ 緑内障手術創の前眼部光干渉断層計による観察 眼科学 川瀬　和秀 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２８０ 緑内障眼の後眼部光干渉断層計による観察 眼科学 川瀬　和秀 27.10.7 第217回 平成32年9月
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２７－２８１ 巨大軟部腫瘍に対する治療成績の検討 整形外科 永野　昭仁 27.10.7 第217回 平成28年12月

２７－２８２ 透析心筋症の病理に関する超微形態的考察 高次救命治療センター 牛越　博昭 27.10.7 第217回 平成30年12月

２７－２８３ 発熱患者の白血球表面抗原の発現と血清サイトカイン量の研究 総合内科 臼井　太朗 27.10.7 第217回 平成30年3月

２７－２８４
内視鏡的胆道ドレナージ後の総胆管結石性胆管炎におけるfever-based antibiotic
therapyとguideline-based antibiotic therapyの多施設共同無作為化比較試験

第１内科 岩下　拓司 27.10.7 第217回 平成29年4月

２７－２８５
治療用抗原改変食品作成を目的とした小麦アレルギーにおけるT細胞エピトープの探
索

小児病態学 川本　典生 27.10.7 第217回 平成29年3月

２７－２８６
治療用抗原改変食品作成を目的とした食物アレルギーにおけるT細胞エピトープの探
索

小児病態学 川本　典生 27.10.7 第217回 平成29年3月

２７－２８７
子宮頸がんⅠb2期・Ⅱ期を対象としたイリノテカン塩酸塩水和物＋ネダプラチンによる
術前補助化学療法＋根治手術＋術後補助化学療法（臨床第Ⅱ相試験、多施設共同
研究）(KCOG1201)

産科婦人科学 早崎　容 27.9.8 迅速審査 平成28年5月

２７－２８８
ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維持療法を利用
したベバシズマブ+パクリタキセル療法の治療最適化研究(Booster trial)　-JBCRG-
M04多施設共同無作為化比較第Ⅱ相臨床研究-

乳腺・分子腫瘍学講座 二村　学 27.9.8 迅速審査 平成29年6月

２７－２８９
一般病院における老年看護学実習における高齢者理解のための方法としてペア実習
の効果

看護学科 温水　理佳 27.10.5 迅速審査 平成31年6月

２７－２９０ 院外教育参加者の学習意欲と参加満足度に関する調査 看護学科 髙橋　由起子 27.9.8 迅速審査 平成31年11月

２７－２９１ 社会的リーダーフォロワー関係を決定する心理要因の同定 工学部 寺田　和憲 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２９２ 臨床研究・治験のIT推進のための実施プラン策定に関する研究 医療情報学 紀ノ定　保臣 27.10.7 第217回 平成28年3月

２７－２９３
特発性脳内石灰化症患者の検体（血液・髄液・毛髪）中の重金属およびメタロチオネイ
ン等の金属結合蛋白の測定

神経内科・老年学 保住　功 27.9.17 迅速審査 平成32年8月

２７－２９４ 超音波ボリューム測定による腫瘍評価方法の確立に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.9.17 迅速審査 平成30年9月

２７－２９５
切除不能進行・再発大腸癌患者におけるレゴラフェニブによる疲労・倦怠感に対する
経口ステロイド剤予防治療の検討　－無作為化，プラセボ対照，二重盲検，第Ⅱ相臨
床試験ー(KSCC1402/HGCSG1402試験)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.9.17 迅速審査 平成29年9月
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２７－２９６
ホルモン陽性進行再発乳癌治療におけるホルモン療法が後続する化学療法の効果
に与える影響

腫瘍外科 森　龍太郎 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－２９７ 難治性血管炎の疾患感受性遺伝子解析 病理部 宮崎　龍彦 27.11.4 第218回 平成32年3月

２７－２９８ 特発性脳内石灰化症患者の関連遺伝子解析 神経内科・老年学 保住　功 27.9.17 迅速審査 平成32年8月

２７－２９９
アトルバスタチンによる頚動脈ステント留置術前プラーク安定化に関する多施設共同
無作為化比較試験　Atorvastatin Before Carotid Artery Stenting (AB-CAS)

脳神経外科 榎本　由貴子 27.9.29 迅速審査 平成32年7月

２７－３００
転移性腎細胞癌に対する1次IL-2＋IFNα併用/2次Axitinib逐次療法群と1次
Sunitinib/2次Axitinib逐次療法群における有効性・安全性に関するランダム化比較試
験

泌尿器科学 横井　繁明 27.9.29 迅速審査 平成32年9月

２７－３０１
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）

第２内科 湊口　信也 27.9.29 迅速審査 平成29年12月

２７－３０２

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.10.15 迅速審査 平成29年8月

２７－３０３
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(JBCRG-MO3)

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.10.5 迅速審査 平成31年10月

２７－３０４
既存データを用いた腹部・骨盤部MRI画像における病変検出・診断の計算機支援診
断に関する研究

放射線科 加藤　博基 27.10.5 迅速審査 平成31年10月

２７－３０５ 既存データを用いた全身CT画像における骨格筋の自動抽出と計測に関する研究 放射線科 加藤　博基 27.10.5 迅速審査 平成31年10月

２７－３０６ 緑内障の長期予後に関する研究 眼科学 山本　哲也 27.10.5 迅速審査 平成32年10月

２７－３０７ 急性一酸化炭素中毒レジストリー 高次救命治療センター 中島　靖浩 27.11.4 第218回 平成31年3月

２７－３０９
根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド
の臨床効果および安全性の検討（JCASTRE-Zero）

泌尿器科 仲野　正博 27.11.4 第218回 平成32年11月

２７－３１０ Icare　Homeの臨床有用性の検討 眼科 高木　大介 27.11.4 第218回 平成28年12月
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２７－３１１ 手指消毒剤の性能評価および医療従事者に及ぼす影響調査 手術部 長瀬　清 27.11.4 第218回 平成32年3月

２７－３１２
周術期医療の質向上のために手術部が実施する教育，広報，啓蒙活動に対するアン
ケート調査

手術部 長瀬　清 27.11.4 第218回 平成32年3月

２７－３１３ 花火大会観客の花火大会に対する意識に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 27.11.4 第218回 平成32年10月

２７－３１４ 卒前・卒後のシームレスなアウトカム評価に関する研究 医学教育学 鈴木　康之 27.11.4 第218回 平成32年3月

２７－３１５ 尿中の腎尿細管上皮細胞と各種腎機能マーカーとの関連性についての研究 検査部 牛丸　星子 27.11.4 第218回 平成32年3月

２７－３１６ 神経難病患者への医療的処置の選択に対する意思決定支援の現状と課題 救急災害医学 小倉　真治 27.11.4 第218回 平成28年3月

２７－３１７ FSFIを使用した子宮全摘術後症例における性機能評価の研究 産婦人科学 矢野　竜一朗 27.11.4 第218回 平成30年3月

２７－３１８ マタニティ・ヨガの妊娠・分娩改善効果に関する科学的検証 看護学科 金子　洋美 27.10.15 迅速審査 平成31年12月

２７－３１９
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

遺伝子診療部 深尾　敏幸 27.10.15 迅速審査 平成31年1月

２７－３２０ 遺伝性乳癌・卵巣癌に対すると遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.10.15 迅速審査 平成30年8月

２７－３２１
StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際
多施設共同後ろ向き研究

第２外科 奥村　直樹 27.11.4 第218回 平成28年4月

２７－３２２
眼虚血疾患および慢性炎症性疾患に伴う眼内新生血管と黄斑浮腫に対する抗VEGF
抗体（アバスチン）の眼内注射療法

眼科学 澤田　明 27.10.21 迅速審査 平成31年12月

２７－３２３
切除可能局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療法[TS-1＋L-OHP＋Radiation]
の臨床第Ⅱ相試験

第２外科 高橋　孝夫 27.10.21 迅速審査 平成32年9月

２７－３２４
国立病院機構長良医療センター臨床研究部との共同研究による難治性疾患の患者
由来細胞（iPS細胞由来の分化細胞を含む）を用いた病態解析及び新規治療薬の開
発に関する研究

岐阜薬科大学 原　英彰 27.10.21 迅速審査 平成32年3月

２７－３２５ 産後うつ病の薬物療法支援に対する臨床薬学的研究 岐阜薬科大学 原　英彰 27.10.21 迅速審査 平成31年3月

２７－３２６ 胃癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法感受性に関する研究 第２外科 山口　和也 27.11.4 第218回 平成28年10月

２７－３２７
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(INSPIRE)

第２外科 高橋　孝夫 27.11.18 迅速審査 平成31年6月

２７－３２８ １型C型慢性肝炎・代償性肝硬変に対する（ハーボニー）の治療成績の検討 第１内科 末次　淳 27.12.2 第219回 平成30年3月

２７－３２９
自家及び同種移植を施行した悪性リンパ腫における治療関連急性骨髄性白血病/骨
髄異形成症候群に関する検討　後方視的研究

血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３３０ 本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究（後ろ向き） 血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成30年5月
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２７－３３１ 第11次ATL全国実態調査登録患者の予後調査研究 血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３３２ 家庭用体組成計を用いたメタボリックシンドローム診断基準の検証 総合内科 森田　浩之 27.12.2 第219回 平成28年12月

２７－３３３
局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる補助化学療法のラン
ダム化第Ⅲ相比較試験（多施設共同研究）

産科婦人科学 牧野　弘 27.11.27 迅速審査 平成31年4月

２７－３３４ 症例報告のための臨床データの使用 整形外科 松本　和 27.11.18 迅速審査 平成28年12月

２７－３３５ Arterial Spin Labelingを用いた腹部骨盤臓器還流画像の臨床応用 放射線科 川田　紘資 27.12.2 第219回 平成32年11月

２７－３３６ 非閉塞性腸管虚血（non-occlusive mesenteric ischemia ; NOMI）全国アンケート調査 放射線科 川田　紘資 27.12.2 第219回 平成27年12月

２７－３３７ 全自動血液凝固測定装置CS-2500による新規血小板凝集能測定システムの検討 検査部 石田　秀和 27.12.2 第219回 平成28年12月

２７－３３８ レトロスペクティブ的手法を用いた3-ヒドロキシ酪酸の有用性検討 検査部 石田　秀和 27.12.2 第219回 平成29年12月

２７－３３９ CKD重症度分類における尿沈渣成分の意義と腎関連マーカーとの関係性について 検査部 石田　真理子 27.12.2 第219回 平成32年3月

２７－３４０ 臨床研修事務職員の教育支援能力に関する研究 医学教育学 鈴木　康之 27.12.2 第219回 平成33年3月

２７－３４１ 染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構築 小児科 木村　豪 27.12.2 第219回 平成32年3月

２７－３４２ 原発性免疫不全症の早期診断法の確立に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 28.2.3 第221回 平成31年3月

２７－３４３ 大学教育における看護学生の死生観とその経年的変化 看護学科 杉村　鮎美 27.12.2 第219回 平成28年3月

２７－３４４
停電や災害発生時における在宅人工呼吸器使用難病患者の準備状況　（人工呼吸
器・バッテリー使用時間等）に関する研究

救急災害医学 小倉　真治 27.12.2 第219回 平成32年11月

２７－３４５
多施設共同ランダム化比較試験に参加したStageⅡ/Ⅲ進行大腸癌患者を対象とした
予後予測および術後補助療法の適正化を目的とした大規模バイオマーカー研究
（JCOG1506A1）

第２外科 高橋　孝夫 27.12.2 第219回 平成34年1月

２７－３４６ 乳癌に対する経皮的ラジオ波熱凝固療法の検討 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 27.12.2 第219回 平成30年11月
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２７－３４７ 大学施設内の禁煙対策取組状況に関する調査研究 産業衛生学 井奈波　良一 27.12.2 第219回 平成32年11月

２７－３４８ 尿路結晶症の要因となる尿中尿酸アンモニウム結晶の解析 病態情報解析医学 稲垣　勇夫 27.12.2 第219回 平成31年3月

２７－３４９ 社会的リーダーフォロワー関係を決定する心理要因の同定 工学部 寺田　和憲 27.11.18 迅速審査 平成32年9月

２７－３５０ 身体的相互作用が可能な１自由度のオブジェクトを用いた心の解明 工学部 寺田　和憲 27.12.2 第219回 平成32年9月

２７－３５１ ハンドヘルド型発光デバイスを用いた情動制御 工学部 寺田　和憲 27.12.2 第219回 平成32年11月

２７－３５２ 閾下提示された単純な線画による顔表情が人の利他行動に与える影響 工学部 寺田　和憲 27.12.2 第219回 平成32年12月

２７－３５３ 非ゼロ和ゲーム状況における騙し信号の創発プロセスの解明 工学部 寺田　和憲 27.12.2 第219回 平成32年9月

２７－３５４
情景画と顔画像の感情の一致・不一致における視線行動と自閉症スペクトラム指数の
関係

工学部 寺田　和憲 27.12.2 第219回 平成32年11月

２７－３５５
脳神経外科患者用転倒転落アセスメントスコア注釈表と実際の転倒転落インシデント
との関係性の検討

看護部 伊藤　友美 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３５６ 新しい半規管機能検査video Head Impulse Testの有用性の検討 耳鼻咽喉科 伊藤　八次 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３５７
C型慢性肝炎・肝硬変におけるダクラタスビル+アスナプレビル治療不成功例における
C型肝炎ウイルス薬剤耐性変異の解析（多施設共同）

第１内科 末次　淳 27.12.2 第219回 平成28年3月

２７－３５８ 原発性胆汁性肝硬変患者のQOL（生活の質）に関する調査研究 第１内科 末次　淳 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３５９ 前庭－血圧反射の可塑性とその対策 生理学 森田　啓之 27.11.5 迅速審査 平成31年3月

２７－３６０ 救急領域における最新CT技術を用いた低被ばく、高画質化に関する検討 放射線科 川田　紘資 27.11.5 迅速審査 平成28年10月

２７－３６１ 本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究（前向き） 血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成30年5月

２７－３６２ Acute on chronic liver failure　（慢性肝不全の急性憎悪）の多施設共同調査 第１内科 末次　淳 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３６３ 先天性ケトン体代謝異常症の診断と遺伝子解析に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 27.11.18 迅速審査 平成32年3月

２７－３６４ 先天性免疫不全症の病因遺伝子同定および病態形成機序の解明 小児病態学 大西　秀典 27.11.18 迅速審査 平成28年2月

２７－３６５

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 27.11.18 迅速審査 平成29年8月
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２７－３６６
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

第2外科 山口　和也 27.11.27 迅速審査 平成34年12月

２７－３６７ 岐阜県下の透析患者に対するFabry病研究（遺伝子検査） 第２内科 湊口　信也 28.1.15 迅速審査 平成28年6月

２７－３６８
StageⅢ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（JACCRO GC-07 AR）

第２外科 山口　和也 27.11.27 迅速審査 平成34年12月

２７－３６９ 眼内悪性リンパ腫に対するメトトレキサート眼内投与の治療効果の検討 眼科 望月　清文 27.11.27 迅速審査 平成32年11月

２７－３７０
FOLFOX療法に起因する末梢神経症状に対するプレガバリンの有効性および安全性
に関する検討（PerSeUS CRC-01）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.11.27 迅速審査 平成29年11月

２７－３７１
胆管空腸吻合部狭窄および膵管空腸吻合部狭窄に対するバルーン内視鏡治療後の
長期臨床成績を検討する多施設共同後方視研究

第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成28年2月

２７－３７２
中枢神経浸潤を合併した多発性骨髄腫の予後因子の検討：多施設後方視的調査研
究

血液内科 中村　信彦 28.1.6 第220回 平成30年12月

２７－３７３ 二次性骨髄線維症の全国調査 血液内科 中村　信彦 28.1.6 第220回 平成29年12月

２７－３７４

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験(PARADIGM
study)

第２外科 高橋　孝夫 28.1.6 第220回 平成32年3月

２７－３７５

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究(PARADIGM study　探索研究)

第２外科 高橋　孝夫 28.1.6 第220回 平成30年9月

２７－３７６
既存データを用いた小児悪性リンパ腫化学療法後の咽頭扁桃過形成のMRI所見に関
する研究

放射線科 加藤　博基 28.1.6 第220回 平成28年12月

２７－３７７
障がい者のための医療・福祉連携に関する医学部生の認識からみた学習ニードの調
査研究

障がい児者医療学 西村　悟子 28.1.6 第220回 平成31年3月

２７－３７８ 膵嚢胞液中マイクロRNA解析によるIPMN鑑別診断・悪性化診断 第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成32年3月

２７－３７９
切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法における地固療法として
の人血清アルブミン懸濁型paclitaxel (nab-paclitaxel) + Carboplatin療法に関する第Ⅱ
相試験

循環・呼吸病態学 大野　康 28.1.6 第220回 平成31年10月

２７－３８０
片側性もやもや病の進行と遺伝子要因に関する患者登録研究　Study of unilateral
moyamoya disease progression associated-gene in Japan (SUPRA Japan Registry)

脳神経外科 江頭　裕介 28.1.6 第220回 平成29年8月
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２７－３８１ 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設共同研究） 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 28.1.6 第220回 平成28年12月

２７－３８２
上部消化管術後症例における胆管結石に対する超音波内視鏡下順行性治療の有用
性

第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８３
若年乳がん患者のサバイバーシップ向上を志向した妊孕性温存に関する心理支援体
制の構築（多施設共同研究）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.1.6 第220回 平成28年12月

２７－３８４ 血液培養陽性因子の解析 総合内科 池田　貴英 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８５ 発熱疾患の診断のための血液、尿検査の解析 総合内科 池田　貴英 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８６ ローヤルゼリータンパク質のアレルゲン性に関する基礎的研究 皮膚病態学 清島　真理子 28.1.6 第220回 平成30年3月

２７－３８７ 人に生物らしさを知覚させる一次元運動の解析 工学部 寺田　和憲 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８８ ICT機器を通じたコミュニケーションにおける心理的障壁の調査 工学部 寺田　和憲 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８９
片肺換気中の非換気側への持続陽圧に用いる酸素濃度の違いが動脈血酸素分圧に
与える影響についての後方視的検討

麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 28.1.6 第220回 平成28年3月

２７－３９０ C型肝炎患者を対象としたC型肝炎の感染経路に関する調査研究 肝疾患診療支援センター 今井　健二 28.1.6 第220回 平成29年2月

２７－３９１ 胆膵疾患に対する内視鏡処置の後方視的検討 第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３９２ トリガーポイント注射における局所麻酔製剤の注入時痛の検討 麻酔科疼痛治療科 吉村　文貴 28.1.6 第220回 平成28年6月

２７－３９３ 非ゼロ和ゲーム的状況において社会情動信号が人の意思決定に与える影響の調査 工学部 寺田　和憲 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３９４ 急性心筋梗塞患者における血漿アデノシン濃度の動態解明に関する研究 循環・呼吸病態学 湊口　信也 28.1.6 第220回 平成33年1月

２７－３９５
進行度（病理分類）Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に関する前向きコ
ホート研究

第２外科 山口　和也 28.1.6 第220回 平成30年12月

２７－３９６
CTA spot signと頭蓋内出血の血腫増大に関する観察研究（SCORE-IT研究）
SCORE-IT: the Spot Sign score in restricting ICH growth -an ATACH-Ⅱ ancillary
study

脳神経外科 江頭　裕介 28.1.6 第220回 平成31年3月

２７－３９７
岐阜地域統一有害事象対策シートを用いた多職種連携によるアファチニブ有害事象
マネジメントの効果に関する研究

循環・呼吸病態学 大野　康 28.1.6 第220回 平成30年12月

２７－３９８

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 27.12.10 迅速審査 平成29年8月
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２７－３９９ B型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定 第１内科 清水　雅仁 27.12.10 迅速審査 平成29年3月

２７－４００
急性リンパ性白血病の日本人小児におけるチオプリン等の薬物代謝に関する薬理学
的および分子生物学的検討

小児科 小関　道夫 27.12.10 迅速審査 平成28年12月

２７－４０１ 在宅医療患者等における多剤耐性菌の分離率及び分子疫学解析 生体支援センター 村上　啓雄 28.1.6 第220回 平成30年3月

２７－４０２
対人援助職の二次的ストレスに伴う共感疲労のストレスマネジメント教育プログラムの
開発　予備調査－対人援助職の二次的ストレスに伴う共感疲労に対するストレス関連
成長の要因－

看護学科 竹下　美恵子 27.12.10 迅速審査 平成31年10月

２７－４０３
放射線もしくは抗がん剤による口内炎の予防または治療を目的としたポラプレジンク/
アルギン酸ナトリウム含有口腔内適用製剤の開発と有用性評価に関する臨床研究

薬剤部 鈴木　昭夫 27.12.14 迅速審査 平成32年12月

２７－４０４ 当部署におけるSBT実施の現状評価 看護部 廣瀬　泰子 28.1.6 第220回 平成28年12月

２７－４０５
転倒転落インシデント分析による「脳神経外科患者用転倒転落アセスメントスコア注釈
表」の見直し

看護部 伊藤　友美 27.12.10 迅速審査 平成29年3月

２７－４０６
新しい三次元スペックル・トラッキング・エコー技術による心不全指標の非侵襲的評価
法の開発

循環・呼吸病態学 川崎　雅規 28.1.6 第220回 平成29年3月

２７－４０７
女性に対する制吐療法の有効性評価および悪心・嘔吐に対するリスク因子の詳細な
検討

第２外科 高橋　孝夫 27.12.14 迅速審査 平成28年12月

２７－４０８ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 27.12.14 迅速審査 平成29年7月

２７－４０９
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.12.14 迅速審査 平成28年12月

２７－４１０
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究：定量サブ解析
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)：
quantitative subanalysis

脳神経外科学 榎本　由貴子 27.12.14 迅速審査 平成28年12月

２７－４１１
未治療中間リスク群限局性前立腺癌に対するNHT＋ヨウ素125密封小線源永久挿入
療法＋AHT併用療法とNHT＋ヨウ素125密封小線源永久挿入併用療法とのランダム
化比較臨床試験

泌尿器科学 仲野　正博 27.12.18 迅速審査 平成33年9月

２７－４１２ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 27.12.18 迅速審査 平成30年12月

２７－４１３
ガドキセト酸ナトリウム肝造影ダイナミックMRI　～動脈相画像におけるtruncation
artifact出現と検査条件との相関性に関する後ろ向き研究～

放射線科 五島　聡 27.12.18 迅速審査 平成28年12月

２７－４１４
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その３）－急
性期看護学におけるAIMS-Gifuシステムを利用した学習効果－

看護学科 高橋　由起子 27.12.18 迅速審査 平成31年6月
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２７－４１５

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 27.12.18 迅速審査 平成29年8月

２７－４１６

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 28.1.6 第220回 平成29年8月

２７－４１７ 岐阜心臓リハビリテーションネットワークシステムにおける心疾患患者の長期観察研究 第２内科 湊口　信也 28.2.3 第221回 平成33年1月

２７－４１８ 頚椎前方固定術における移植骨のアライメントに関する研究 地域医療運動器医学講座 伏見　一成 28.2.3 第221回 平成29年1月

２７－４１９
転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を併用した低線量全脳照射：多施設共同第
Ⅱ相臨床試験

放射線科 松尾　政之 28.2.3 第221回 平成29年3月

２７－４２０ 自己免疫性脳炎における自己抗体の標的蛋白質の同定 神経内科・老年学 木村　暁夫 28.2.3 第221回 平成33年1月

２７－４２１ 岐阜大学病院RRS(Rapid Response System)運用に関するアンケート調査 高次救命治療センター 名知　祥 28.2.3 第221回 平成29年1月

２７－４２２ 消化管静脈瘤症例の臨床病理学的事項と治療成績の前方視的検討（観察研究） 第１内科 荒木　寛司 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４２３ 消化管静脈瘤症例の臨床病理学的事項と治療成績の後方視的検討 第１内科 荒木　寛司 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４２４ 炎症性腸疾患症例の臨床病理学的事項と治療成績の前方視的検討（観察研究） 第１内科 荒木　寛司 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４２５ 炎症性腸疾患症例の臨床病理学的事項と治療成績の後方視的検討 第１内科 荒木　寛司 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４２６ 敗血症性心筋症の臨床的考察 高次救命治療センター 名知　祥 28.2.3 第221回 平成31年3月

２７－４２７ 心不全におけるエピジェネティクスの意義の解明 高次救命治療センター 牛越　博昭 28.2.3 第221回 平成31年3月

２７－４２８ 集中治療室における局所脳血流改善目的の東洋医学の効果の検討 高次救命治療センター 牛越　博昭 28.2.3 第221回 平成28年7月

２７－４２９ 深夜交代勤務者のストレス軽減に対する牛乳による介入の試み 高次救命治療センター 岡田　英志 28.2.3 第221回 平成31年3月
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２７－４３０
Optical Coherence Tomography（OCT：光干渉断層撮影）と血管内視鏡を用いた頚動
脈プラーク診断に関する臨床研究

脳神経外科 榎本　由貴子 28.2.3 第221回 平成31年1月

２７－４３１
高齢者膠芽腫に対する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

脳神経外科学 矢野　大仁 28.2.3 第221回 平成30年1月

２７－４３２ 仕事と育児の両立支援に関するアンケート調査 地域医療医学センター 操　奈美 28.2.3 第221回 平成29年1月

２７－４３３
カプセル内視鏡、バルーン内視鏡による小腸病変診療に関する前方視的検討（観察
研究）

第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４３４ 大腸ESD、EMR、cold polypectomy症例に関する前方視的検討（観察研究） 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４３５ 十二指腸ESD症例に関する前方視的検討（観察研究） 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４３６ 消化管リンパ腫に関する前方視的検討（観察研究） 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４３７ 食道運動障害診療に対する食道内圧検査の前方視的検討（観察研究） 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４３８
胃病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)についての前方視的検討（観察研
究）

第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４３９ 胃病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)についての後方視的検討 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４０ 24時間pHモニターによる酸逆流診療に関する前方視的検討（観察研究） 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４１ 24時間pHモニターによる酸逆流診療に関する後方視的検討 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４２ 非静脈瘤上部消化管出血についての前方視的検討（観察研究） 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４３ 非静脈瘤上部消化管出血についての後方視的検討 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４４ 同時性・異時性の胃多発性病変に関する前方視検討（観察研究） 第１内科 杉山　智彦 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４５ 同時性・異時性の胃多発性病変に関する後方視検討 第１内科 杉山　智彦 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４６ 食道内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)実施症例における前方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４４７ 消化管狭窄に対する拡張術に関する前方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４４８ 下部消化管出血に関する前方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４４９ StageⅣ胃癌症例についての前方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月
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２７－４５０ StageⅣ大腸癌症例についての前方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４５１ 中堅看護師の副看護師長へのキャリアアップに対する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 28.2.3 第221回 平成28年3月

２７－４５２
人工呼吸器関連肺炎（Ventilator-associated Pneumonia ; VAP）防止対策への取り組
み

看護部 深尾　亜由美 28.2.3 第221回 平成28年2月

２７－４５３
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前
trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

第２外科 山口　和也 28.1.15 迅速審査 平成35年2月

２７－４５４
StageⅣ胃癌の治療成績を評価する前向きコホート調査ならびに化学療法[TS-1＋α]
が奏功したStageⅣ胃癌症例に対するVolume Reduction Surgeryの意義を検討する臨
床第Ⅱ相試験(PerSeUS-GC01)

第２外科 奥村　直樹 28.1.15 迅速審査 平成30年10月

２７－４５５ 岐阜糖尿病地域連携パスを用いた糖尿病病診連携の推進 医療連携センター 堀川　幸男 28.1.15 迅速審査 平成33年1月

２７－４５６ 泌尿器科癌エクソソーム関連タンパク解析、RNAの解析 泌尿器科 水谷　晃輔 28.2.3 第221回 平成30年3月

２７－４５７ 輸液量が硬膜外麻酔による循環動態の変動に与える影響の検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 28.2.3 第221回 平成30年12月

２７－４５８
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子型に
基づく個別化投薬と固定用量の比較研究（TARGET-1）　文部科学省　次世代がん研
究戦略推進プロジェクト　－がん薬物療法の個別適正化プログラム－

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.1.15 迅速審査 平成29年3月

２７－４５９ ガドリニウム造影剤に関連した一過性呼吸困難の調査研究 放射線科 五島　聡 28.2.3 第221回 平成30年12月

２７－４６０
View-sharing 4D-eTHRIVE併用ダイナミック造影MRIを用いたMR angiographyの有用
性に関する検討

放射線科 五島　聡 28.2.3 第221回 平成29年12月

２７－４６１ 深夜交代勤務者のストレス軽減に対する鍼治療の試み 高次救命治療センター 岡田　英志 28.2.3 第221回 平成31年3月

２７－４６２
胃癌・乳癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法感受性に関する研
究（NGST-Japanクリニカルテスト）（多施設共同研究）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.2.3 第221回 平成30年3月

２７－４６３ カプセル内視鏡、バルーン内視鏡による小腸病変診療に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６４ 大腸ESD、EMR、cold polypectomy症例に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６５ 十二指腸ESD症例に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６６ 消化管リンパ腫に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月
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２７－４６７ 食道運動障害診療に対する食道内圧検査の後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６８
持続皮下インスリン注入療法患者におけるリアルタイム血糖モニターによる血糖改善
効果の検討

内分泌代謝病態学 橋本　健一 28.3.2 第222回 平成30年3月

２７－４６９
当科における腹腔鏡下胃切除術における体腔内吻合の有効性と安全性の評価
（Retrospective Study）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.3.2 第222回 平成29年12月

２７－４７０
ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管がん、原発
性腹膜がんにおける化学療法単剤に対する化学療法+ベバシズマブ併用のランダム
化第Ⅱ相比較試験（JGOG3023）

産科婦人科学 牧野　弘 28.3.2 第222回 平成30年11月

２７－４７１ 悪性末梢神経鞘腫に対する網羅的遺伝子解析 整形外科 石丸　大地 28.3.2 第222回 平成33年1月

２７－４７２
粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫におけるNY-ESO-1の発現と臨床成績
に関する研究　‐骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究‐

整形外科 永野　昭仁 28.3.2 第222回 平成28年12月

２７－４７３ 特発性びまん性骨増殖症（DISH）におけるQOLの検討 地域医療運動器医学 下川　哲哉 28.3.2 第222回 平成29年2月

２７－４７５ 重症敗血症患者における免疫グロブリンと重度症の相関を解析する 高次救命治療センター 鈴木　浩大 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－４７６ リコンビナントトロンボモジュリンとがんの再発・転移に関する考察 高次救命治療センター 名知　祥 28.3.2 第222回 平成31年2月

２７－４７７
過去のデータを用いたゴーハム・スタウト病とリンパ管腫症の頭蓋顔面骨のCT所見に
関する研究

放射線科 加藤　博基 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－４７８
過去のデータを用いた卵巣明細胞癌の病理組織亜型分類に基づくMRI所見に関する
研究

放射線科 加藤　博基 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－４７９ 医学生のストレス、疲労と過剰適応等の関連性に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－４８１ 日本人における乳幼児の大腿部の筋層の厚みに関する検討 小児科 川本　典生 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－４８２ 全自動血液凝固測定装置CSシリーズの抗血小板薬に対する薬効確認指標の評価 検査部 石田　秀和 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－４８３
頚部椎間関節痛に対する脊髄神経後枝内側枝高周波熱凝固術が全身性サイトカイン
に及ぼす影響

麻酔・疼痛制御学 田辺　久美子 28.3.2 第222回 平成31年2月

２７－４８４ 透析患者におけるHelicobacter pylori感染症についての検討 総合内科 高橋　典子 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４８５
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討　～前向き多施
設共同研究～

腫瘍外科 今井　寿 28.3.2 第222回 平成32年3月

２７－４８６ 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究 高度先進外科学 白橋　幸洋 28.3.2 第222回 平成29年12月

２７－４８７ アジアにおけるくすぶり型骨髄腫患者の臨床経過に関する後方視的観察研究 血液内科 中村　信彦 28.3.2 第222回 平成28年5月

２７－４８８ 尿沈渣白血球の生死と細菌性膣症の関連性に関する研究 検査部 仲本　賢太郎 28.3.2 第222回 平成31年3月
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２７－４８９
対応が難しい新人看護師に対する「学習者の問題分析のためのフレームワーク」を用
いた事例検討会の評価

看護部 廣瀬　泰子 28.3.2 第222回 平成28年6月

２７－４９０ 食道内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)実施症例における後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９１ 消化管狭窄に対する拡張術に関する後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９２ 下部消化管出血に関する後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９３ StageⅣ胃癌症例についての後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９４ StageⅣ大腸癌症例についての後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９５ トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討　－前向き観察研究－ 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 28.3.2 第222回 平成31年5月

２７－４９６ 胆道・膵臓腫瘍に対する化学放射線療法の後方視的検討 第１内科 岩下　拓司 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４９７ 筋弛緩薬が婦人科腹腔鏡手術後の肩痛に与える影響の検討 麻酔科疼痛治療科 日比野　有輝 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４９８ 重症敗血症時に起こる心筋障害の臨床的考察 高次救命治療センター 鈴木　浩大 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－４９９ 体幹部脈管疾患に対するCT/MRIの最新技術を用いた画像診断に関する研究 放射線科 川田　紘資 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－５００ 画像下治療（IVR治療）に関する後方視的研究 放射線科 川田　紘資 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－５０１ 意識下手術での手術室環境に対する手術部看護師の意識調査 看護部 廣瀬　泰子 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－５０２ 手術を控えた入院前患者のニーズを反映したパンフレットの評価 看護部 廣瀬　泰子 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－５０３
白血病治療を経験した子どもを育てる母親の思いと体験―子どもが退院から青年期に
おける自立へ向かう過程―

看護学科 大橋　麗子 28.2.8 迅速審査 平成32年3月

２７－５０４ 虐待を受けた子どもの感情調整方略及び内省機能が変化する過程 看護学科 大橋　麗子 28.2.8 迅速審査 平成32年3月

２７－５０５
障害児入所施設における被虐待児支援を行う職員の精神的健康とその支援に関する
研究

看護学科 大橋　麗子 28.2.8 迅速審査 平成32年3月

２７－５０６ 肢体不自由児施設における被虐待児への支援システムの解明 看護学科 大橋　麗子 28.2.8 迅速審査 平成32年3月

２７－５０７ 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 内分泌代謝病態学 武田　純 28.2.8 迅速審査 平成29年7月

２７－５０８ 臨床研修事務職員の教育支援能力に関する研究 医学教育学 鈴木　康之 28.2.19 迅速審査 平成33年3月
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２７－５０９
肺がんにおけるEGFR-TKIの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研
究

薬剤部 飯原　大稔 28.2.8 迅速審査 平成31年3月

２７－５１０ 長管骨／骨盤骨折に合併する脳脂肪塞栓症の治療法の開発 高次救命治療センター 副田　明男 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－５１１ 先天性メトヘモグロビン血症患者の遺伝子解析 高次救命治療センター 副田　明男 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－５１２ 血栓形成過程評価に関する画像的基礎研究 放射線科 川田　紘資 28.3.2 第222回 平成29年2月

２７－５１３ がん遺伝子検査に関するアンケート調査研究（多施設共同研究） 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.2.19 迅速審査 平成30年3月

２７－５１４
胃癌・乳癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法感受性に関する研
究（NGST-Japanクリニカルテスト）（多施設共同研究）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.2.19 迅速審査 平成30年3月

２７－５１５ 心不全Frailtyの予後予測妥当性と心臓リハビリテーション効果に関する研究 第２内科 湊口　信也 28.2.19 迅速審査 平成32年3月

２７－５１６ 先天性免疫不全症の病因遺伝子同定および病態形成機序の解明 小児病態学 大西　秀典 28.2.19 迅速審査 平成33年2月

２７－５１７
特発性脳内石灰化症患者の検体（血液・髄液・毛髪）中の重金属およびメタロチオネイ
ン等の金属結合蛋白の測定

神経内科・老年学 保住　功 28.2.19 迅速審査 平成32年8月

２７－５１８
医療コミュニケーション教育における模擬患者-学生間のインタラクションとフィードバッ
クセッションの検証

医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 28.2.19 迅速審査 平成30年7月

２７－５１９
両心室収縮及び拡張機能障害心不全患者における血漿アデノシン濃度動態の解明
に関する研究

循環呼吸病態学 湊口　信也 28.2.29 迅速審査 平成33年2月

２７－５２０ CKD（慢性腎臓病）合併心不全患者に対するトルバプタンの有用性の検討 第２内科 湊口　信也 28.2.29 迅速審査 平成33年3月

２７－５２１
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.2.29 迅速審査 平成31年1月

２７－５２２ 新しい瞳孔反応計測装置を用いた様々な眼疾患の正常者との判別 眼科学 澤田　明 28.3.9 迅速審査 平成33年12月

２７－５２３ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 28.2.29 迅速審査 平成30年3月

２７－５２４ 手指消毒使用量と耐性菌検出率および手指衛生遵守率等との関連についての分析 生体支援センター 土屋　麻由美 28.2.29 迅速審査 平成32年3月

２７－５２５
がん性疼痛治療に伴う便秘症状におけるフェンタニル貼付剤の有効性と安全性の検
討

第２外科 田中　善宏 28.3.9 迅速審査 平成29年2月

２７－５２６
発症から8時間以上経過、あるいは発症時刻不明の急性期脳主幹動脈閉塞症に対す
る血管再開通療法

脳神経外科学 岩間　亨 28.3.9 迅速審査 平成30年3月

２７－５２７
手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、医療安全、医療の透明化を確保し、周
術期におけるチーム医療推進を目指した疫学研究

手術部 長瀬　清 28.3.9 迅速審査 平成33年3月
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２７－５２８
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
相臨床研究ーペルツズマブ再投与試験ーJBCRG-M05 (PRECIOUS)

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.3.9 迅速審査 平成31年7月

２７－５２９ 中堅看護師の副看護師長へのキャリアアップに対する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 28.3.9 迅速審査 平成28年7月

２７－５３０
骨肉腫術後補助化学療法におけるイホマイド（Ifosfamide）併用の効果に関するランダ
ム化比較第Ⅲ相臨床試験

整形外科 永野　昭仁 28.3.9 迅速審査 平成31年3月

２７－５３２
先天代謝異常症の診断ネットワークを介した長期予後追跡システムの構築に関する研
究

生命科学総合研究支援セン
ター

下澤　伸行 28.3.16 迅速審査 平成33年3月

２７－５３３ 上肢リーチ作動における筋活動の研究 リハビリテーション部 日石　智紀 28.3.16 迅速審査 平成31年3月

２７－５３４
心房細動患者におけるIBエコーによる肺静脈組織性状とカテーテルアブレーション後
の心房細動再発率の関連における研究

第２内科 中島　孝 28.3.16 迅速審査 平成29年3月

２７－５３５ 岐阜県下における「糖尿病連携手帳」使用に関する実態調査 第３内科 武田　純 28.3.16 迅速審査 平成28年8月

２７－５３６
脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全性の検
討　CSPS.com (Cilostazol Stroke Prevention Study. Combination)

脳神経外科 辻本　真範 28.3.16 迅速審査 平成30年3月

２７－５３７
睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性
と安全性に関する臨床試験　THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset
Strokes with alteplase at 0.6mg/kg (THAWS) Trial

脳神経外科 榎本　由貴子 28.3.16 迅速審査 平成29年3月

２７－５３８ 冠動脈疾患患者におけるMuse細胞動員に関する研究 循環・呼吸病態学 湊口　信也 28.3.16 迅速審査 平成32年3月

２７－５３９ 高校生の健康なライフスタイルに関する調査2014研究 看護学科 三好　美浩 28.3.16 迅速審査 平成30年3月

２７－５４０
胃癌・乳癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法感受性に関する研
究（NGST-Japanクリニカルテスト）（多施設共同研究）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.3.16 迅速審査 平成30年3月

２７－５４１
StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際
多施設共同後ろ向き研究

第２外科 奥村　直樹 28.3.31 迅速審査 平成29年3月

２７－５４２
日本人医師の留学を含むキャリア発達におけるメンタリング機能についての探索的研
究

医学教育開発研究センター 鈴木　康之 28.3.16 迅速審査 平成31年3月

２７－５４３
骨肉腫術後補助化学療法におけるイホマイド（Ifosfamide）併用の効果に関するランダ
ム化比較第Ⅲ相臨床試験

整形外科 永野　昭仁 28.3.31 迅速審査 平成31年3月

２７－５４４
慢性肝疾患患者における逐次近似再構成併用低管電圧CTの肝癌検出能、被ばく低
減効果、造影剤量に関する検討

放射線科 五島　聡 28.3.31 迅速審査 平成29年3月

２７－５４５ 遺伝性多発性外骨腫の実態把握と遺伝子多型に関する基盤研究 整形外科 松本　和 28.3.31 迅速審査 平成32年8月
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２７－５４６
膵頭十二指腸切除術後膵液瘻grade Cの危険因子の同定－前向き観察多施設共同
研究－

腫瘍外科 今井　寿 28.3.31 迅速審査 平成30年１１月

２７－５４７ アナフィラキシー治療症例の多施設集積調査 小児病態学 川本　典生 28.3.31 迅速審査 平成30年3月

２７－５４８ 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 腫瘍外科 今井　寿 28.3.31 迅速審査 平成36年11月

２７－５４９
マイクロチップPCR-電気泳動技術を用いた性感染症起炎菌の迅速検査システムの研
究

泌尿器科 安田　満 28.3.31 迅速審査 平成29年3月

２７－５５０
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討　～前向き多施
設共同研究～

腫瘍外科 今井　寿 28.3.31 迅速審査 平成32年3月

２７－５５１ ムコ多糖症に対するポリ硫酸ペントサン製剤の治療的応用 新生児集中治療部 折居　建治 28.3.31 迅速審査 平成33年3月

２７－５５２ 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査 皮膚病態学 加納　宏行 28.3.31 迅速審査 平成31年3月

２７－５５３ 上肢筋骨格系疾患患者のhealth statusに関与する身体および精神心理機能 リハビリテーション部 桝田　臣弘 28.5.12 迅速審査 平成31年3月

２８－１ 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 耳鼻咽喉科 久世　文也 28.4.6 第223回 平成32年3月

２８－２ スモン（SMON）病の疾患感受性遺伝子に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 28.4.6 第223回 平成32年3月

２８－３ 造血器腫瘍に対する検体集積事業ならびに網羅的遺伝子解析研究 血液内科 原　武志 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－４ 造血器腫瘍におけるトリプトファン代謝の臨床的意義に関する研究 血液内科 原　武志 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－５
冠動脈末梢の微細閉塞を来す成分量を求める冠動脈プラーク組織性状診断装置の
画像の設定

循環・呼吸病態学 川崎　雅規 28.4.6 第223回 平成29年3月

２８－６ 超音波を高周波数化した冠動脈プラーク組織性状診断装置とカテーテル画像の設定 循環・呼吸病態学 川崎　雅規 28.4.6 第223回 平成29年3月

２８－７
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

放射線医学 田中　秀和 28.4.6 第223回 平成30年8月

２８－８
再発難治悪性リンパ腫におけるmBEAMレジメンを用いた自家末梢血幹細胞移植併用
大量化学療法の有効性と安全性の検討

血液内科 北川　順一 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－９ 多発性骨髄腫の治療成績及び予後因子の後方視的検討 血液内科 北川　順一 28.4.6 第223回 平成30年3月

２８－１０
心内膜心筋生検組織を用い拡張型心筋症における炎症細胞浸潤の意義を検討する
多施設レジストリ研究（前向き研究）

第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成31年3月

２８－１１
心内膜心筋生検組織を用い拡張型心筋症における炎症細胞浸潤の意義を検討する
多施設レジストリ研究（後ろ向き研究）

第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成31年3月

２８－１２ 大腸がんにおけるPKM関連遺伝子の発現とWarburg effectの解明 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.4.6 第223回 平成33年3月
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２８－１３ 耳鼻咽喉科および関連病院における頭頸部神経内分泌小細胞癌の検討 耳鼻咽喉科 若岡　敬紀 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－１４ 当院の胸部下行大動脈ステントグラフト内挿術後における対麻痺症例の検討 麻酔科疼痛治療科 阪田　耕治 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－１５ 長期宇宙滞在により引き起こされる耳石前庭機能障害の評価 生理学 森田　啓之 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－１８ 悪性リンパ腫の治療成績及び予後因子の後方視的検討 第１内科 中村　信彦 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－１９ 急性骨髄性白血病の治療成績及び予後因子の後方視的検討 第１内科 中村　信彦 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－２０
再発または難治性の多発性骨髄腫に対するレナリドミド治療の有効性と安全性に関す
る後方視的観察研究

第１内科 中村　信彦 28.4.6 第223回 平成29年9月

２８－２１
単関節炎患者をはじめとした2010ACR/EUALRの診断基準では関節リウマチと診断さ
れないundefined arthritis患者での、滑膜を用いた関節リウマチの早期診断を目指した
研究

病理部 宮崎　龍彦 28.5.6 第224回 平成33年3月

２８－２２ 加齢が正中神経におよぼす影響についての検討 検査部 伊藤　大輔 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－２３ 既存データを用いた深部静脈血栓症と下肢筋エコー性状に関する研究 検査部 多田　早織 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－２４ 新規刺激による視覚誘発反応測定装置を用いた緑内障と正常者との判別 眼科 望月　清文 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－２５
初診時遠隔転移を有する悪性軟部腫瘍の予後因子解析　東海骨軟部腫瘍コンソーシ
アム共同研究

整形外科 永野　昭仁 28.4.6 第223回 平成29年3月

２８－２６ 運動によってMuse細胞が増加するか否かの検討 第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成30年3月

２８－２７
心内膜心筋生検組織を用いた糖尿病性心筋症における病理・組織学的意義の研究
（後ろ向き観察研究）

第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－２８
脳波と運動の特徴分析システムを応用した発達障害のアセスメント法の開発と実用化
に関する研究

教育学部 村瀬　忍 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－２９
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの長期投与時の安全性に関
する多施設共同継続臨床研究

小児病態学 深尾　敏幸 28.4.6 第223回 平成33年4月

２８－３０
本邦における心臓リハビリテーション実施状況のレジストリー
(Japanese Cardiac Rehabilitation Registry)

第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成31年9月

２８－３１ 思春期・若年(AYA)世代がん医療の包括的実態調査 産科婦人科 古井　辰郎 28.5.6 第224回 平成33年3月

２８－３２
脳主幹動脈急性閉塞／狭窄に対するアピキサバンの効果に関する観察研究
Impact of Apixaban on clinical outcome of the patients with Large Vessel Occlusion or
stenosis (ALVO)

脳神経外科学 江頭　裕介 28.5.6 第224回 平成31年5月

２８－３３ 国保データベースシステム（KDBシステム）情報の統計的分析 保健管理センター 山本　眞由美 29.2.1 第233回 平成34年1月
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２８－３４ 抗NMDA受容体脳炎再発例に対するアザチオプリン導入に関する研究 神経内科・老年内科 竹腰　顕 28.5.6 第224回 平成32年3月

２８－３５ 高齢2型糖尿病患者におけるオマリグリプチンの血糖改善効果に関する検討 医療連携センター 堀川　幸男 28.5.6 第224回 平成30年3月

２８－３６ 輸液ライン変更に伴う、安全性、作業効率、感染率、費用の比較検討について 生体支援センター 土屋　麻由美 28.5.6 第224回 平成29年3月

２８－３７ 腹腔鏡手術術後の肩痛に関する調査 麻酔科疼痛治療科 西村　温子 28.5.6 第224回 平成30年4月

２８－３８ 人工呼吸器離脱患者（抜管、気管切開含む）が経口摂取できるまでの現状把握 看護部 廣瀬　泰子 28.5.6 第224回 平成29年5月

２８－３９ 医学部学生に対する重症心身障がい児（者）医療教育に関するアンケート調査 障がい児者医療学 西村　悟子 28.5.6 第224回 平成29年3月

２８－４０ 慢性疼痛患者に対するトラマドール塩酸塩による嘔気の臨床的検討 麻酔科疼痛治療科 吉村　文貴 28.5.6 第224回 平成33年4月

２８－４１ 非侵襲的な呼吸モニタリングの有用性の検討 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.5.6 第224回 平成32年3月

２８－４２ 分離肺換気における気管支カフの圧および量と気管支径との関連について 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.5.6 第224回 平成32年3月

２８－４３ MRIを用いた癌に対する放射線治療の治癒効果予測に関する研究 放射線医学 加藤　博基 28.5.6 第224回 平成30年4月

２８－４４ 発達緑内障に関連する遺伝子多型の解析 眼科学 川瀬　和秀 28.5.6 第224回 平成33年5月

２８－４５ 抗NMDA受容体脳炎患者に対するリツキシマブ導入に関する研究 神経内科・老年内科 竹腰　顕 28.5.6 第224回 平成32年3月

２８－４６ 横紋筋融解症の発症に関連するバイオマーカーの探索研究 神経内科・老年内科 竹腰　顕 28.5.6 第224回 平成30年3月

２８－４７ 歯科領域におけるコンピュータ診断支援システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 28.4.12 迅速審査 平成33年3月

２８－４８ 神経難病患者への医療的処置の選択に対する意思決定支援の現状と課題 救急災害医学 小倉　真治 28.4.12 迅速審査 平成33年3月

２８－４９ レトロスペクティブ的手法を用いた肝線維化マーカーの性能評価 検査部 石田　秀和 28.4.12 迅速審査 平成32年3月

２８－５０ 子どもを得ることなく不妊治療を終結する女性への意思決定支援に関する研究 看護学科 三尾　亜喜代 28.4.12 迅速審査 平成29年3月

２８－５１ 産科診療の集約化における産後ケア施設のニーズ 産科婦人科学 古井　辰郎 28.4.12 迅速審査 平成29年3月

２８－５２
C型慢性肝炎・肝硬変におけるダクラタスビル+アスナプレビル治療不成功例における
C型肝炎ウイルス薬剤耐性変異の解析（多施設共同）

第１内科 末次　淳 28.4.12 迅速審査 平成29年3月

２８－５３
神経変性疾患患者の検体（歯組織、血液、皮膚等）からのiPS細胞の作製と機能解析・
創薬に関する研究

神経内科・老年学 保住　功 28.4.12 迅速審査 平成30年3月
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２８－５４
FIGO進行期Ⅲ期－Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回治療
としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベバシズマブ
単独継続投与例の前向き観察研究(JGOG3022)

産婦人科学 牧野　弘 28.4.12 迅速審査 平成29年3月

２８－５５ Wiiを利用した平衡機能測定 整形外科 青木　隆明 28.4.14 迅速審査 平成30年5月

２８－５６
内分泌療法耐性エストロゲン受容体陽性転移乳がんに対する二次内分泌療法のコ
ホート研究
(Hormonal therapy resistant estrogen-receptor positive metastatic breast cancer

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.6.1 第225回 平成32年1月

２８－５７
ボーダライン膵癌に関する治療方針の実態調査ならびにボーダライン膵癌の予後因
子解明

腫瘍外科 今井　寿 28.6.1 第225回 平成28年7月

２８－５８ 大腸癌肝転移に対する肝切除術における術後補助化学療法の意義 腫瘍外科 今井　寿 28.6.1 第225回 平成29年3月

２８－５９ 腫瘍外科における腹腔鏡下肝切除術の安全性の検討 腫瘍外科 今井　寿 28.6.1 第225回 平成29年3月

２８－６０ 脳腫瘍におけるglycoprotein transmembrane nmb (GPNMB) と Na
+
, K

+
-ATPaseαサブ

ユニットの病態進展への関与に関する研究
脳神経外科学 矢野　大仁 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－６１ 過去のデータを用いた頭蓋内神経鞘腫と頭蓋外神経鞘腫のMRI所見に関する研究 放射線医学 加藤　博基 28.6.1 第225回 平成29年5月

２８－６２ 手術を受ける乳幼児を持つ保護者の意識調査 看護部 廣瀬　泰子 28.6.1 第225回 平成32年3月

２８－６３
看護学初学者に対する高度看護実践能力を持つ専門職への動機づけの強化；教養
教育から専門科目へ学びをつなげるアクティブ・ラーナー育成の試み

看護学科 岩屋　早苗 28.6.1 第225回 平成29年3月

２８－６４
認知症高齢者に対するシームレスケア実践力尺度の開発と職務行動遂行能力との関
連

看護学科 小木曽　加奈子 28.6.1 第225回 平成33年3月

２８－６５ 岐阜県における「かかりつけ薬局」の実態調査 岐阜薬科大学 杉山　正 28.6.1 第225回 平成31年5月

２８－６７ 救急入院患者の栄養状態と栄養治療の実態に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 28.6.1 第225回 平成31年3月

２８－６８ 介護施設における薬剤耐性菌対策についての研究 生体支援センター 村上　啓雄 28.6.1 第225回 平成31年3月

２８－６９ 意思決定支援に戸惑う訪問介護ステーションへの出前による事例検討会の効果 救急災害医学 小倉　真治 28.6.1 第225回 平成33年5月

２８－７０
初発の移植非適応多発性骨髄腫患者を対象とした週１回ボルテゾミブ+レナリドミド+デ
キサメサゾン併用（Once weekly BLd）療法における有効性・安全性の第Ⅱ相試験

輸血部 北川　順一 28.6.1 第225回 平成33年4月

２８－７１
中枢病変を有する悪性リンパ腫におけるLEED療法を用いた自家末梢血幹細胞移植
併用大量化学療法の有効性と安全性の検討

輸血部 北川　順一 28.6.1 第225回 平成33年5月

２８－７２ 日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察研究 輸血部 北川　順一 28.6.1 第225回 平成33年12月

２８－７３ 医薬品の適応外使用に関する検討 医学系倫理・社会医学 塚田　敬義 28.6.1 第225回 平成29年5月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２８－７４
臨床研修の到達目標と連動した研修プログラム及び評価方法・指導方法に関する研
究（H28-医療-指定-024）

医学教育開発研究センター 鈴木　康之 28.6.1 第225回 平成31年3月

２８－７５ 呼吸器外科執刀前準備に関する研究 看護部 廣瀬　泰子 28.6.1 第225回 平成29年3月

２８－７６ 腫瘍外科における直腸GISTの治療成績（Retrospective Study） がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.6.1 第225回 平成29年12月

２８－７７
高次救命治療センター入室患者を対象とした抗真菌薬・抗菌薬の血中・組織中薬物
濃度測定

薬剤部 鈴木　昭夫 28.5.12 迅速審査 平成32年3月

２８－７８
認知症の早期診断・病態解明およびバイオマーカーの開発を目的とした血清・髄液の
解析

神経内科・老年学 木村　暁夫 28.5.12 迅速審査 平成33年4月

２８－７９ 慢性腎不全に対する維持透析時に生じるシャント血管閉塞病変の組織学的検討 高次救命治療センター 牛越　博昭 28.5.30 迅速審査 平成31年3月

２８－８０
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
とした前方視的研究(JPLSG-CHM-14)

小児科 小関　道夫 28.5.12 迅速審査 平成33年3月

２８－８１ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 28.5.12 迅速審査 平成30年12月

２８－８２
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（ULTIMATE
TRIAL）

腫瘍外科 高橋　孝夫 28.5.26 迅速審査 平成32年1月13日

２８－８３
角膜真菌症ならびにアカントアメーバ角膜炎に対するボリコナゾールの治療効果なら
びに安全性の検討

眼科 望月　清文 28.5.26 迅速審査 平成33年5月

２８－８４ 洗浄消毒後の内視鏡清浄度調査および汚染要因の解析 検査部 太田　浩敏 28.5.26 迅速審査 平成31年7月

２８－８５
初回投与量の減量を必要とする再発または難治性多発性骨髄腫に対する段階的増
量レナリドミド・デキサメタゾン療法の有効性および安全性の検討

輸血部 北川　順一 28.5.26 迅速審査 平成31年3月

２８－８６
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.5.26 迅速審査 平成31年1月

２８－８７
オピオイド鎮痛薬による便秘対策に使用される緩下剤に影響を与える要因に関する研
究

薬剤部 石原　正志 28.5.26 迅速審査 平成32年12月

２８－８８ 頭頸部癌における慢性炎症と予後不良因子との関連の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 28.5.26 迅速審査 平成31年5月

２８－８９ 第二言語習得が及ぼす思考過程への影響：日本語助詞実験 地域科学部 笠井　千勢 28.5.26 迅速審査 平成32年3月

２８－９０ 非血縁者間髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 輸血部 北川　順一 28.7.6 第226回 平成33年7月

２８－９１

骨髄不全患者における、PNH型血球割合とPNH関連の臨床症状を経時的にみる観察
研究
Search for Unidentified Links between PNH Clone Size and the Related Clinical
Manifestations by High Precision Flow Cytometry （SUPREMACY）

輸血部 北川　順一 28.7.6 第226回 平成35年5月
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２８－９２ Ewing肉腫を除く中高齢者高悪性原発性骨腫瘍に対する化学療法の治療成績の検討 整形外科 永野　昭仁 28.7.6 第226回 平成29年12月

２８－９３
クリティカルケア領域及び緩和ケア領域の看護師が認識する終末期ケアに関する教育
の現状と課題

看護学科 伊藤　美智子 28.7.6 第226回 平成32年3月

２８－９４ ヒト大腸フローラモデルを用いた岐阜特産物と腸内フローラに関する基礎研究 応用生物科学部 稲垣　瑞穂 28.7.6 第226回 平成33年3月

２８－９５
特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期pirfenidone（ピレスパ）療法
の効果と安全性に関する第Ⅱ相試験

高度先進外科学 白橋　幸洋 28.5.30 迅速審査 平成30年5月

２８－９６ 日本におけるゴーシェ病の実態調査 血液内科 中村　信彦 28.7.6 第226回 平成28年9月

２８－９７ 多発性骨髄腫におけるB型肝炎ウイルス再活性化の後方視的観察研究（全国調査） 血液内科 中村　信彦 28.7.6 第226回 平成29年9月

２８－１００ 成人もやもや病術後の一過性神経症候発症と重篤化に関わる臨床的因子の検討 脳神経外科学 江頭　裕介 28.7.6 第226回 平成29年6月

２８－１０１
ステント支援脳動脈瘤治療における二剤抗血小板薬投与の効果と安全性に関する多
施設共同ランダム化比較試験　Dual AntiPlatelet Therapy for Stent Assisted
Treatment of Cerebral Aneurysm (DAPTS ACE)

脳神経外科 榎本　由貴子 28.7.6 第226回 平成30年3月

２８－１０２
ステント支援脳動脈瘤治療における抗血小板薬投与期間の効果と安全性に関する多
施設共同登録研究　Duration of AntiPlatelet Therapy for Stent Assisted Treatment of
Cerebral Aneurysm Registry (DAPTS ACE-Registry)

脳神経外科 榎本　由貴子 28.7.6 第226回 平成30年3月

２８－１０３ 縦隔内・腹腔内リンパ節腫脹に対する造影EUSの有用性に関する研究 第１内科 岩下　拓司 28.7.6 第226回 平成30年6月

２８－１０４ 大腸ESDにおける二酸化炭素送気の有用性・安全性の検討 消化器内科 杉山　智彦 28.7.6 第226回 平成32年12月

２８－１０５ 情報通信システムが人の向社会的行動に与える影響の調査 工学部 寺田　和憲 28.7.6 第226回 平成32年3月

２８－１０６ ワルデンシュトレームマクログロブリン血症に関する多施設共同後方視的調査研究 血液内科 中村　信彦 28.7.6 第226回 平成28年8月1日

２８－１０７ 胃ESD後潰瘍に対するボノプラザンフマル酸塩の潰瘍治癒効果に関する検討 消化器内科 井深　貴士 28.7.6 第226回 平成29年6月

２８－１０８
ステロイド投与時の高血糖におけるカナグリフロジンとリナグリプチンの無作為割り付け
比較試験

総合内科 山内　雅裕 28.7.6 第226回 平成33年6月

２８－１０９ 他の医療機関からの研究協力申込による肺がんにおけるEGFR-TKIの濃度測定 薬剤部 飯原　大稔 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－１１０ 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 高次救命治療センター 土井　智章 28.7.6 第226回 平成33年3月

２８－１１１
術前化学療法を施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫における組織学的効果判定
に関する研究

整形外科 永野　昭仁 28.6.8 迅速審査 平成30年3月
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２８－１１２
脳主幹動脈急性閉塞／狭窄に対するアピキサバンの効果に関する観察研究
Impact of Apixaban on clinical outcome of the patients with Large Vessel Occlusion or
stenosis (ALVO)

脳神経外科学 江頭　裕介 28.6.8 迅速審査 平成31年5月

２８－１１３ レボカルニチン静注製剤の透析患者の心機能に対する有用性の検討 第２内科 湊口　信也 28.6.8 迅速審査 平成30年3月

２８－１１４ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 28.6.8 迅速審査 平成32年3月

２８－１１５ ドパミントランスポーターイメージングにおける画像定量化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 28.6.8 迅速審査 平成32年3月

２８－１１６ 作業者に快適性をもたらす組立作業の教示方法に関する研究 工学部 伊藤　聡 28.6.8 迅速審査 平成30年8月

２８－１１７ 汗孔角化症における発症メカニズムについての免疫組織学的検討 皮膚病態学 松山　かなこ 28.6.21 迅速審査 平成30年3月

２８－１１８
対応が難しい新人看護師に対する「学習者の問題分析のためのフレームワーク」を用
いた事例検討会の評価

看護部 廣瀬　泰子 28.6.21 迅速審査 平成29年3月

２８－１１９ 体幹部X線CT画像における計算機画像支援診断システムの開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 28.7.4 迅速審査 平成33年7月

２８－１２０ 体幹部CT画像におけるコンピュータ支援診断システムに関する研究 知能イメージ情報 藤田　廣志 28.7.4 迅速審査 平成33年7月

２８－１２１

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 28.6.21 迅速審査 平成29年8月

２８－１２２
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
（JCOG1007）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.6.21 迅速審査 平成32年6月
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２８－１２３
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（JCOG1107）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.6.21 迅速審査 平成31年10月

２８－１２４ 広汎子宮全摘術パスの分析と改訂 看護部 廣瀬　泰子 28.7.6 第226回 平成28年11月

２８－１２５ 肝切除術クリニカルパスのアウトカム評価とバリアンス分析を行って 看護部 廣瀬　泰子 28.7.6 第226回 平成28年11月

２８－１２６ 思春期・若年(AYA)世代がん医療の包括的実態調査 産科婦人科 古井　辰郎 28.7.4 迅速審査 平成33年3月

２８－１２７
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床研究（多施設
共同研究）

遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.7.4 迅速審査 平成31年1月

２８－１２８ 筋委縮性側索硬化症における金属代謝関連遺伝子のエピジェネティクス解析 岐阜薬科大学 栗田　尚佳 28.7.4 迅速審査 平成32年9月

２８－１２９
Kapandji対立テストにおける健常者と手根管障害患者の比較検討－Kapandji対立テス
トは手根管患者評価として有用か？－

リハビリテーション部 松下　泰玄 28.7.4 迅速審査 平成30年6月

２８－１３０ 尿沈渣白血球の生死と細菌性膣症の関連性に関する研究 検査部 仲本　賢太郎 28.7.4 迅速審査 平成31年3月

２８－１３１
認知症高齢者に対するシームレスケア実践力尺度の開発と職務行動遂行能力との関
連

看護学科 小木曽　加奈子 28.7.4 迅速審査 平成33年3月

２８－１３２
臨床教育の学習で得られる情報への指導者の受容性に対する、情報の提供方法およ
び医療従事者としての特性の関連性に関する調査

医学教育開発研究センター 西城　卓也 28.7.6 第226回 平成32年3月

２８－１３３ 造血器腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 第１内科 中村　信彦 28.8.3 第227回 平成30年3月

２８－１３４ 総胆管結石疑い症例に対するEUS first-approachの有効性の検討 第１内科 岩下　拓司 28.8.3 第227回 平成29年3月

２８－１３５ 腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討　～後ろ向き多施設共同研究～ 腫瘍外科 今井　寿 28.8.3 第227回 平成28年12月

２８－１３６ GP88のリンパ腫マーカーとしての有用性の後方視的検討 第１内科 原　武志 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１３７ GP88のリンパ腫マーカーとしての有用性の前方視的検討 第１内科 原　武志 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１３８
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change
in Muscle volume in patients with liver cirrhosis : prosoective cohort study -　【MILE
Study】

第１内科 白木　亮 28.8.3 第227回 平成31年12月

２８－１３９
副腎皮質ステロイド薬による糖尿病治療マーカー（HbA1cおよびグリコアルブミン）に対
する影響の検討

内分泌代謝病態学 水野　正巳 28.8.3 第227回 平成29年3月

２８－１４０ デュピュイトラン拘縮の発生機序解析 整形外科 河村　真吾 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－１４１
本邦における脱分化型軟骨肉腫の治療成績　骨軟部肉腫治療研究会多施設共同研
究

整形外科 永野　昭仁 28.8.3 第227回 平成30年3月
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２８－１４３ 乳児血管腫患者家族に対するQOLおよび治療の満足度調査票の後方視的検証研究 小児科 小関　道夫 28.8.3 第227回 平成32年7月

２８－１４４
小児の発熱性好中球減少症や深在性真菌症に対するカスポファンギンの安全性に関
する臨床試験

小児科 野澤　明史 28.8.3 第227回 平成32年7月

２８－１４５ 遺伝カウンセリングの質を測る尺度開発 遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.8.3 第227回 平成30年7月

２８－１４６ 神経疾患におけるプログラニュリンの臨床的有用性に関する研究 神経内科・老年学 木村　暁夫 28.8.3 第227回 平成33年7月

２８－１４７ カメラと音響処理を用いた、嚥下運動機能解析システムの構築 神経内科・老年学 木村　暁夫 29.3.1 第234回 平成34年2月

２８－１４８ 心拍変動バイオフィードバック併用平衡リハビリテーションの臨床的研究 医療情報部 青木　光広 28.8.3 第227回 平成30年7月

２８－１４９ 泌尿器科関連腫瘍の診断に関連する病理組織学的変化の解析 泌尿器科 水谷　晃輔 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１５０ 自科麻酔の手術における安全性と、バイタル逸脱時の状況と対応の検討 麻酔科疼痛治療科 北川　雄一郎 28.8.3 第227回 平成29年8月

２８－１５１
βラクタム系薬耐性腸内細菌科細菌に関する多施設共同研究　日本化学療法学会：
公益目的プロジェクト

生体支援センター 村上　啓雄 28.8.3 第227回 平成33年7月

２８－１５２ 高異型度漿液性癌早期病変の探索 腫瘍病理学 波多野　裕一郎 28.8.3 第227回 平成30年3月

２８－１５３ 体腔内播種悪性腫瘍の分子病理学的解析 腫瘍病理学 原　明 28.8.3 第227回 平成32年3月

２８－１５４ 法医学者の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 28.8.3 第227回 平成33年8月

２８－１５５ 多職種連携による薬局薬剤師の地域住民への健康サポートに関する研究 医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 28.8.3 第227回 平成29年12月

２８－１５６
チーム医療の協働に対する認識についての医学生・医師および医療専門職間の相違
と推移に関する研究

医学教育開発研究センター 西城　卓也 28.8.3 第227回 平成31年3月

２８－１５７
QSPECT Dual Table ARG法プログラムにおける動脈血中濃度推定機能（Estimate
Blood Counts）に関する研究

放射線部 石原　匡彦 28.8.3 第227回 平成31年3月

２８－１５８ 青少年の喫煙、飲酒、薬物乱用調査データに関する二次分析研究 看護学科 三好　美浩 28.8.3 第227回 平成31年3月

２８－１５９
大学生のストレス対処と身体的・精神的健康との関連の検討：対処行動エゴグラム
（Coping Behavior Egogram）を用いて

保健管理センター 堀田　亮 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１６０ 炎症性皮膚疾患における血漿中セラミド異常の検討 皮膚病態学 清島　眞理子 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１６１ ストーマセルフケアの確立の程度と理解度に関する調査 看護部 廣瀬　泰子 28.8.3 第227回 平成29年6月

２８－１６２
iPS細胞由来分化細胞を含む脊髄性筋萎縮症患者由来細胞を用いた生理活性脂質
の研究

岐阜薬科大学 原　英彰 28.8.3 第227回 平成32年3月
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２８－１６３ アトピー性皮膚炎患児と家族に対する教育効果の評価指標の検討 看護学科 杉浦　太一 28.8.3 第227回 平成29年9月

２８－１６４ 多職種連携による薬局薬剤師の地域住民への健康サポートに関する研究 岐阜薬科大学 寺町　ひとみ 28.8.3 第227回 平成29年12月

２８－１６５
男子淋菌性尿道炎に対するジスロマックSRの有用性とその細菌学的効果に影響する
pharmacokinetics-pharmacodynamics（PK-PD）パラメータの検討

泌尿器科 安田　満 28.7.19 迅速審査 平成32年12月

２８－１６６ 最新CT技術を用いた低被ばく、造影剤減量、高画質化に関する検討 放射線科 野田　佳史 28.7.19 迅速審査 平成29年7月

２８－１６７ C型慢性肝炎治療時における新規PCR法によるウイルス検出感度の検討 第１内科 末次　淳 28.7.22 迅速審査 平成32年12月

２８－１６８
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：金属アーチファクト低
減ソフトの評価

脳神経外科学 榎本　由貴子 28.7.19 迅速審査 平成29年3月

２８－１６９
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：iFlowと定量的DSA画
像解析

脳神経外科学 榎本　由貴子 28.7.19 迅速審査 平成29年3月

２８－１７０

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験(PARADIGM
study)

第２外科 高橋　孝夫 28.7.19 迅速審査 平成32年3月

２８－１７１

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究(PARADIGM study　探索研究)

第２外科 高橋　孝夫 28.7.19 迅速審査 平成30年9月

２８－１７２
造血器腫瘍に合併した深在性真菌症に対するカスポファンギンの有用性に関する多
施設共同第Ⅱ相試験

臨床腫瘍学 原　武志 28.7.19 迅速審査 平成30年3月

２８－１７３ 非侵襲的な呼吸モニタリングの有用性の検討 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.7.19 迅速審査 平成32年3月

２８－１７４ 左室機能障害患者における血漿アデノシン濃度動態の解明に関する研究 循環呼吸病態学 湊口　信也 28.7.19 迅速審査 平成33年5月

２８－１７５
「大動脈弁疾患に対してオリジナル弁尖形成器を使用した大動脈弁形成術」の実施に
ついて

高度先進外科学 土井　潔 28.7.19 迅速審査 平成32年3月

２８－１７６
臨床細菌尿中に存在する難培養菌と尿路感染症との関係解明のための、尿中細菌の
分子生物学的解析による多施設共同研究

泌尿器科 安田　満 28.7.19 迅速審査 平成30年12月

２８－１７７
SAMIT試験「漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial Designに
よるランダム化比較試験：フッ化ピリミジン単独とPaclitaxel→フッ化ピリミジン逐次併用
の比較およびUFTとTS-1の比較」バイオマーカー付随研究

第２外科 棚橋　利行 28.7.19 迅速審査 平成30年9月

２８－１７８ 小児期からの生活習慣病予防に関する調査研究 疫学・予防医学 永田　知里 28.7.19 迅速審査 平成30年10月
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２８－１７９ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 28.7.19 迅速審査 平成30年8月

２８－１８０ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 工学部 伊藤　聡 28.7.19 迅速審査 平成28年12月

２８－１８１ MRIを用いた性同一性障害の脳形態学的研究 精神病理学分野 深尾　琢 28.7.22 迅速審査 平成30年8月

２８－１８２
｢造血器疾患に対する、リン酸フルダラビン、シタラビンとシクロフォスファミドによる移植
前治療を用いた造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討｣　多施設共同研究

輸血部 北川　順一 28.7.22 迅速審査 平成31年6月

２８－１８３ 長期避難者の生活および健康状態に関する調査 流域圏科学研究センター 小山　真紀 28.8.3 第227回 平成30年7月

２８－１８４ 災害時の安全性と自助共助に関するアンケート調査 流域圏科学研究センター 小山　真紀 28.8.3 第227回 平成30年7月

２８－１８５
ボルテゾミブおよびレナリドミド治療後再発多発性骨髄腫患者におけるポマリドミドおよ
びデキサメタゾン併用療法の有効性に関する国際共同第Ⅱ相試験 (AMN001/J-
MEN009試験)

輸血部 北川　順一 28.7.22 迅速審査 平成29年12月

２８－１８６ 動物から感染したパラポックスウイルスの検出と分離 応用生物科学部 猪島　康雄 28.7.22 迅速審査 平成31年7月

２８－１８７ スモン（SMON）の疾患感受性遺伝子に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 28.7.27 迅速審査 平成32年3月

２８－１８８ 中堅看護師の副看護師長へのキャリアアップに対する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 28.7.27 迅速審査 平成29年3月

２８－１８９ ステロイド糖尿病に対するGLP-1受容体作動薬の有効性と安全性に対する研究 総合病態内科学 山内　雅裕 28.7.28 迅速審査 平成30年8月

２８－１９０ 脳腫瘍におけるglycoprotein transmembrane nmb (GPNMB) と Na
+
, K

+
-ATPaseαサブ

ユニットの病態進展への関与に関する研究
岐阜薬科大学 原　英彰 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－１９１ 全国の高校生の医薬品に関する知識・意識と行動・態度に関する調査研究 岐阜薬科大学 寺町　ひとみ 28.9.7 第228回 平成30年3月

２８－１９２ 物理的刺激による腱の質的および分子生物学的変化の解析 整形外科 河村　真吾 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－１９３ マウスへのヒトiPS細胞由来ルブリシン発現細胞を用いた軟骨および腱鞘の再生実験 整形外科 佐竹　崇志 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－１９４ 肩・肘・スポーツ領域の手術成績の評価に関する後ろ向き臨床研究 整形外科 川島　健志 28.9.7 第228回 平成33年7月

２８－１９５
消化管非ホジキンリンパ腫に対する、内視鏡による穿孔リスク評価及び減量化学療法
の有効性と安全性の検討

輸血部 北川　順一 28.9.7 第228回 平成33年10月

２８－１９６ BevacizmabとTAS-102併用における有効性についての後ろ向き観察研究 がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.9.7 第228回 平成29年12月

２８－１９７
脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と
安全性の解明　The Second Bleeding with Antithrombotic Therapy Study (BAT2)

脳神経外科 榎本　由貴子 28.9.7 第228回 平成32年3月
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２８－１９８ 侵襲性副鼻腔アスペルギルス症に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 28.9.7 第228回 平成31年8月

２８－１９９ 尿路感染症患者における尿中エクソソーム解析 泌尿器科 水谷　晃輔 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－２００
下肢筋の超音波検査による新たなサルコペニア評価法の開発：サルコペニアと深部静
脈血栓症の関連性

検査部 渡邉　恒夫 28.9.7 第228回 平成31年3月

２８－２０１ レイノー現象有症者の末梢循環機能評価に関する非侵襲的技法の研究 産業衛生学 井奈波　良一 28.9.7 第228回 平成33年8月

２８－２０２
充実性腫瘍に対する19ゲージ針を用いた超音波内視鏡下穿刺吸引術における
Macroscopic on-site quality evaluationの正診の評価：多施設共同無作為化二重盲検
比較試験

第１内科 岩下　拓司 28.9.7 第228回 平成30年8月

２８－２０３ 脊髄硬膜・硬膜外動静脈シャント疾患の病態および血管構築の解明 脳神経外科 山内　圭太 28.9.7 第228回 平成28年12月

２８－２０４ 抗A型肝炎ウイルスIgM抗体陽性国内血清パネルの整備 肝疾患診療支援センター 今井　健二 28.9.7 第228回 平成32年3月

２８－２０６ 感染防止対策活動に対する経済評価 岐阜薬科大学 寺町　ひとみ 28.9.7 第228回 平成32年3月

２８－２０７
標準療法不応の進行・再発食道癌に対する新規腫瘍抗原と腫瘍新生血管関連遺伝
子由来ペプチドを用いた新規ペプチドワクチン療法ー第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験ー

第２外科 田中　善宏 28.8.8 迅速審査 平成29年8月

２８－２０８
内分泌療法既治療のER陽性・閉経後進行再発乳癌女性を対象にしたフルベストラン
ト500㎎レジメンの有用性の検討（PerSeUS-BC03試験）

乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.8.8 迅速審査 平成30年8月

２８－２０９ 大腸CTの臨床応用に関する研究 放射線科 富松　英人 28.8.8 迅速審査 平成29年6月

２８－２１０ 岐阜県下における「糖尿病連携手帳」使用に関する実態調査 第３内科 武田　純 28.8.8 迅速審査 平成32年9月

２８－２１１
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 28.8.8 迅速審査 平成29年8月

２８－２１２ 顔面・頭部皮膚悪性腫瘍例の頸部リンパ節転移様式の検討 耳鼻咽喉科 水田　啓介 28.9.7 第228回 平成33年9月

２８－２１３ 検体の病態変化に応じた線溶系分子マーカー測定値の変動解析についての研究 検査部 牛丸　星子 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－２１４
認知症高齢患者の家族と看護師間で交わされる情報と、安心して看護が受けられるた
めに求められる地域ネットワークに関する研究

看護学科 温水　理佳 28.9.7 第228回 平成32年3月

２８－２１５
肝硬変患者における潜在性肝性脳症の頻度とその予測因子に関する後方視観察研
究

第１内科 白木　亮 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－２１６ レトロスペクティブ的手法を用いた3-ヒドロキシ酪酸の有用性検討 検査部 石田　秀和 28.8.23 迅速審査 平成29年12月
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２８－２１７ 岐阜県下の透析患者に対するFabry病研究（遺伝子検査） 第２内科 湊口　信也 28.8.23 迅速審査 平成28年12月

２８－２１８
切除不能進行・再発大腸癌におけるRAS遺伝子変異型に対する一次治療
FOLFOXIRI+ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験(JACCRO CC-11)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.8.23 迅速審査 平成32年9月

２８－２１９ 自治体における保険事業・介護予防事業の効果、及び評価に関する研究 看護学科 小林　和成 28.8.23 迅速審査 平成30年3月

２８－２２０ 膵腫瘍に対する造影EUSの有用性に関する研究 第１内科 岩下　拓司 28.10.5 第229回 平成30年6月

２８－２２１ 肺がん開胸手術後の痛みに対するトラマドールの有効性の検討 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 28.9.1 迅速審査 平成30年8月

２８－２２２
膵充実性腫瘤性病変に対する側孔付き20G穿刺針を用いた超音波内視鏡ガイド下穿
刺吸引法における通常陰圧吸引法と高陰圧吸引法の組織採取に関する多施設共同
前向き無作為化比較試験

第１内科 岩下　拓司 28.10.5 第229回 平成32年3月

２８－２２３
肝細胞癌におけるc-Metの発現と周術期治療成績、遠隔期成績との関連性に関する
検討（後方視的研究）

肝胆膵・がん集学的治療学 松井　聡 28.10.5 第229回 平成33年10月

２８－２２４
肝切除周術期における茵蔯蒿湯の高ビリルビン血症抑制効果に関する研究
（Retrospective Study）

肝胆膵・がん集学的治療学 松井　聡 28.10.5 第229回 平成30年12月

２８－２２５
肝切除後に発症した劇症型エロモナス・ハイドロフィラ敗血症の１例に関する誌上症例
報告

肝胆膵・がん集学的治療学 松井　聡 28.10.5 第229回 平成29年9月

２８－２２６

膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離‐個別処理と脾静脈同時切断の
多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験
Combined resection versus Separated resection after Mobilization of the Splenic vein
during Disital Pancreatectomy ; A multicenter, prospective, randomized phase Ⅲ trail
- COSMOS-DP trail -

第２外科 今井　寿 28.10.5 第229回 平成32年1月

２８－２２７
プラーク性状に基づいた内頚動脈軽度狭窄症（50％未満）の予後と外科治療の意義
Mild, but Unstable Stenosis of Internal Carotid Artery (MUSIC) Study

脳神経外科学 江頭　裕介 28.10.5 第229回 平成33年12月

２８－２２８ 急性期の前庭神経炎に対するステロイド治療の効果 耳鼻咽喉科学 伊藤　八次 28.10.5 第229回 平成30年3月

２８－２２９ 前庭神経炎発症後の平衡機能の変化に関する研究 耳鼻咽喉科学 伊藤　八次 28.10.5 第229回 平成30年3月

２８－２３０ 内眼炎における網羅的感染症検査の有効性の検討 眼科 望月　清文 28.10.5 第229回 平成33年9月

２８－２３１ 血液浄化療法と血管内皮傷害に関する考察 高次救命治療センター 岡本　遥 28.10.5 第229回 平成33年9月

２８－２３２ 高周波熱凝固術の治療評価（後ろ向き観察研究） 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 28.9.1 迅速審査 平成30年3月

２８－２３３ ステロイド投与患者におけるデノスマブとアレンドロネートの無作為割り付け比較試験 総合内科 池田　貴英 28.9.1 迅速審査 平成32年10月
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２８－２３４ 多職種連携医療教育の構築と、教育効果の検証 医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 28.9.1 迅速審査 平成29年5月

２８－２３５ 手術を受ける乳幼児を持つ保護者の意識調査 看護部 廣瀬　泰子 28.9.1 迅速審査 平成32年3月

２８－２３６
肝細胞癌患者における緑茶カテキンのメタボ疾患の改善に及ぼす影響および安全性
に関する臨床研究

肝疾患診療支援センター 今井　健二 28.10.5 第229回 平成31年12月

２８－２３７ 発達期脳神経疾患の網羅的遺伝子解析 小児科 久保田　一生 28.10.5 第229回 平成32年2月

２８－２３９

間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性憎悪予測リスクスコアバリデーション
スタディ－多施設共同非介入前向き研究－
Risk Evaluation of Acute Exacerbation After pulmonary resection in Lung Cancer
Patients with Interstitial Pneumonia (REVEAL-IP)

高度先進外科学 白橋　幸洋 28.10.5 第229回 平成31年9月

２８－２４０
ムコ多糖症Ⅱ型患者における酵素補充療法開始前の自然歴調査と、治療開始後の治
療効果及び予後に関する調査研究

新生児集中治療部 折居　健治 28.10.5 第229回 平成31年3月

２８－２４１ プロバイオティクスビフィズス菌 Bifidobacterium longum JBL-05株の腸内動態の解析 応用生物科学部 鈴木　徹 28.11.2 第230回 平成29年9月

２８－２４２ 日本におけるゴーシェ病の実態調査 血液内科 中村　信彦 28.9.14 迅速審査 平成29年12月

２８－２４３
病理学的StageⅡ胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検討する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 28.9.14 迅速審査 平成39年3月

２８－２４４
StageⅢ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（JACCRO GC-07 AR）

第２外科 山口　和也 28.9.14 迅速審査 平成34年12月

２８－２４５ 遺伝性乳癌・卵巣癌に対すると遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.10.3 迅速審査 平成30年8月

２８－２４６ 遺伝性大腸癌（Linch症候群）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.10.3 迅速審査 平成30年9月

２８－２４７ 遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.10.3 迅速審査 平成30年9月

２８－２４８
腫瘍外科におけるStageⅡ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対する化学放射線療法による治
療成績の検討（Retrospective Study）

第２外科 高橋　孝夫 28.10.5 第229回 平成32年12月

２８－２４９
腫瘍外科における切除可能局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療法による治
療成績の検討（Retrospective Study）

第２外科 高橋　孝夫 28.10.5 第229回 平成33年5月

２８－２５０
腫瘍外科における切除不能・困難な局所進行結腸・直腸癌に対する Conversion
Therapy 症例の検討（Retrospective Study）

第２外科 高橋　孝夫 28.10.5 第229回 平成33年5月
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２８－２５１ 岐阜県におけるEnd-of-Life Care充実に向けた取り組み 看護部 廣瀬　泰子 28.10.5 第229回 平成29年3月

２８－２５２
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの長期投与時の安全性に関
する多施設共同継続臨床研究

小児病態学 深尾　敏幸 28.10.5 第229回 平成33年4月

２８－２５３ 多発性内分泌腫瘍症１型(MEN1)に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.10.3 迅速審査 平成32年6月

２８－２５４ 多発性内分泌腫瘍症２型(MEN2)に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.10.3 迅速審査 平成32年6月

２８－２５５ Li-Fraumeni症候群(LFS)に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.10.3 迅速審査 平成32年6月

２８－２５６ Cowden症候群に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.10.3 迅速審査 平成32年6月

２８－２５７ Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明 口腔病態学 武内　勝章 28.10.3 迅速審査 平成31年3月

２８－２５８
高次救命治療センター入室患者を対象とした抗真菌薬・抗菌薬の血中・組織中薬物
濃度測定

薬剤部 鈴木　昭夫 28.10.19 迅速審査 平成32年3月

２８－２５９
検査済み新生児マススクリーニング濾紙血を用いたムコ多糖症の新生児スクリーニン
グ法開発に関する研究

小児病態学 深尾　敏幸 28.10.3 迅速審査 平成31年3月

２８－２６０ スニチニブの薬効・副作用に関連する体内動態・遺伝子多型解析研究 薬剤部 鈴木　昭夫 28.10.19 迅速審査 平成31年3月

２８－２６１ トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討　－前向き観察研究－ 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 28.10.3 迅速審査 平成31年5月

２８－２６２
腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討～前向き観察多施設共同研究～　（膵臓
内視鏡外科研究会・日本肝胆膵外科学会・日本内視鏡外科学会合同全例登録調査）

腫瘍外科 今井　寿 28.11.2 第230回 平成32年12月

２８－２６３ 単発大腸癌肝転移に限定した開腹手術と腹腔鏡下手術の治療成績の比較 腫瘍外科 今井　寿 28.11.2 第230回 平成29年9月

２８－２６４
化学療法にて消失した大腸癌肝転移病変に対するDW-MRIの術前診断能の妥当性
に関する研究

第２外科 松橋　延壽 28.11.2 第230回 平成33年12月7日

２８－２６５
局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証
することを目的としたランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 28.11.2 第230回 平成38年5月

２８－２６６
子宮頸がんⅠb2期・Ⅱ期を対象としたイリノテカン塩酸塩水和物＋ネダプラチンによる
術前補助化学療法＋根治手術＋術後補助化学療法（臨床第Ⅱ相試験、多施設共同
研究）(KCOG1201)

産科婦人科学 早崎　容 28.10.3 迅速審査 平成33年5月

２８－２６７ 制吐療法不応例に対するパロノセトロンの効果および安全性の検討 第２外科 高橋　孝夫 28.10.3 迅速審査 平成29年6月

２８－２６８
FOLFOX療法に起因する末梢神経症状に対するプレガバリンの有効性および安全性
に関する検討（PerSeUS CRC-01）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.10.3 迅速審査 平成29年11月
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２８－２６９
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するレゴラフェニブの効果と副作用の
予知のための前向き観察研究

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.10.3 迅速審査 平成31年1月

２８－２７０
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（ULTIMATE
TRIAL）

腫瘍外科 高橋　孝夫 28.10.3 迅速審査 平成32年1月13日

２８－２７２ 市民公開講座参加者の属性調査と意見収集 遺伝子診療部 深尾　敏幸 28.11.2 第230回 平成29年10月

２８－２７４
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　第Ⅱ相多施設共同研究

産科婦人科学 志賀　友美 28.11.2 第230回 平成32年12月

２８－２７５
中咽喉扁平上皮がんに対する集学的治療の効果とヒト乳頭腫ウイルス感染との相関に
関するバイオマーカー研究

耳鼻咽喉科 水田　啓介 28.11.2 第230回 平成33年10月

２８－２７６ 食道がん手術における心肺合併症発生頻度に関連する因子の検討 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.11.2 第230回 平成32年3月

２８－２７７ 携帯型ウエラブルデバイスを使用した即時型遠隔総合医学教育の実践と応用 高次救命治療センター 牛越　博昭 28.11.2 第230回 平成31年10月

２８－２７８ 頸動脈超音波検査を用いた新たな動脈硬化評価法の臨床的研究 総合病態内科学 池田　貴英 28.11.2 第230回 平成33年11月

２８－２７９ 急性期放射線腸炎に対する半夏瀉心湯の効果：多施設第Ⅱ相試験 放射線科 田中　秀和 28.11.2 第230回 平成30年3月

２８－２８０ 乳癌骨転移に対する放射線治療の有用性に関する研究 放射線科 田中　秀和 28.11.2 第230回 平成31年3月

２８－２８１ 深層学習（deep learning）を用いたMRI関節画像解析の試み 知能イメージ情報 原　武史 28.11.2 第230回 平成29年12月

２８－２８２ 妊娠中のマイナートラブルに対する熟練助産師の「助産力」に関する研究 看護学科 新川　治子 28.11.2 第230回 平成33年3月

２８－２８３
LGBT（性的少数者）児童生徒への対応に関する岐阜県内小・中学校の現状と養護教
諭の認識に関する研究

看護学科 井關　敦子 28.11.2 第230回 平成29年3月

２８－２８４ 水道利用センサーによる独居高齢者の健康変化の予測の可能性に関する研究 看護学科 西本　裕 28.11.2 第230回 平成34年3月

２８－２８５ 当院における医療関連感染発生率の推移と考察：各種サーベイランスデータを用いて 看護部 土屋　麻由美 28.11.2 第230回 平成33年3月

２８－２８６ 新物流システムを活用した物品管理方法の検討 看護部 廣瀬　泰子 28.11.2 第230回 平成33年10月

２８－２８７ 神経・筋生検のリスク解析に関する研究 神経内科・老年内科 竹腰　顕 28.11.2 第230回 平成32年3月

２８－２８８
感染率低下に向けた中心静脈カテーテルルート交換手順に対する感染管理ベストプ
ラクティスを用いた取り組み

看護部 廣瀬　泰子 28.11.2 第230回 平成32年3月

２８－２８９
腫瘍外科における腹腔鏡下Covering stoma造設例における合併症の検討
（Retrospective Study）

第２外科 高橋　孝夫 28.11.2 第230回 平成31年12月
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２８－２９０
早期乳癌へのラジオ波熱焼灼療法の有効性の検証と標準化に向けた多施設共同研
究
Radiofrequency ablation therapy for early breast cancer as local therapy (RAFAELO

第２外科 二村　学 28.11.2 第230回 平成35年7月

２８－２９１
岐阜県における若年がん患者に関する妊孕性温存支援体制のニーズおよび実態調
査（平成２８年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の分担研究）

産科婦人科 古井　辰郎 28.11.2 第230回 平成30年10月

２８－２９２ 急性期看護教育におけるeラーニングシステム活用による学習モチベーションの評価 看護学科 高橋　由起子 28.11.2 第230回 平成33年11月

２８－２９３
5-ALA（アラベル）とフルオレセインナトリウム（フルオレサイト）を用いた術中２重蛍光染
色法で摘出された膠芽腫の浸潤領域に関する病理学的検討

脳神経外科学 矢野　大仁 28.11.2 第230回 平成29年3月

２８－２９４
ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子型に
基づく個別化投薬と固定用量の比較研究（TARGET-1）　文部科学省　次世代がん研
究戦略推進プロジェクト　－がん薬物療法の個別適正化プログラム－

腫瘍外科 二村　学 28.10.19 迅速審査 平成29年3月

２８－２９５ 自治体における母子保健事業の評価に関する研究 看護学科 小林　和成 28.10.19 迅速審査 平成31年3月

２８－２９６ 甲状腺機能亢進症への複合ビタミン配合剤（Twendee X）の効果
生命科学総合研究支援セン

ター　抗酸化研究部門
犬房　春彦 28.10.19 迅速審査 平成31年3月

２８－２９７
中咽頭扁平上皮がんに対する集学的治療の効果とヒト乳頭腫ウイルス感染との相関に
関する臨床研究

耳鼻咽喉科 大橋　敏充 28.10.19 迅速審査 平成30年5月

２８－２９８
新しい三次元スペックル・トラッキング・エコー技術による心不全指標の非侵襲的評価
法の開発

循環・呼吸病態学 川崎　雅規 28.11.30 迅速審査 平成30年3月

２８－２９９ 医学生の海外臨床実習に対する準備教育の効果に関する研究 医学教育開発研究センター 鈴木　康之 28.10.19 迅速審査 平成31年2月

２８－３００ 病理部門システム内保存の病理画像の研究教育的活用 病理部 宮崎　龍彦 28.11.22 迅速審査 平成33年7月

２８－３０１ アレルギー疾患における白血球分画の検討 小児科 川本　典生 28.11.22 迅速審査 平成32年3月

２８－３０２

Borderline resectable 膵癌に対する gemcitabine+nab-paclitaxel 術前化学療法の生存
期間に対する有効性・安全性に関する多施設共同第Ⅱ相試験
Phase Ⅱ study of neoadjuvant chemoherapy of gemcitabine+nab-paclitaxel therapy
for patients with borderline resectable pancreatic cancer.

腫瘍外科 今井　寿 28.12.7 第231回 平成33年9月

２８－３０３ 中枢神経原発リンパ腫の診断および治療成績の検討 脳神経外科学 宮居　雅文 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３０４ 心原性脳塞栓症に対する一次予防および二次予防の薬物治療についての検討 脳神経外科学 宮居　雅文 28.12.7 第231回 平成29年11月

２８－３０５ 総合内科における全身性エリテマトーデス・ループス腎炎の現況分析 総合内科 田口　皓一郎 28.12.7 第231回 平成32年3月

２８－３０６
新規脂肪細胞の発見とプロリフェリンによる脂肪組織や脂肪細胞系腫瘍の増殖機序の
解明
Lipoma,Liposarcomaの手術標本組織像の免疫染色

総合内科 田口　皓一郎 28.12.7 第231回 平成33年3月
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２８－３０７ 発熱患者におけるガリウムシンチグラフィー、PET-CT有用性の検討 総合内科 池田　貴英 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３０８
総合内科の抗MDA5抗体（melanoma differentiation-accociated gene 5）陽性皮膚筋炎
の臨床的特徴

総合内科 池田　貴英 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３０９ 皮膚付属器悪性腫瘍予後調査 皮膚病態学 清島　真理子 28.12.7 第231回 平成30年9月

２８－３１０ 静脈洞血栓症における頭部ルーチンMRI撮像法の診断能の比較検討 放射線科 浅野　隆彦 28.12.7 第231回 平成30年9月

２８－３１１
膠原病等におけるステロイド治療の副作用の血糖値上昇に対する血糖降下療法必要
性の予測

総合内科 川島　実可子 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３１２ 皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システムの構築 皮膚病態学 清島　真理子 28.12.7 第231回 平成37年3月

２８－３１３ 肺悪性腫瘍手術および膝関節置換術後の遷延性術後痛前向き調査 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 29.1.4 第232回 平成32年6月

２８－３１４ クレナフィン爪外用液10％臨床研究 皮膚病態学 清島　真理子 28.12.7 第231回 平成30年9月

２８－３１５ 急性心不全と血管内皮グリコカリックスについての考察 高次救命治療センター 牛越　博昭 28.12.7 第231回 平成33年11月

２８－３１６ 関節リウマチ患者における手のパフォーマンスに影響を及ぼす因子の検討 リハビリテーション部 野原　麻里江 28.12.7 第231回 平成32年12月

２８－３１７
医療者の過ちの経験に対する認知的プロセスと、同僚と過ちを共有するカンファレンス
の感情や学びに及ぼす効果についての探索的研究

医学教育開発研究センター 西城　卓也 28.12.7 第231回 平成32年3月

２８－３１８ オーソ社製オーソビジョンを用いた抗体価測定の検討研究 輸血部 帖佐　光洋 28.12.7 第231回 平成29年3月

２８－３１９ 長時間着座時のエコノミー症候群予防のための研究 工学部 山田　宏尚 28.12.7 第231回 平成32年3月

２８－３２０
Counseling Center Assessment of Psychological Symptoms 日本語版（CCAPS-Japan）
の確立

保健管理センター 堀田　亮 28.12.7 第231回 平成33年12月

２８－３２１ ヒトX染色体微小核融合細胞を用いたRANタンパク質の生理的役割の解明 岐阜薬科大学 塩田　倫史 28.12.7 第231回 平成33年10月

２８－３２２
移植前大量抗がん剤投与による口内炎に対する新規開発ポラプレジンク含有トローチ
剤の予防効果の評価に関する多施設共同研究

輸血部 北川　順一 28.12.7 第231回 平成33年3月

２８－３２３ 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 整形外科学 秋山　治彦 28.12.7 第231回 平成29年8月

２８－３２４ 歩行方法の違いが変形性膝関節症患者の膝関節内反モーメントに及ぼす影響 リハビリテーション部 服部　良 28.12.7 第231回 平成33年10月

２８－３２５ 高齢者虐待における虐待者と被虐待者分離後の支援プログラムの開発 看護学科 石原　多佳子 28.12.7 第231回 平成31年12月

２８－３２６ 地域で行う妊産婦とパートナーを対象とした禁煙サポートプログラムの効果の検証 看護学科 纐纈　朋弥 28.11.22 迅速審査 平成31年3月
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２８－３２７ Acute on chronic liver failure　（慢性肝不全の急性憎悪）の多施設共同調査 第１内科 末次　淳 28.11.22 迅速審査 平成29年3月

２８－３２８ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 28.11.22 迅速審査 平成32年3月

２８－３２９ 分離肺換気における気管支カフの圧および量と気管支径との関連について 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.11.22 迅速審査 平成32年3月

２８－３３０ 救急医療と道路整備による時間短縮との関係の分析 救急災害医学 小倉　真治 28.11.22 迅速審査 平成31年11月

２８－３３１
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(JCOG1018)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.11.22 迅速審査 平成34年5月

２８－３３２

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 28.11.22 迅速審査 平成29年8月

２８－３３３ 卒前・卒後のシームレスなアウトカム評価に関する研究 医学教育学 鈴木　康之 28.11.30 迅速審査 平成32年3月

２８－３３４ 非侵襲的な呼吸モニタリングの有用性の検討 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.11.30 迅速審査 平成32年3月

２８－３３５ ヒト口腔由来細胞を利用したiPS細胞誘導研究と脊髄損傷治療研究 組織・器官形成 手塚　建一 28.12.21 迅速審査 平成30年3月

２８－３３６ 胃がん治癒切除後の大量腹腔内洗浄に関する国際第Ⅲ相比較臨床試験 第２外科 山口　和也 29.1.4 第232回 平成33年3月

２８－３３７
HER2陰性乳癌に対する周術期化学療法としてのdose dense AC療法およびdose
dense PTX逐次療法の第Ⅱ相試験

腫瘍外科 二村　学 29.1.4 第232回 平成31年5月

２８－３３８
尿沈渣による核内封入体細胞数を用いたBKウイルス腎症のスクリーニングについての
検討

泌尿器科 山田　佳輝 29.1.4 第232回 平成34年1月

２８－３３９
尿管ステント関連症状問診票（Ureteric Stent Symptoms Questionnaire）日本語訳の開
発

泌尿器科 中井　千愛 29.1.4 第232回 平成29年10月

２８－３４０ 骨シンチグラフィ検査における定量指標による骨転移治療モニタリングの有用性評価 放射線科 田中　秀和 29.1.4 第232回 平成31年3月

２８－３４１
局所進行癌に対する低濃度過酸化水素水およびヒアルロン酸を用いた放射線増感療
法

放射線科 田中　秀和 29.1.4 第232回 平成31年3月

２８－３４２
過去のデータを用いた耳下腺のワルチン腫瘍とオンコサイトーマのMRI所見に関する
研究

放射線科 加藤　博基 29.1.4 第232回 平成29年12月

２８－３４３ 過去のデータを用いたリンパ管腫症とゴーハム病のCT・MRI所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 29.1.4 第232回 平成29年12月
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２８－３４４ 過去のデータを用いた頸椎前方固定術の頸椎CTにおける移植骨内airに関する研究 放射線科 加藤　博基 29.1.4 第232回 平成29年12月

２８－３４５ 医学生のストレス、疲労と反芻・省察等の関連性に関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 29.1.4 第232回 平成34年1月

２８－３４６ 日本における骨髄増殖性腫瘍の予後に関する大規模多施設前向き観察研究 輸血部 北川　順一 29.1.4 第232回 平成33年3月

２８－３４７
シスプラチンを含む高度催吐性化学療法による化学療法誘発性悪心・嘔吐の予防に
対する標準制吐療法+オランザピン5ｍｇの有用性を検証するプラセボ対照二重盲検ラ
ンダム化第Ⅲ相比較試験 J-SUPPORT1604(NCCH1604)

第２内科 大野　康 29.1.4 第232回 平成33年11月

２８－３４８ 呼吸器系がん化学療法の適正使用実施の推進と有害事象対策の評価に関する研究 第２内科 大野　康 29.1.4 第232回 平成33年11月

２８－３４９
病理学的StageⅡ/Ⅲで"vulnerable"な80歳以上の高齢者胃癌に対する開始量を減量
したS-1術後補助化学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

第２外科 山口　和也 29.1.4 第232回 平成39年6月

２８－３５０
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
床研究　第Ⅱ相多施設共同研究

産科婦人科 志賀　友美 29.1.4 第232回 平成32年3月

２８－３５１ 胎児臍静脈血流量におけるintraobserver reliability, interobserver reliabilityの検討 成育医療科女性科 志賀　友美 29.1.4 第232回 平成30年1月

２８－３５２
乳児重症アトピー性皮膚炎の治療介入時期と食物抗原感作についての後方視的検
討

小児科 川本　典生 29.1.4 第232回 平成30年3月

２８－３５３ 食物アレルギーの診断におけるアラポートHRTの有用性の後方視的検討 小児科 川本　典生 29.1.4 第232回 平成34年1月

２８－３５４ インセンティブ付与制度が多剤内服高齢者に与える影響の解明（multicenter study） 神経内科・老年内科 林　祐一 29.2.1 第233回 平成34年1月

２８－３５５ 神経内科・老年内科で院内転倒した高齢者の転倒予測率向上に関する研究 神経内科・老年内科 林　祐一 29.1.4 第232回 平成33年12月

２８－３５６
尿路・性器より検出されるMycoplasma genitaliumの薬剤耐性遺伝子変異の全国サー
ベイランス

泌尿器科学 出口　隆 29.1.4 第232回 平成29年3月

２８－３５７
岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科におけるトンネル型中心静脈カテーテ
ル留置術の現状

麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 29.1.4 第232回 平成33年12月

２８－３５８
カルバペネム耐薬性腸内細菌科細菌(CRE)のスクリーニング及び確認検査の研究
日本臨床微生物学会：精度管理委員会プロジェクト

検査部 太田　浩敏 29.1.4 第232回 平成29年12月

２８－３５９ パーソナルスペースと外見が対人コミュニケーションに与える影響 工学部 寺田　和憲 29.1.4 第232回 平成32年11月

２８－３６０ 食パンの製法が口どけ感に及ぼす影響の調査 応用生物科学部 西津　貴久 29.1.4 第232回 平成31年3月

２８－３６１ 米菓の口どけ感に関する調査 応用生物科学部 西津　貴久 29.1.4 第232回 平成33年3月

２８－３６２ 米菓食塊中の固形粒の粒度分布に関する調査 応用生物科学部 西津　貴久 29.1.4 第232回 平成33年3月

２８－３６３ 米菓の食塊の唾液吸収に関する調査 応用生物科学部 西津　貴久 29.1.4 第232回 平成33年3月
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２８－３６４ 試行的HTA導入に関わる国内製薬系企業の認識に関する研究 岐阜薬科大学 塚本　桂 29.1.4 第232回 平成29年6月

２８－３６５ ホルミウムレーザー前立腺核出術後の尿失禁に対する骨盤底筋体操の効果 看護部 廣瀬　泰子 29.1.4 第232回 平成31年12月

２８－３６６ 末梢性めまいに対する高用量ベタヒスチンの治療効果 耳鼻咽喉科学 伊藤　八次 28.12.7 迅速審査 平成30年3月

２８－３６７
抹消静脈カテーテル管理における血流感染及び静脈炎防止に関するケアバンドルを
用いた取り組み

看護部 廣瀬　泰子 29.1.4 第232回 平成29年3月

２８－３６８ 入院期間の短縮化を踏まえた肺がん患者への緩和ケア充実に向けた取り組み 看護部 廣瀬　泰子 29.1.4 第232回 平成30年12月

２８－３６９

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験（SAPPHIRE study）

第２外科 高橋　孝夫 29.1.4 迅速審査 平成29年8月

２８－３７０
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)

脳神経外科学 榎本　由貴子 28.12.14 迅速審査 平成29年12月

２８－３７１
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究：定量サブ解析
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)：
quantitative subanalysis

脳神経外科学 榎本　由貴子 28.12.14 迅速審査 平成29年12月

２８－３７２ B型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定 第１内科 清水　雅仁 28.12.14 迅速審査 平成30年10月

２８－３７３
シメプレビル併用インターフェロン治療時における治療奏功率向上および副作用軽減
のための治療方法の検討

肝疾患診療支援センター 末次　淳 28.12.14 迅速審査 平成33年12月

２８－３７４ 検体の病態変化に応じた線溶系分子マーカー測定値の変動解析についての研究 検査部 牛丸　星子 28.12.14 迅速審査 平成33年3月

２８－３７５ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 28.12.14 迅速審査 平成32年3月

２８－３７６ 眼科疾患におけるDNA、RNA、タンパク質、細胞の網羅的解析 眼科 望月　清文 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３７７
原発開放隅角緑内障（広義）を対象とした（0.4）リパスジル点眼液と（0.5）マレイン酸チ
モロール点眼液の比較試験

眼科学 澤田　明 28.12.27 迅速審査 平成31年12月

２８－３７８
がん治療施設における妊孕性温存がん治療、がん・生殖医療連携に関する実態調査
（平成28年度AMED研究事業分担研究　生殖機能温存がん治療法の革新的発展に
むけた総合的プラットフォームの形成）

産科婦人科 古井　辰郎 29.1.4 第232回 平成30年10月
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２８－３７９
StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際
多施設共同後ろ向き研究

第２外科 棚橋　利行 28.12.21 迅速審査 平成30年3月

２８－３８０ 気管支喘息における呼吸器内視鏡NBI(特殊光)を用いた気道病変のグレード分類 呼吸病態学 大野　康 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３８１
非結核性抗酸菌症における呼吸器内視鏡NBI（特殊光）を用いた、鑑別診断における
非侵襲的検査方法の確立の検討

呼吸病態学 大野　康 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３８２ 肺癌におけるNBI(特殊光)を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３８３ 特発性肺線維症におけるNBI(特殊光)を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３８４ 食道癌気管支浸潤におけるNBI（特殊光）を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３８５ サルコイドーシスにおけるNBI(特殊光)を用いた病期分類の検討 呼吸病態学 大野　康 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３８６
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）-

第２外科 田中　善宏 29.1.4 第232回 平成31年12月

２８－３８７
若年乳がん患者のサバイバーシップ向上を志向した妊孕性温存に関する心理支援体
制の構築（多施設共同研究）

腫瘍外科 二村　学 28.12.27 迅速審査 平成30年12月

２８－３８８
ステント支援脳動脈瘤治療における二剤抗血小板薬投与の効果と安全性に関する多
施設共同ランダム化比較試験　Dual AntiPlatelet Therapy for Stent Assisted
Treatment of Cerebral Aneurysm (DAPTS ACE)

脳神経外科 榎本　由貴子 28.12.27 迅速審査 平成32年3月

２８－３８９
ステント支援脳動脈瘤治療における抗血小板薬投与期間の効果と安全性に関する多
施設共同登録研究　Duration of AntiPlatelet Therapy for Stent Assisted Treatment of
Cerebral Aneurysm Registry (DAPTS ACE-Registry)

脳神経外科 榎本　由貴子 28.12.27 迅速審査 平成32年3月

２８－３９０ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 工学部 伊藤　聡 28.12.27 迅速審査 平成31年12月

２８－３９１
ICカードを用いた医療情報の共有により、糖尿病患者における有益性を検討する臨床
研究

内分泌病態学 橋本　健一 28.12.27 迅速審査 平成33年12月

２８－３９２ 言語聴覚療法業務に関連したストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 28.12.27 迅速審査 平成29年12月

２８－３９３
粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫におけるNY-ESO-1の発現と臨床成績
に関する研究　‐骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究‐

整形外科 永野　昭仁 29.1.10 迅速審査 平成31年12月

２８－３９４
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change
in Muscle volume in patients with liver cirrhosis : prosoective cohort study -　【MILE
Study】

第１内科 白木　亮 28.12.27 迅速審査 平成31年12月

２８－３９５ 若年乳癌患者に対する妊孕性温存に関する意識調査 腫瘍外科 二村　学 29.2.1 第233回 平成32年7月

２８－３９６ 大腸癌肝転移手術症例における自己血輸血が手術成績、治療成績に及ぼす影響 腫瘍外科 今井　寿 29.2.1 第233回 平成30年1月
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２８－３９７ 肝細胞癌手術における自己血貯血の必要性 腫瘍外科 今井　寿 29.2.1 第233回 平成30年1月

２８－３９８
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
Venous Thromboembolism(VTE)  in Cancer Patients: a Multicenter Prospective
Registry

腫瘍外科 田中　善宏 29.2.1 第233回 平成32年8月

２８－３９９ 後頚部筋膜性疼痛に対する僧帽筋膜面ブロックの有効性 麻酔科疼痛治療科 吉村　文貴 29.2.1 第233回 平成34年1月

２８－４００
帯状疱疹後神経痛を有する患者に対する神経ブロックの有効性に関する多施設観察
研究

麻酔・疼痛制御学 山口　忍 29.2.1 第233回 平成29年10月

２８－４０１ 個人識別のための歯科情報照合システムの開発 知能イメージ情報分野 藤田　廣志 29.2.1 第233回 平成33月3月

２８－４０２ 乳房画像におけるコンピューター支援診断システムの開発 知能イメージ情報分野 村松　千左子 29.2.1 第233回 平成33月3月

２８－４０３
卵円形脂肪体の意義について～血清蛋白/尿蛋白比（TP/UP）および血清蛋白/コレ
ステロール比（TP/CHO）の考察～

病態情報解析医学 稲垣　勇夫 29.2.1 第233回 平成29年4月

２８－４０４
Acanthocyte（穴あきこぶ状赤血球）の形態に関する検討～アンケート調査の結果と糸
球体および非糸球体型血尿のこぶ状赤血球の穴の大きさについて～

検査部 伊藤　彰洋 29.2.1 第233回 平成29年4月

２８－４０５ 培養系ヒト大腸フローラモデル条件下における微生物動態に関する基礎研究 応用生物科学部 稲垣　瑞穂 29.2.1 第233回 平成33月3月

２８－４０６ 全国国立大学附属病院におけるCT撮影線量調査 放射線医学分野 松尾　政之 29.2.1 第233回 平成30年3月

２８－４０７ 医療者教育に参加する市民の意識とその教育的役割に関する研究 医学教育開発研究センター 藤崎　和彦 29.2.1 第233回 平成33月12月

２８－４０８ 筋弛緩の程度が口腔内手術の難易度と術後痛に与える影響の検討 麻酔・疼痛制御学 田辺　久美子 29.2.1 第233回 平成32年1月

２８－４０９ 子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研究（JGOG1080S） 産科婦人科 竹中　基記 29.2.1 第233回 平成29年3月

２８－４１０
胃ESDに対するディスポーザブル高周波ナイフ「FlushKnife BT-S」と「DualKnifeJ（デュ
アルナイフジェイ）」の有用性に関する比較検討

消化器内科 井深　貴士 29.2.1 第233回 平成30年3月

２８－４１１ 高度救命救急センターにおける自発呼吸トライアル（SBT）実施に関する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 29.2.1 第233回 平成29年6月

２８－４１２
新規卵巣癌腫瘍マーカーHE４測定試薬の卵巣癌、その他婦人科腫瘍の診断及び治
療経過観察における臨床的有用性の検証

成育医療・女性科 上田　陽子 29.2.1 第233回 平成32年3月

２８－４１３ 単一遺伝子病の出生前遺伝学的検査の臨床研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 29.2.1 第233回 平成34年1月

２８－４１４ 肩関節外転装具における快適性の検討 リハビリテーション部 晴野　紀仁 29.2.1 第233回 平成34年2月

２８－４１５
移植前大量抗がん剤投与による口内炎に対する新規開発ポラプレジンク含有トローチ
剤の予防効果の評価に関する多施設共同研究

輸血部 北川　順一 29.1.10 迅速審査 平成33年3月

２８－４１６ 重複癌における保険適応外部位の癌腫に対する抗がん薬の有効性、無効性の検討 腫瘍外科 田中　善宏 29.2.1 第233回 平成33年3月
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２８－４１７
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討
する介入研究

第２外科 田中　善宏 29.1.18 迅速審査 平成34年12月

２８－４１８
胃癌・乳癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法感受性に関する研
究（NGST-Japanクリニカルテスト）（多施設共同研究）

腫瘍外科 二村　学 29.1.10 迅速審査 平成30年3月

２８－４１９ 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設共同研究） 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 29.1.10 迅速審査 平成29年12月

２８－４２０
慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試験　The
Cardiac Insufficiency BIsoprolol Study in Japanese Patients with Chronic Heart
Failure

第２内科 湊口　信也 29.1.10 迅速審査 平成33年12月

２８－４２１ アーカイブ病理組織標本を用いた腫瘍関連分子発現の検討 形態機能病理 竹内　保 29.1.10 迅速審査 平成34年3月

２８－４２２

膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離‐個別処理と脾静脈同時切断の
多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験
Combined resection versus Separated resection after Mobilization of the Splenic vein
during Disital Pancreatectomy ; A multicenter, prospective, randomized phase Ⅲ trail
- COSMOS-DP trail -

第２外科 今井　寿 29.1.10 迅速審査 平成32年1月

２８－４２３
HER２陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパクリタキセル
の併用療法の有用性を検討する観察研究（JBCRG-05多施設共同研究）

腫瘍外科 二村　学 29.1.10 迅速審査 平成29年4月

２８－４２４
抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-
09）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 29.1.10 迅速審査 平成30年3月

２８－４２５
「抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバ
イオマーカー研究(JACCRO CC-09AR)

がん先端医療開発学 松橋　延壽 29.1.10 迅速審査 平成30年3月

２８－４２６

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験(PARADIGM
study)

第２外科 高橋　孝夫 29.1.10 迅速審査 平成32年3月

２８－４２７

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究(PARADIGM study　探索研究)

第２外科 高橋　孝夫 29.1.10 迅速審査 平成30年9月
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２８－４２８
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）

第２内科 湊口　信也 29.1.18 迅速審査 平成29年12月

２８－４２９
臨床細菌尿中に存在する難培養菌と尿路感染症との関係解明のための、尿中細菌の
分子生物学的解析による多施設共同研究

泌尿器科 安田　満 29.1.10 迅速審査 平成30年12月

２８－４３０ 成人FtM（Female to Male）当事者の妊娠・出産経験と医療従事者に求める支援 看護学科 井關　敦子 29.2.1 第233回 平成31年3月

２８－４３１ 糖尿病患者の血糖自己測定（SMBG）報告に関する実態調査研究 内分泌代謝病態学 武田　純 29.2.1 第233回 平成29年2月

２８－４３２ B型肝炎における遺伝子型分布の変遷および分子生物学的検討 第１内科 末次　淳 29.2.1 第233回 平成33年3月

２８－４３３
胃癌治癒切除後患者を対象としたカペシタビン＋オキサリプラチン（CapeOX）及びS-1
＋オキサリプラチン（SOX）併用療法の第ⅠⅠ相臨床試験の追跡調査

第２外科 山口　和也 29.2.1 第233回 平成30年1月

２８－４３４ 多施設共同によるサルベージ手術についての後方視的検討 第１外科 白橋　幸洋 29.2.1 第233回 平成29年3月

２８－４３５
Superior sulcus tumorに対する術前導入療法としての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

第１外科 白橋　幸洋 29.1.18 迅速審査 平成33年12月

２８－４３６

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Ⅱ相
試験

第１外科 白橋　幸洋 29.1.18 迅速審査 平成33年9月

２８－４３７
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の
CDDP＋TS-1＋同時胸部放射線照射（45Gy）後の手術の第Ⅱ相試験

第１外科 白橋　幸洋 29.1.18 迅速審査 平成33年11月

２８－４３８
膵癌患者における十二指腸閉塞に対する姑息的手段としての内視鏡的十二指腸ステ
ント留置と胃空腸バイパス術の有用性の比較検討（後方視的検討）

第１内科 上村　真也 29.2.1 第233回 平成33年12月

２８－４３９ 中部地方における2006年以降10年間の上咽頭癌疫学調査 耳鼻咽喉科 若岡　敬紀 29.2.1 第233回 平成29年6月

２８－４４０
炎症性腸疾患患者におけるチオプリン関連副作用とNUDT15遺伝子多型との相関性
に関する多施設共同研究（MENDEL Study）

第１内科 荒木　寛司 29.2.1 第233回 平成31年3月

２８－４４１ 安楽な手術時側臥位固定時のための体圧分散用具の見直し 看護部 廣瀬　泰子 29.2.1 第233回 平成30年3月

２８－４４２ 骨シンチグラフィ検査における定量指標による骨転移治療モニタリングの有用性評価 放射線科 田中　秀和 29.3.3 迅速審査 平成31年3月
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２８－４４３ 大規模塩基配列解析を用いたペルオキシソーム病の遺伝子解析研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.2.3 迅速審査 平成30年1月

２８－４４４ 新規可視光応答型被膜による抗がん剤の分解効果の検討 薬剤部 山田　紘嗣 29.3.1 第234回 平成34年2月

２８－４４５ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学 井奈波　良一 29.2.3 迅速審査 平成30年3月

２８－４４６ 温灸治療が慢性腎臓病の進行に及ぼす影響の検討 第二内科 湊口　信也 29.2.10 迅速審査 平成34年3月

２８－４４７ カンボジアにおける精神科外来受診行動の背景に関する調査 保健管理センター 西尾　彰泰 29.2.3 迅速審査 平成31年2月

２８－４４８
FOLFOX療法に起因する末梢神経症状に対するプレガバリンの有効性および安全性
に関する検討（PerSeUS CRC-01）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 29.2.3 迅速審査 平成30年11月

２８－４４９ 角膜真菌症に対するアムホテリシンＢの治療効果ならびに安全性の検討 眼科 望月　清文 29.2.10 迅速審査 平成34年2月

２８－４５０
非B非C型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法、予後に関する後ろ向き多施設共同コ
ホート研究

地域腫瘍学 高井　光治 29.3.1 第234回 平成34年2月

２８－４５１
がん性疼痛治療に伴う便秘症状におけるフェンタニル貼付剤の有効性と安全性の検
討

第２外科 田中　善宏 29.2.10 迅速審査 平成30年2月

２８－４５２ 切除可能膵癌症例に対する術前診断法の検討 第１内科 岩下　拓司 29.3.1 第234回 平成30年3月

２８－４５３
早期乳癌へのラジオ波熱焼灼療法の有効性の検証と標準化に向けた多施設共同研
究
Radiofrequency ablation therapy for early breast cancer as local therapy (RAFAELO

第２外科 二村　学 29.2.10 迅速審査 平成35年7月

２８－４５４
脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全性の検
討　CSPS.com (Cilostazol Stroke Prevention Study. Combination)

脳神経外科 江頭　裕介 29.2.10 迅速審査 平成30年3月

２８－４５５ 血栓形成過程評価に関する画像的基礎研究 放射線科 川田　紘資 29.2.10 迅速審査 平成31年2月

２８－４５６ 脳血管手術周術期における抗血小板療法の効果解析 脳神経外科 植松　幸大 29.2.10 迅速審査 平成31年3月

２８－４５７
遺伝性褐色細胞腫パラガングリオーマ症候群（HPPS）の遺伝子解析の方法と評価に
関する研究（発端者用）

第３内科 飯塚　勝美 29.3.1 第234回 平成30年3月

２８－４５８

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験(PARADIGM
study)

第２外科 高橋　孝夫 29.2.10 迅速審査 平成32年3月

２８－４５９

Borderline resectable 膵癌に対する gemcitabine+nab-paclitaxel 術前化学療法の生存
期間に対する有効性・安全性に関する多施設共同第Ⅱ相試験
Phase Ⅱ study of neoadjuvant chemoherapy of gemcitabine+nab-paclitaxel therapy
for patients with borderline resectable pancreatic cancer.

腫瘍外科 今井　寿 29.2.10 迅速審査 平成33年9月

２８－４６０
StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際
多施設共同後ろ向き研究

第２外科 棚橋　利行 29.2.17 迅速審査 平成30年3月
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２８－４６１
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの長期投与時の安全性に関
する多施設共同継続臨床研究

小児病態学 深尾　敏幸 29.2.17 迅速審査 平成33年4月

２８－４６２

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究(PARADIGM study　探索研究)

第２外科 高橋　孝夫 29.2.17 迅速審査 平成30年9月

２８－４６３ 医学部学生に対する重症心身障がい児（者）医療教育に関するアンケート調査 障がい児者医療学 西村　悟子 29.2.17 迅速審査 平成30年3月

２８－４６４
日本語学習者の自他動詞使用における認知と言語化の関連性：視線分析を用いた比
較研究

留学生センター 吉成　祐子 29.3.1 第234回 平成33年3月

２８－４６５
睡眠中発症および発症時刻不明の脳梗塞患者に対する静注血栓溶解療法の有効性
と安全性に関する臨床試験　THrombolysis for Acute Wake-up and unclear-onset
Strokes with alteplase at 0.6mg/kg (THAWS) Trial

脳神経外科 榎本　由貴子 29.3.3 迅速審査 平成32年3月

２８－４６６

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究(PARADIGM study　探索研究)

第２外科 高橋　孝夫 29.3.3 迅速審査 平成30年9月

２８－４６７ 染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構築 小児科 大西　秀典 29.3.13 迅速審査 平成32年3月

２８－４６８ テュトーリアル選択コースでの学生主体の医学教育研究 医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 29.3.13 迅速審査 平成34年3月

２８－４６９
「岐阜市における糖尿病疫学実態調査」の参加者に実施する転写因子関連遺伝子群
の多型解析

内分泌代謝病態学 武田　純 29.3.22 迅速審査 平成34年3月

２８－４７０
抹消静脈カテーテル管理における血流感染及び静脈炎防止に関するケアバンドルを
用いた取り組み

看護部 廣瀬　泰子 29.3.28 迅速審査 平成29年6月

２８－４７１ トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討　－前向き観察研究－ 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 29.3.22 迅速審査 平成31年5月

２８－４７２
手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、医療安全、医療の透明性を確保し、周
術期におけるチーム医療推進を目指した疫学研究

手術部 長瀬　清 29.3.22 迅速審査 平成34年3月

２８－４７３
高次救命治療センター入室患者を対象とした抗真菌薬・抗菌薬の血中・組織中薬物
濃度測定

薬剤部 鈴木　昭夫 29.3.31 迅速審査 平成32年3月

２８－４７４ クレナフィン爪外用液10％臨床研究 皮膚病態学 清島　真理子 29.3.13 迅速審査 平成30年12月
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２８－４７５
抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のある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パニツマブ再投与の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-
09）

第二外科 髙橋　孝夫 29.3.13 迅速審査 平成30年9月

２８－４７６
抗血栓薬服用継続下ESDにおける後出血予防を目的としたポリグリコール酸シート（ネ
オベール®）の有用性に関する検討

消化器内科 井深　貴士 29.3.22 迅速審査 平成32年2月

２８－４７７
マイクロチップPCR-電気泳動技術を用いた性感染症起炎菌の迅速検査システムの研
究

泌尿器科 安田　満 29.3.13 迅速審査 平成31年3月

２８－４７８
冠動脈末梢の微細閉塞を来す成分量を求める冠動脈プラーク組織性状診断装置の
画像の設定

第二内科 川崎　雅規 29.3.13 迅速審査 平成30年3月

２８－４７９ 超音波を高周波数化した冠動脈プラーク組織性状診断装置とカテーテル画像の設定 第二内科 川崎　雅規 29.3.13 迅速審査 平成30年3月

２８－４８０
心房細動患者におけるIBエコーによる肺静脈組織性状とカテーテルアブレーション後
の心房細動再発率の関連における研究

第２内科 中島　孝 29.3.13 迅速審査 平成34年3月

２８－４８１ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 29.3.13 迅速審査 平成30年12月

２８－４８２ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす腫瘍発生・進行メカニズムの解明 形態機能病理 竹内　保 29.3.31 迅速審査 平成34年3月

２８－４８３ 人工関節登録制度の確立 整形外科 秋山　治彦 29.3.13 迅速審査 平成34年3月

２８－４８４
日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業（略称：「ドクターヘリ・
レジストリー」）

高次救命治療センター 豊田　泉 29.3.22 迅速審査 平成30年3月

２８－４８５
尿路・性器より検出されるMycoplasma genitaliumの薬剤耐性遺伝子変異の全国サー
ベイランス

泌尿器科学 出口　隆 29.3.22 迅速審査 平成30年3月

２８－４８６ 難治性内耳疾患の遺伝子解析 医療情報部 青木　光弘 29.3.22 迅速審査 平成31年3月

２８－４８７ ペルオキシソーム病線維芽細胞からのiPS細胞誘導ならびに疾患モデル構築
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.3.28 迅速審査 平成34年3月

２８－４８８ 医療技術習熟用模擬シミュレータの開発（2） 第一外科 木村　真樹 29.3.31 迅速審査 平成32年3月

２８－４８９
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：金属アーチファクト低
減ソフトの評価

脳神経外科学 榎本　由貴子 29.3.22 迅速審査 平成31年3月

２８－４９０
脳神経外科領域における新規血管造影画像アプリケーション：iFlowと定量的DSA画
像解析

脳神経外科学 榎本　由貴子 29.3.22 迅速審査 平成31年3月

２８－４９１
転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を併用した低線量全脳照射：多施設共同第
Ⅱ相臨床試験

放射線科 松尾　政之 29.3.22 迅速審査 平成31年7月

２８－４９２ 筋弛緩の程度が口腔内手術の難易度と術後痛に与える影響の検討 麻酔・疼痛制御学 田辺　久美子 29.3.28 迅速審査 平成32年1月
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２８－４９３ タイ肝吸虫感染による胆管癌の新規腫瘍マーカーの同定及び検出系の確立 寄生虫学・感染学 呉　志良 29.3.28 迅速審査 平成34年3月

２８－４９４ 金属尿管ステントResonanceの腫瘍性尿管狭窄に対する有用性の検討 泌尿器科 髙井　学 29.3.31 迅速審査 平成31年3月

２８－４９５
マンモグラフィでの病巣の良悪性鑑別において，類似過去症例を検索し提示する診
断支援システムの開発と，その有用性の検討

知能イメージ情報分野 藤田　廣志 29.3.28 迅速審査 平成34年3月

２８－４９６ 乳がん手術における持続傍脊椎神経ブロック併用の有用性の検討 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 29.3.31 迅速審査 平成31年3月

２８－４９７ 岐阜大学病院RRS(Rapid Response System)運用に関するアンケート調査 高次救命治療センター 名知　祥 29.3.31 迅速審査 平成30年１月

２８－４９８
突発性脳内石灰化症患者の検体（血液・髓液・毛髪）中の生体元素および生理活性
物質の測定

神経内科・老年学分野 保住　功 29.3.28 迅速審査 平成32年8月

２８－４９９
対応が難しい新人看護師に対する「学習者の問題分析のためのフレームワーク」を用
いた事例検討会の評価

看護部 廣瀬　泰子 29.3.28 迅速審査 平成33年3月

２８－５００ 中堅看護師の副看護師長へのキャリアアップに対する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 29.3.28 迅速審査 平成33年3月

２８－５０１ ＶＲを利用した車椅子体験シミュレータの開発 工学部　機械工学科 山田　宏尚 29.3.31 迅速審査 平成34年3月

２８－５０２
肝線維化物質TGF-βの新規測定法を利用した肝硬変の早期診断法の開発に関する
研究

消化器病態学 清水　雅仁 29.3.31 迅速審査 平成34年3月

２８－５０３ テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に関する研究 第１内科 末次　淳 29.11.22 迅速審査 平成33年3月

２８－５０４ ソホスブビル/リバビリン併用療法の治療成績の検討 第１内科 末次　淳 29.3.28 迅速審査 平成34年3月

２８－５０５
C型肝炎インターフェロンフリー治療の実態と不成功例に対する全国規模の診療指針
に関する研究（多施設共同）

第１内科 末次　淳 29.5.1 迅速審査 平成32年3月

２８－５０６
脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と
安全性の解明　The Second Bleeding with Antithrombotic Therapy Study (BAT2)

脳神経外科 榎本　由貴子 29.3.28 迅速審査 平成32年3月

２８－５０８ 乳癌および消化器癌などにおける化学療法感受性予測因子同定に関する研究 腫瘍外科 二村　学 29.3.23 迅速審査 平成33年3月

２８－５０９ 乳癌・消化器癌などにおけるPKM関連遺伝子の発現とWarburg effectの解明 腫瘍外科 二村　学 29.3.23 迅速審査 平成33年3月

２８－５１０ PET/CT画像を用いた肺結節の自動解析手法の開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 29.5.16 迅速審査 平成31年3月

２８－５１１ 統計画像処理の方法論の構築とコンピュータ支援診断システムへの応用 知能イメージ情報 藤田　廣志 29.5.1 迅速審査 平成34年3月

２８－５１２
卵円形脂肪体の意義について～血清蛋白/尿蛋白比（TP/UP）および血清蛋白/コレ
ステロール比（TP/CHO）の考察～

病態情報解析医学 稲垣　勇夫 29.5.16 迅速審査 平成30年3月
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２８－５１３ ヒトを吸血した蚊からの吸血後の経過時間推定及び個人識別 法医学分野 永井　淳 29.3.31 迅速審査 平成32年3月

２８－５１４
岐阜市における自閉症スペクトラム障がい(ASD)をもつ幼児の日常生活習慣の発達に
関するアンケート調査

障がい児者医療学 西村　悟子 29.3.31 迅速審査 平成30年3月

２８－５１５
治療用抗原改変食品作成を目的とした小麦アレルギーにおけるT細胞エピトープの探
索

小児病態学 川本　典生 29.3.31 迅速審査 平成32年3月

２８－５１６
治療用抗原改変食品作成を目的とした食物アレルギーにおけるT細胞エピトープの探
索

小児病態学 川本　典生 29.3.31 迅速審査 平成32年3月

２８－５１７ 日本人における乳幼児の大腿部の筋層の厚みに関する検討 小児科 川本　典生 29.3.31 迅速審査 平成33年3月

２８－５１８
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切除不能進行・再発胃
癌症例に対するsurgical interventionの意義と適応に関するQOL scoreを使用した前
向きコホート研究

第二外科 山口　和也 29.5.29 迅速審査 平成31年3月

２８－５２０ 意識下手術での手術室環境に対する手術部看護師の意識調査 看護部 廣瀬　泰子 29.3.31 迅速審査 平成30年3月

２８－５２１ 手術を控えた入院前患者のニーズを反映したパンフレットの評価 看護部 廣瀬　泰子 29.3.31 迅速審査 平成30年3月

２８－５２２ オーソ社製オーソビジョンを用いた抗体価測定の検討研究 輸血部 帖佐　光洋 29.3.31 迅速審査 平成29年12月

２８－５２３ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 腫瘍外科 二村　学 29.3.31 迅速審査 平成30年3月

２８－５２４ Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明 口腔病態学 武内　勝章 29.3.31 迅速審査 平成31年3月

２９－１
総胆管結石に対するESTとEPLBDの長期予後における比較検討　a propensity score-
based cohort analysis

第１内科 岩下　拓司 29.4.5 第235回 平成29年5月29日

２９－２ ムンプス難聴症例の全国調査 耳鼻咽喉科 西堀　丈純 29.5.10 第236回 平成29年5月29日

２９－３
尿路・性器より検出されるMycoplasma genitaliumの薬剤耐性遺伝子変異の全国サー
ベイランス　－前向き研究－

泌尿器科学 出口　隆 29.5.10 第236回 平成30年3月

２９－４
法医剖検例における外傷ならびに疾病で早期に発現する組織学的変化の解析の研
究

法医学 武内　康雄 29.5.10 第236回 平成31年3月

２９－５ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.4.20 迅速審査 平成30年6月

２９－６ 尿路性器悪性腫瘍の発生、進展に関わる遺伝子の同定、機能解析 泌尿器科 水谷　晃輔 29.5.29 迅速審査 平成34年3月

２９－７ 大腸癌個別化治療にむけた１ｓｔライン抗EGFR抗体薬の役割（Retrospective Study） がん先端医療開発学講座 松橋　延壽 29.5.10 第236回 平成29年5月29日
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２９－８

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験

第２外科 高橋　孝夫 29.4.20 迅速審査 平成29年8月

２９－９ 喫煙者が禁煙することにおける血小板機能等の病態、診断、治療に関する研究 麻酔科疼痛治療科 鬼頭　祐子 30.2.14 迅速審査 平成34年3月

２９－１０ 原発性免疫不全症の早期診断法の確立に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 29.5.1 迅速審査 平成31年3月

２９－１１
検査済み新生児マススクリーニング濾紙血を用いたムコ多糖症の新生児スクリーニン
グ法開発に関する研究

小児病態学 深尾　敏幸 29.5.1 迅速審査 平成31年3月

２９－１２ 救急入院患者の栄養状態と栄養治療の実態に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 29.5.16 迅速審査 平成31年3月

２９－１３ ヒト疾患特異的iPS細胞の作製とそれを用いた病態解析に関する研究 小児科 加藤　善一郎 29.5.16 迅速審査 平成32年3月

２９－１４ ヒト疾患特異的iPS細胞を用いた遺伝子解析に関する研究 小児病態学 加藤　善一郎 29.5.16 迅速審査 平成32年3月

２９－１５
ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維持療法を利用
したベバシズマブ+パクリタキセル療法の治療最適化研究(Booster trial)　-JBCRG-
M04多施設共同無作為化比較第Ⅱ相臨床研究-

腫瘍外科 二村　学 29.5.1 迅速審査 平成31年6月

２９－１６

非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次予防における最
適な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験　Optimal Antithrombotic
Therapy in Ischemic Stroke Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and
Atherothrombosis(ATIS-NVAF)

脳神経外科 船津　奈保子 29.7.5 第238回 平成32年10月

２９－１８ メニエール病と遅発性内リンパ水腫に関する疫学研究 耳鼻咽喉科 伊藤　八次 29.6.7 第237回 平成32年3月

２９－１９ 慢性肝疾患患者におけるサルコペニアと生活の質に関する後ろ向き観察研究 第一内科 白木　亮 29.6.7 第237回 平成34年3月

２９－２０
治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベ
バシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+
ベバシズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験(C-Cubed study)

第二外科 髙橋　孝夫 29.5.1 迅速審査 平成30年5月
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２９－２１ 難病ケアコーディネーター研修の課題への取り組み 救急・災害医学 小倉　真治 29.5.16 迅速審査 平成34年4月

２９－２２ 前立腺癌に対する放射線治療前に実施した大腸内視鏡検査結果の後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－２３
限局性前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法後の直腸出血に対す
る後方視的検討

泌尿器科 仲野　正博 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－２４
前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法の経時的ＭＲＩ画像変化及び
前立腺体積変化についての後方視的検討

泌尿器科 仲野　正博 29.6.7 第237回 平成31年12月

２９－２５ 医療技術習熟用模擬シミュレータの開発（3） 高度先進外科 木村　真樹 29.6.7 第237回 平成34年3月

２９－２６
肝細胞癌患者における筋肉量、脂肪量が再発や生存期間などの臨床的アウトカムに
与える影響に関する後ろ向き研究

肝疾患診療支援センター 今井　健二 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－２７
高度看護実践能力を持つアクティブ・ラーナーの育成―専門職への動機づけの強化
と職業的アイデンティティ形成の試み―（全学共通教育科目　医学部看護学科初年次
セミナー慢性期看護学教員担当）

成人老年看護学講座
慢性期分野

岩屋　早苗 29.6.7 第237回 平成30年3月

２９－２８
胆管狭窄に対する初回経乳頭的胆道ドレナージに伴う膵炎発症への内視鏡的乳頭
括約筋切開術の影響

第一内科 岩下　拓司 29.6.7 第237回 平成31年10月

２９－２９
片肺換気における非換気側への持続的気道陽圧　continuous positive airway
pressure(CPAP)が動脈血酸素分圧に与える影響を検討するランダム化比較試験

麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 29.7.5 第238回 平成34年3月

２９－３０ アトピー性皮膚炎患者の血清を用いたローヤルゼリーの交叉抗原性に関する研究 皮膚病態学 清島　眞理子 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－３１ 血小板における細胞内情報伝達および炎症性サイトカインに関する研究 脳神経外科 植松　幸大 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－３３
術前治療後膵癌切除例の予後予測因子に関する臨床病理組織学的後ろ向き観察研
究

腫瘍外科 今井　寿 29.6.7 第237回 平成29年12月

２９－３４ 呼吸器外科執刀前準備に関する研究 看護部 廣瀬　泰子 29.5.1 迅速審査 平成31年3月

２９－３５ ペルオキシソーム病の診断と遺伝子解析に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.5.29 迅速審査 平成34年4月

２９－３６
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
床研究　第Ⅱ相多施設共同研究

産科婦人科 志賀　友美 29.6.12 迅速審査 平成32年3月

２９－３７ マムシ咬傷に対する抗毒素血清療法の有用性についての調査研究 高次救命治療センター 山田　法顕 29.6.7 第237回 平成30年5月

２９－３８
一般社団法人　National Clinical Databaseへの手術・治療情報登録における個人情
報の取り扱いについて

形成外科 加藤　久和 29.6.7 第237回 平成34年12月

２９－３９ 急性冠症候群診断における導出１８誘導心電図の有用性に関する多施設共同研究 高次救命治療センター 川口　智則 29.6.7 第237回 平成31年3月

２９－４０
抗凝固薬内服中患者における超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性を検討する多施
設共同前向き観察研究

第一内科 岩下　拓司 29.6.7 第237回 平成31年4月
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２９－４１
Borderline　resectable膵癌に対するFully Coverd Metallic StentとTube Stentの臨床成
績に関する多施設共同無作為化比較試験（TOBIP-01/NUPAT-04 study）

第一内科 岩下　拓司 29.6.7 第237回 平成31年2月

２９－４２
深達度SS/SE胃癌患者における遺伝子変異の臨床的有用性を評価する大規模バイオ
マーカー研究

低侵襲・がん集学的治療学
講座

山口　和也 29.6.7 第237回 平成34年12月

２９－４３ 肝細胞癌手術における肝切除断端距離と術後再発形式の調査 腫瘍外科 今井　寿 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－４４
MRI-based assessment of the risk factor for hepatocellular carcinoma of chronic
hepatitis type C after anti-viral therapy（MRIを用いたC型肝炎ウィルス治療後の肝細
胞癌発症リスク評価）

放射線科 河合　信行 29.6.7 第237回 平成35年3月

２９－４５
先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研究ー研究と
して遺伝子診断を行う疾患ー

小児病態学 深尾　敏幸 29.6.7 第237回 平成35年3月

２９－４６
先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研究ー保険
収載された遺伝学的検査対象疾患ー

小児病態学 深尾　敏幸 29.6.7 第237回 平成35年3月

２９－４７
病棟・外来薬剤業務における新規副作用モニタリングシステムの有用性の検証に関す
る研究

薬剤部 鈴木　昭夫 29.6.7 第237回 平成30年3月

２９－４８ コンピューター解析による眼科画像診断支援システムの検討 電気電子・情報工学科 藤田　廣志 29.6.7 第237回 平成33年3月

２９－４９ 転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射の遡及的多施設共同研究 放射線医学 田中　秀和 29.6.7 第237回 平成33年3月

２９－５０ 高齢者ケアに携わる看護師の就労継続要因に関する研究 基礎看護学分野 魚住　郁子 29.6.7 第237回 平成31年3月

２９－５１ 洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査 輸血部 北川　順一 29.6.7 第237回 平成30年6月

２９－５２
潰瘍性大腸炎に対するタクロリムス投与の有効性と血中濃度推移に関する探索的研
究

薬剤部 山田　悠人 29.6.7 第237回 平成32年3月

２９－５３ 血液疾患登録 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.6.7 第237回 平成33年12月

２９－５４ 乳房画像におけるコンピューター支援診断システムの開発 電気電子・情報工学科 村松　千左子 29.5.16 迅速審査 平成33月3月

２９－５５
ICカードを用いた医療情報の共有により、糖尿病患者における有益性を検討する臨床
研究

内分泌代謝病態学 橋本　健一 29.7.6 迅速審査 平成33年12月

２９－５６
乳房切除＋ティッシュエクスパンダー挿入術後の鎮痛方法が術後痛、リハビリテーショ
ンに与える影響

麻酔・疼痛制御学分野 田辺　久美子 29.6.7 第237回 平成34年5月

２９－５７ 院外教育参加者の学習意欲と参加満足度に関する調査 成人看護学急性期分野 髙橋　由起子 29.5.16 迅速審査 平成31年11月

２９－５８
看護実践能力育成のためのeラーニングシステムの構築とその学習効果（その３）－急
性期看護学におけるAIMS-Gifuシステムを利用した学習効果－

成人看護学急性期分野 高橋　由起子 29.5.16 迅速審査 平成31年6月

２９－５９ 小児期からの生活習慣病予防に関する調査研究 疫学・予防医学 永田　知里 29.5.29 迅速審査 平成30年10月

２９－６０ 若年女性がん、免疫疾患のQOL向上を志向した卵巣組織凍結ならびに自家移植 産科婦人科学 古井　辰郎 29.5.16 迅速審査 平成34年6月
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２９－６１
化学療法を受ける切除不能進行膵癌患者に対する成分栄養剤による栄養介入の有
用性検討試験
-エレンタール®非投与群を対照群としたランダム化第Ⅱ相比較臨床試験

第一内科 岩下　拓司 29.7.5 第238回 平成34年5月

２９－６２
腎生検組織の分子病理学的検討による慢性腎臓病の活動度判定ならびに予後推定
の試み

慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連
携講座

村田　一知朗 29.7.5 第238回 平成32年3月

２９－６４
老人性難聴を伴う認知低下に関連する脳の構造変化とストレス関連ホルモン動態の解
明に関する研究

医療情報部 青木　光広 29.7.5 第238回 平成32年3月

２９－６５
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
相臨床研究ーペルツズマブ再投与試験ーJBCRG-M05 (PRECIOUS)

腫瘍外科 二村　学 29.5.29 迅速審査 平成31年7月

２９－６６ スモン（SMON）の疾患感受性遺伝子に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 29.5.29 迅速審査 平成35年3月

２９－６７
既往子宮術後（子宮筋腫・腺筋症核出術後、帝王切開術、異所性妊娠根治術）妊娠
における子宮破裂例の全国調査

成育医療・女性科 志賀　友美 29.7.5 第238回 平成29年12月

２９－６８ 前置胎盤の管理についての後方視的検討 成育医療・女性科 志賀　友美 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－６９ 血清脂肪酸分画と脳血管病の関連についての前向き観察研究 脳神経外科学分野 船津　奈保子 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－７４
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

脳神経外科 矢野　大仁 29.8.2 第239回 平成34年3月

２９－７５ ヒト悪性腫瘍における新規病理診断ツールの開発 病理部 宮﨑　龍彦 29.6.12 迅速審査 平成34年3月

２９－７６
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　第Ⅱ相多施設共同研究

産科婦人科学 志賀　友美 29.6.12 迅速審査 平成32年12月

２９－７８ 眼底画像のコンピュータ解析による緑内障診断支援システムの開発 電気電子・情報工学科 藤田　廣志 29.7.5 第238回 平成32年3月

２９－７９
７歳から１９歳までの頸動脈超音波検査を用いた新たな動脈硬化評価法の臨床的検
討

総合病態内科学分野 池田　貴英 29.7.5 第238回 平成34年5月

２９－８０ 人間ドックでの頸動脈超音波検査を用いた新たな動脈硬化評価法の臨床的検討 総合病態内科学分野 池田　貴英 29.7.5 第238回 平成31年5月

２９－８２
難治性血管・リンパ管疾患患者の疾患特異的マーカー検索およびシロリムス薬理作用
に関する研究

小児科 小関　道夫 29.7.5 第238回 平成34年6月

２９－８３ 岐阜県における病院前外傷救護前向き実態調査 救急災害医学 吉田　隆浩 29.5.29 迅速審査 平成30年6月

２９－８４
脳主幹動脈急性閉塞／狭窄に対するアピキサバンの効果に関する観察研究
Impact of Apixaban on clinical outcome of the patients with Large Vessel Occlusion or
stenosis (ALVO)

脳神経外科学 江頭　裕介 29.5.29 迅速審査 平成31年5月
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２９－８５
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(JACCRO
CC-13)

第二外科 髙橋　孝夫 29.7.6 迅速審査 平成33年6月

２９－８６ 難治性血管・リンパ管疾患患者のレジストリシステム構築に関する研究 小児科 小関　道夫 29.7.5 第238回 平成34年6月

２９－８７ 難治性血管・リンパ管疾患患者のシロリムス療法後の免疫能の評価に関する研究 小児科 野澤　明史 29.8.2 第239回 平成34年9月

２９－８８
難治性血管・リンパ管疾患患者（特に小児患者）のシロリムス薬物動態解析および安
全性に関する研究

小児科 小関　道夫 29.7.5 第238回 平成34年7月

２９－８９
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
とした多施設共同臨床試験

小児科 小関　道夫 29.7.5 第238回 平成34年8月

２９－９０
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(INSPIRE)

第２外科 高橋　孝夫 29.5.29 迅速審査 平成32年3月

２９－９１
HER2陰性乳癌に対する周術期化学療法としてのdose dense AC療法およびdose
dense PTX逐次療法の第Ⅱ相試験

腫瘍外科 二村　学 29.5.29 迅速審査 平成31年5月

２９－９２
Japan CHARLOTTE：卵巣癌に対する横断研究：BRCA遺伝学検査に関する研究
CHARacterizing the cross-sectionaL approach to Ovarian cancer：geneTic TEsting of
BRCA

成育医療・女性科 森重　健一郎 29.8.2 第239回 平成30年9月

２９－９３ ＡＥＤ搭載無人航空機（ドローン）の開発 看護部 廣瀬　泰子 29.7.5 第238回 平成30年7月

２９－９４ 卵巣癌におけるRas mutationとferroptosisとの関係 産科婦人科 竹中　基記 29.7.5 第238回 平成33年3月

２９－９５
再発又は難治性のハイリスク濾胞性リンパ腫およびマントル細胞リンパ腫を対象とした
ベンダムスチン、リツキシマブ、シタラビン療法の第Ⅱ相臨床試験

臨床腫瘍学 原　武志 29.5.29 迅速審査 平成34年3月

２９－９６
後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査：特発性造血障害班赤
芽球癆コホート調査（PRCA2016)

地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.8.2 第239回 平成39年12月

２９－９７ 緑内障治療薬の実態調査 眼科 石澤　聡子 29.7.5 第238回 平成30年7月

２９－９８ 感染症核酸検出に資するトランスレーショナル研究
微生物遺伝資源保存セン

ター
田中　香お里 29.8.2 第239回 平成34年3月

２９－９９

「エルロチニブ導入療法の治療効果や予後予測のためのバイオマーカーの検索およ
び耐性化機序の解明」縦隔リンパ節転移を有するIIIA期EGFR遺伝子変異陽性非小
細胞肺癌に対するエルロチニブによる術前導入療法後の外科的切除の第II相試験
（PIT-3）における付随バイオマーカー研究

第一外科 白橋　幸洋 29.8.2 第239回 平成34年3月

２９－１００
原発性肺癌における臨床病期別の外科治療の予後に関する検討（後向きコホート研
究）

第一外科 白橋　幸洋 29.8.2 第239回 平成30年5月

２９－１０１
縦隔リンパ節転移を有するIIIA期EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対するエルロ
チニブによる術前導入療法後の外科的切除の第II相試験

第一外科 白橋　幸洋 29.8.2 第239回 平成37年12月

２９－１０２ 深在性真菌症患者における眼病変発症に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.7.5 第238回 平成34年3月

２９－１０３ 動物分野における学内衛生管理マニュアルの検討 連合獣医学研究科 浅井　鉄夫 29.8.2 第239回 平成32年3月
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２９－１０４
レシピエントが有する抗HLA抗体の抗原特異性と反応強度が血縁者間HLA不適合移
植、および、非血縁者間臍帯血移植の生着に与える影響

地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０５
限局性前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法後の血尿発生要因に
関する後方視的検討

泌尿器科 仲野　正博 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０６
限局性前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法後の治療成績につい
ての後方視的検討

泌尿器科 仲野　正博 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０７ 産後一ヶ月健診でのエジンバラ産後うつ質問票（EPDS)についての検討 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０８ 骨転移のみの転移性乳癌の転帰の検討（後方視的観察研究） 腫瘍外科 森　龍太郎 29.8.2 第239回 平成32年3月

２９－１０９ 人工肩関節置換術後の臨床成績の変化 リハビリテーション部 日石　智紀 29.8.2 第239回 平成34年7月

２９－１１０ 肩関節疾患における鏡視下関節修復術後の治療成績について リハビリテーション部 四井　康喬 29.8.2 第239回 平成34年7月

２９－１１１ 早期大腸癌ESD治療後の外科的追加切除に関する検討（Retrospective Study) 第二外科 末次　智成 29.8.2 第239回 平成30年3月

２９－１１２

膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離‐個別処理と脾静脈同時切断の
多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験
Combined resection versus Separated resection after Mobilization of the Splenic vein
during Disital Pancreatectomy ; A multicenter, prospective, randomized phase Ⅲ trail
- COSMOS-DP trail -

腫瘍外科 今井　寿 29.6.12 迅速審査 平成31年7月

２９－１１３
転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を併用した低線量全脳照射：多施設共同第
Ⅱ相臨床試験

放射線科 松尾　政之 29.6.12 迅速審査 平成31年7月

２９－１１４ 平衡における運動学習と知覚補正に関する研究 工学部 伊藤　聡 29.7.6 迅速審査 平成31年12月

２９－１１５ 運動学習による視覚認識の変化に関する研究 工学部 伊藤　聡 29.7.6 迅速審査 平成30年8月

２９－１１６ 大腸CTの臨床応用に関する研究 放射線科 富松　英人 29.6.12 迅速審査 平成30年6月

２９－１１７
強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植後
における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設共同第ⅠⅠ相試験-JUST
Haplo17 RIC-

輸血部 北川　順一 29.7.5 第238回 平成33年3月

２９－１１８
骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植
後における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設共同第Ⅱ相試験
（JSCT Haplo17 MAC）

輸血部 北川　順一 29.7.5 第238回 平成33年3月

２９－１１９ EDコイル　Complexタイプ市販後調査 脳神経外科 榎本　由貴子 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－１２０ 病院情報システムを応用したがん生存者における脳卒中に関する網羅的疫学研究 脳神経外科 岩間　亨 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－１２１
効果的な医療者教育能力の開発に関する調査：医療教育フェローシッププログラムに
対する医療者の認識、および医療者教育修士課程に関するニード調査

医学教育開発研究センター 鈴木　康之 29.7.5 第238回 平成31年3月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２９－１２２
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change
in Muscle volume in patients with liver cirrhosis : prosoective cohort study -　【MILE
Study】

第１内科 白木　亮 29.6.12 迅速審査 平成31年12月

２９－１２３

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究(PARADIGM study　探索研究)

第２外科 髙橋　孝夫 29.6.12 迅速審査 平成30年9月

２９－１２４

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子)野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大
腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ
併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験(PARADIGM
study)

第２外科 高橋　孝夫 29.6.12 迅速審査 平成32年3月

２９－１２５ 中部地区の看護職がもつLGBT(性的少数者）への認識 母性看護学 井關　敦子 29.7.5 第238回 平成32年3月

２９－１２６ 岐阜地域における早期膵癌発見のための考案～多施設共同前向きコホート研究～ 消化器病態学 岩下　拓司 29.7.5 第238回 平成34年3月

２９－１２７ 術後せん妄発症予防に対する術前のケア実施率の改善に向けた取り組み 看護部 廣瀬　泰子 29.7.5 第238回 平成30年3月

２９－１２８

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発大腸癌患者に
対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法を6サイクル施行後の
mFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無
作為化比較試験

第２外科 高橋　孝夫 29.6.12 迅速審査 平成29年8月

２９－１２９
糖尿病網膜症に対するアディポネクチンをターゲットとした新規治療法の開発に関す
る研究

眼科 望月　清文 29.9.27 迅速審査 平成32年6月

２９－１３０
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/Ⅰ‐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（JCOG0603）

第二外科 高橋　孝夫 29.6.12 迅速審査 平成36年2月

２９－１３１ 高気圧酸素治療の有効性の前方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１３２
播種性血管内凝固（disseminated intravascular coagulation:DIC)に対する薬物治療の
有効性の前方視的検討

高次救命治療センター 土井　智章 29.8.2 第239回 平成34年7月

２９－１３３ 尾側膵切除（DP)後の血球異常と術後合併症との関係に関する後方視的研究
低侵襲・がん集学的治療学

講座
松井　聡 29.8.2 第239回 平成34年7月

２９－１３４ 外傷患者における全身ＣＴでの偶発所見の検討 救急・災害医学 熊田　恵介 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１３５ マイクロバブル入浴によるヒートショックプロテインの発現 整形外科 青木　隆明 29.9.6 第240回 平成30年12月
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２９－１３６ ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究（JFMC-50-1701-C6) 第二外科 高橋　孝夫 29.8.2 第239回 平成31年6月

２９－１３７ 「下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義」研究登録症例における追加調査 第二外科 高橋　孝夫 29.8.2 第239回 平成30年12月

２９－１３８
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討
する介入研究

腫瘍外科 田中　善宏 29.7.25 迅速審査 平成34年12月

２９－１３９ 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の前向き追跡調査（多施設共同研究） 消化器病態学 岩下　拓司 29.7.6 迅速審査 平成33年12月

２９－１４０ 造血細胞移植医療の全国調査 地域腫瘍学 中村　信彦 29.7.6 迅速審査 平成34年6月

２９－１４１
Acanthocyte（穴あきこぶ状赤血球）の形態に関する検討～アンケート調査の結果と糸
球体および非糸球体型血尿のこぶ状赤血球の穴の大きさについて～

病態情報解析医学 稲垣　勇夫 29.9.12 迅速審査 平成30年6月

２９－１４２ ストーマセルフケアの確立の程度と理解度に関する調査 看護部 廣瀬　泰子 29.7.25 迅速審査 平成29年12月

２９－１４４ 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 放射線科 田中　秀和 29.8.2 第239回 平成32年3月

２９－１４６ 皮膚筋炎の治療反応予測因子の検討 皮膚病態学 藤井　麻美 29.8.2 第239回 平成32年3月

２９－１４７ 脂肪酸分子種の解析による生活習慣病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.9.6 第240回 平成34年3月

２９－１４８ ＢＲＣＡ遺伝子検査に関するデータベースの作成 遺伝子診療部 深尾　敏幸 29.8.2 第239回 平成29年10月

２９－１４９ 真菌性角膜炎に関する多施設共同前向き観察研究に関する後ろ向き追加調査 眼科 望月　清文 29.10.4 第241回 平成31年3月

２９－１５０
高リスク神経芽腫に対するＩＣＥ療法を含む寛解導入療法とＢＵ+ＬＰＡＭによる大量化
学療法を用いた遅延局所療法　第Ⅱ相臨床試験　-ＪＮＢＳＧ　ＪＮ-Ｈ-15-

小児科 小関　道夫 29.8.2 第239回 平成34年8月

２９－１５１
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

小児科 小関　道夫 29.8.2 第239回 平成35年9月

２９－１５２ 全身性強皮症におけるα２ＡＰの組織蓄積機構の解明 皮膚病態学 周　円 29.8.2 第239回 平成32年3月

２９－１５３
移植前大量抗がん剤投与による口内炎に対する新規開発ポラプレジンク含有トローチ
剤の予防効果の評価に関する多施設共同研究

輸血部 北川　順一 29.7.6 迅速審査 平成33年3月

２９－１５４
Counseling Center Assessment of Psychological Symptoms 日本語版（CCAPS-Japan）
の確立

保健管理センター 堀田　亮 29.7.25 迅速審査 平成34年12月

２９－１５５ 遺伝子共発現ネットワーク解析を用いた発熱性疾患の鑑別診断法の開発 総合病態内科学分野 池田　貴英 29.9.6 第240回 平成32年8月

２９－１５６ 肝疾患における筋痙攣（こむら返り）の実態に関する多施設共同研究 第一内科 白木　亮 29.9.6 第240回 平成30年3月
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２９－１５７
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/withiout
Bevacizumab療法とFOLFIRI with/withiout Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ラン
ダム化比較試験(AXEPT)

第二外科 髙橋　孝夫 29.7.6 迅速審査 平成29年11月

２９－１５８ 看護師による患者のインスリン自己注射手技チェック方法の検討 看護部 廣瀬　泰子 29.8.2 第239回 平成30年10月

２９－１５９ 培養系ヒト腸管モデルを用いた糖質と腸内フローラに関する基礎研究 応用生物科学部 稲垣　瑞穂 29.8.2 第239回 平成33年3月

２９－１６０
可溶性インターロイキン-２レセプター（ｓＩＬ-２Ｒ）測定試薬の基礎的検討および臨床的
有用性評価

検査部 石田　秀和 29.8.2 第239回 平成30年12月

２９－１６１
Ｃ型慢性肝疾患ならびにＣ型代償性肝硬変における新規抗ウィルス薬の治療成績と
長期予後に関する研究

第一内科 末次　淳 29.9.6 第240回 平成34年3月

２９－１６２
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

消化器病態学 岩下　拓司 29.8.2 第239回 平成29年12月

２９－１６３ 薬剤師のＣＩＮＶ対策充実に向けた電子患者日誌の開発研究（予試験） 薬剤部 飯原　大稔 29.9.6 第240回 平成32年3月

２９－１６４
八百津町データベースシステム情報の統計的分析
－科学的根拠に基づいた施策決定のために－

保健管理センター 山本　眞由美 29.9.6 第240回 平成31年3月

２９－１６６
ＧＩ-ＰＥＴを用いた臨床病期Ⅰ期原発性肺癌におけるＦＤＧ-ＰＥＴ集積定量による生
物学的悪性度と予後の検討

呼吸器外科 白橋　幸洋 29.8.2 第239回 平成30年7月

２９－１６７ 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査（Ｈｅａｔｓｔｒｏｋｅ　ＳＴＵＤＹ　2017） 高次救命治療センター 吉田　隆浩 29.7.5 第238回 平成29年9月

２９－１６８ 夏山診療所における診療教育の効果の検討　プライマリケアと登山医学の観点から 高次救命治療センター 牛越　博昭 29.8.2 第239回 平成31年12月

２９－１６９
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(INSPIRE)

第２外科 高橋　孝夫 29.7.25 迅速審査 平成32年3月

２９－１７０
胃ESDに対するディスポーザブル高周波ナイフ「FlushKnife BT-S」と「DualKnifeJ（デュ
アルナイフジェイ）」の有用性に関する比較検討

消化器内科 井深　貴士 29.12.14 迅速審査 平成31年3月

２９－１７１ 最新CT技術を用いた低被ばく、造影剤減量、高画質化に関する検討 放射線科 野田　佳史 29.7.25 迅速審査 平成33年7月

２９－１７２ 本邦における胃癌に対する腹腔鏡下手術成績に関する後ろ向き調査研究
低侵襲・がん集学的治療学

講座
山口　和也 29.8.2 第239回 平成31年3月

２９－１７３
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（ALL-R14）

小児科 小関　道夫 29.9.6 第240回 平成31年11月

２９－１７４ 小さい胃粘膜下腫瘍の自然史に関する多施設前向き観察研究 第二外科 棚橋　利行 29.7.25 迅速審査 平成34年7月

２９－１７５ モラクセラに起因した眼病変に関する多施設後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.9.6 第240回 平成33年3月

２９－１７６ 腹腔鏡下肝切除術における開腹移行症例・術後合併症症例の検討 腫瘍外科 今井　寿 29.9.6 第240回 平成30年12月
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２９－１７７
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
Venous Thromboembolism (VTE) in Cancer Patients: a Multicenter Prospective
Registry (肺がん領域、呼吸器外科）

呼吸器外科 白橋　幸洋 29.9.6 第240回 平成32年8月

２９－１７８
Acquire TM 22-gauge針を用いた超音波内視鏡下吸引針生検による病理組織学的診
断能についての多施設共同前向き研究

消化器病態学 岩下　拓司 29.9.6 第240回 平成31年8月

２９－１７９ 胃がん治癒切除後の大量腹腔内洗浄に関する国際第Ⅲ相比較臨床試験
低侵襲・がん集学的治療学

講座
山口　和也 29.8.10 迅速審査 平成33年3月

２９－１８０ ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究
低侵襲・がん集学的治療学

講座
山口　和也 29.8.10 迅速審査 平成31年12月

２９－１８１ 高気圧酸素治療の有効性の後方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１８２
播種性血管内凝固（disseminated intravascular coagulation:DIC)に対する薬物治療の
有効性の後方視的検討

高次救命治療センター 土井　智章 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１８３ 胎児試料を用いたペルオキシソーム病の診断と遺伝子解析に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.8.10 迅速審査 平成34年4月

２９－１８４ 尿路感染症患者における尿中エクソソーム解析 泌尿器科 水谷　晃輔 29.7.25 迅速審査 平成33年3月

２９－１８５
Kyocera Modular Limb Salvage system (KMLS)新セメントレスステムの短期成績調査
骨軟部肉腫治療研究会多施設共同研究

整形外科 永野　昭仁 29.8.29 迅速審査 平成31年12月

２９－１８６

膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離‐個別処理と脾静脈同時切断の
多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験
Combined resection versus Separated resection after Mobilization of the Splenic vein
during Disital Pancreatectomy ; A multicenter, prospective, randomized phase Ⅲ trial
- COSMOS-DP trial -

腫瘍外科 今井　寿 29.7.25 迅速審査 平成31年7月

２９－１８７

Borderline resectable 膵癌に対する gemcitabine+nab-paclitaxel 術前化学療法の生存
期間に対する有効性・安全性に関する多施設共同第Ⅱ相試験
Phase Ⅱ study of neoadjuvant chemotherapy of gemcitabine+nab-paclitaxel therapy
for patients with borderline resectable pancreatic cancer.

腫瘍外科 今井　寿 29.7.25 迅速審査 平成33年9月

２９－１８８
ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管がん、原発
性腹膜がんにおける化学療法単剤に対する化学療法+ベバシズマブ併用のランダム
化第Ⅱ相比較試験（JGOG3023）

産婦人科学分野 牧野　弘 29.9.12 迅速審査 平成31年5月

２９－１８９ 人とインタラクションを行うロボットの研究開発 電気電子・情報工学科 寺田　和憲 29.8.29 迅速審査 平成34年3月

２９－１９０
シスプラチンを含む高度催吐性化学療法による化学療法誘発性悪心・嘔吐の予防に
対する標準制吐療法+オランザピン5ｍｇの有用性を検証するプラセボ対照二重盲検ラ
ンダム化第Ⅲ相比較試験 J-SUPPORT1604(NCCH1604)

呼吸器内科 大野　康 29.8.29 迅速審査 平成33年11月

２９－１９２ 肺切除後肺静脈断端の血栓形成に関する前向き観察研究 呼吸器外科 白橋　幸洋 29.9.6 第240回 平成30年12月

２９－１９３ 眼内悪性リンパ腫症例の検討 眼科 石澤　聡子 29.9.6 第240回 平成30年9月
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２９－１９４ 18F-FDG-PETにおけるNECdensityを用いた収集時間に関する研究 放射線部 石原　匡彦 29.9.6 第240回 平成34年3月

２９－１９５
ドパミントランスポータシンチグラフィにおけるオペレーター間による定量値の変動に関
する研究

放射線部 石原　匡彦 29.9.6 第240回 平成32年3月

２９－１９６
エジンバラ産後うつ質問票（EPDS）の妊娠時使用の有用性の評価：周産期における変
化率と産後うつの関係の検討

成育医療科・女性科 志賀　友美 29.9.6 第240回 平成32年12月

２９－１９７
脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と
安全性の解明　The Bleeding with Antithrombotic Therapy Study ２

脳神経外科 榎本　由貴子 29.8.10 迅速審査 平成32年3月

２９－１９８ がん微小環境因子と免疫状態との関連性の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 29.9.6 第240回 平成34年7月

２９－１９９ 頭頸部癌の導入化学療法におけるドップラーエコーによる予後予測の検討 耳鼻咽喉科 大橋　敏充 29.9.6 第240回 平成34年3月

２９－２０１ 岐阜県での周産期メンタルヘルスケアに関する現状と医療従事者の意識調査 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.9.6 第240回 平成29年12月

２９－２０２
泌尿器科癌（腎癌、尿路上皮癌、前立腺癌など）に関する癌マーカーの探索とその評
価

泌尿器科 水谷　晃輔 29.9.6 第240回 平成33年3月

２９－２０３
「岐阜県母と子の健康サポート支援事業」による周産期地域連携を要した褥婦のリスク
要因分析

看護部 廣瀬　泰子 29.9.6 第240回 平成30年3月

２９－２０４ 救急初療室における敗血症診断（JAAM SPICE ER） 高次救命治療センター 名知　祥 29.9.6 第240回 平成31年3月

２９－２０５ アトピー性皮膚炎の皮膚サイトカイン環境の網羅的解析 皮膚科 加納　宏行 29.9.6 第240回 平成32年8月

２９－２０６ 高度救命救急センターにおける気管チューブの計画外抜管症例の検討 救急・災害医学 熊田　恵介 29.9.6 第240回 平成34年6月

２９－２０７ 前立腺癌に対する放射線治療前に実施した大腸内視鏡検査結果の後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.8.10 迅速審査 平成30年12月

２９－２０８ 肺悪性腫瘍手術および膝関節置換術後の遷延性術後痛前向き調査
周術期女性医師活躍支援講

座
杉山　陽子 29.8.29 迅速審査 平成32年6月

２９－２０９ スモン（SMON）の疾患感受性遺伝子に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 29.8.10 迅速審査 平成35年3月

２９－２１０
先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研究ー研究と
して遺伝子診断を行う疾患ー

小児病態学 深尾　敏幸 29.8.10 迅速審査 平成35年3月

２９－２１１
先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研究ー保険
収載された遺伝学的検査対象疾患ー

小児病態学 深尾　敏幸 29.8.10 迅速審査 平成35年3月

２９－２１２
Counseling Center Assessment of Psychological Symptoms 日本語版（CCAPS-Japan）
の確立

保健管理センター 堀田　亮 29.8.10 迅速審査 平成34年12月

２９－２１３ 敗血症早期診断のマーカーの検索 高次救命治療センター 水谷　喜雄 29.9.6 第240回 平成33年9月
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２９－２１４ 血管内皮障害と生活習慣病に関する考察 高次救命治療センター 岡田　英志 29.9.6 第240回 平成34年9月

２９－２１５ 血液浄化療法と血管内皮傷害に関する考察 高次救命治療センター 岡本　遥 29.9.27 迅速審査 平成33年9月

２９－２１６ 急性心不全と血管内皮グリコカリックスについての考察 高次救命治療センター 牛越　博昭 29.8.10 迅速審査 平成33年11月

２９－２１７
CSシリーズを用いた脳血管内治療における抗血小板薬効果確認指標の有用性に関
する検討

脳神経外科 榎本　由貴子 29.9.27 第240回 平成31年9月

２９－２１８ 遺伝性大腸癌（Linch症候群）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 腫瘍外科 二村　学 29.9.27 迅速審査 平成34年9月

２９－２１９ 遺伝性大腸癌（家族性大腸腺腫症）に対する遺伝子変異検索に関する臨床研究 腫瘍外科 二村　学 29.9.27 迅速審査 平成34年9月

２９－２２０ ショック患者における経皮的汗中センサーを用いた持続的血中乳酸濃度モニタリング 高次救命治療センター 岡田　英志 29.9.6 第240回 平成34年9月

２９－２２１ 先天性ケトン体代謝異常症の診断と遺伝子解析に関する研究 小児病態学 深尾　敏幸 29.8.29 迅速審査 平成35年3月

２９－２２２
Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に
関するレトロスペクティブ研究

薬剤部 丹羽　隆 29.8.29 迅速審査 平成30年11月

２９－２２３
内視鏡的胆道ドレナージ後の総胆管結石性胆管炎におけるfever-based antibiotic
therapyとguideline-based antibiotic therapyの多施設共同無作為化比較試験

消化器病態学 岩下　拓司 29.9.12 迅速審査 平成31年10月

２９－２２４
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（JCOG1107）

第二外科 髙橋　孝夫 29.8.29 迅速審査 平成36年5月

２９－２２５
JCOG骨軟部腫瘍グループにおける51歳以上の原発性高悪性度悪性骨腫瘍治療に
関する調査

整形外科 永野　昭仁 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２２６ 既存データを用いた皮膚科領域における超音波検査診断能に関する研究 検査部 松野　寛子 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２２７
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共同後ろ向き臨床
研究

呼吸器外科 白橋　幸洋 29.10.4 第241回 平成31年8月

２９－２２８
大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験（無作為二重盲検試験）Japan
colorectal tumor prevention study :randomized controlled trial of curcumin J-CAP-C

第一内科 清水　雅仁 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２２９
超音波内視鏡下ハイブリッドランデブー法の有用性・安全性の検討：単施設後方視的
観察研究

消化器病態学 岩下　拓司 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２３０
上部消化管術後症例の切除不能悪性胆道閉塞に対するEUS下順行性治療とEUS下
消化管胆管瘻孔形成術の比較検討：多施設共同後方視的コホート研究

消化器病態学 岩下　拓司 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２３１ 再発乳癌薬物治療における病勢進行様式の違いによる予後の検討 腫瘍外科 森　龍太郎 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２３２ 岐阜県内の医療現場におけるアレルギー疾患実態調査 小児科 川本　典生 29.9.12 迅速審査 平成30年3月
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２９－２３３
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change
in Muscle volume in patients with liver cirrhosis : prosoective cohort study -　【MILE
Study】

第１内科 白木　亮 29.8.29 迅速審査 平成31年12月

２９－２３４
深達度SS/SE胃癌患者における遺伝子変異の臨床的有用性を評価する大規模バイオ
マーカー研究

低侵襲・がん集学的治療学
講座

山口　和也 29.8.29 迅速審査 平成34年12月

２９－２３５ 家族性地中海熱遺伝子関連腸炎の診断法確率（多施設共同研究） 光学医療診療部 荒木　寛司 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２３６
心胸郭手術が経胸壁心エコー検査による右室収縮機能に及ぼす影響に関する既存
データを用いた研究

検査部 伊藤　大輔 29.10.4 第241回 平成29年12月

２９－２３７
固形癌における次世代シークエンサーを用いた遺伝子検査とゲノム解析データベー
ス構築に関する研究

腫瘍外科 二村　学 29.10.4 第241回 平成34年3月

２９－２３８ 頭頚部に発生したIgG4関連リンパ節症のCT、FDG-PET/CT所見の後方視的検討 放射線医学分野 川口　真矢 29.10.4 第241回 平成30年10月

２９－２３９
子宮体癌におけるMRIの拡散強調像でのinchworm sign（しゃくとりむしサイン）の後方
視的検討

放射線医学分野 川口　真矢 29.10.4 第241回 平成30年10月

２９－２４０ CTにおける骨外腫瘤を伴う前立腺癌骨転移の臨床所見や予後の後方視的検討 放射線医学分野 川口　真矢 29.10.4 第241回 平成30年10月

２９－２４１
多職種連携による薬局薬剤師の地域住民への健康サポートに関する研究（薬局に対
する調査）

保健管理センター 加納　亜紀 29.10.4 第241回 平成31年3月

２９－２４２
専門職連携における医療人としてのアイデンティティー形成過程の解明とその教育的
応用

医学教育開発研究センター 今福　輪太郎 29.9.12 迅速審査 平成33年8月

２９－２４３ クレナフィン爪外用液10％臨床研究 皮膚病態学講座 清島　真理子 29.10.25 迅速審査 平成30年12月

２９－２４４ 乳幼児期の腸内細菌叢変遷に関する基礎研究 応用生物科学部 稲垣　瑞穂 29.10.4 第241回 平成33年3月

２９－２４５ 患者と家族の語りを医療に活かすための質的研究 神経内科・老年学分野 保住　功 29.9.12 迅速審査 平成34年8月

２９－２４６ 個人識別のための歯科情報照合システムの開発 知能イメージ情報分野 藤田　廣志 29.9.12 迅速審査 平成33月3月

２９－２４７
既存データを用いた２型糖尿病患者におけるサルコペニアと末梢神経障害に関する
研究

検査部 篠田　元気 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２４８ 精神科病床における隔離・拘束に関する大規模調査 精神神経科 塩入　俊樹 29.10.4 第241回 平成31年3月

２９－２４９ クリニカルパス適応時の患者に対する説明の実施率向上に向けた取り組み 精神神経科 廣瀬　泰子 29.10.4 第241回 平成30年5月

２９－２５０ 本邦における外陰膣悪性黒色腫に関する調査研究（JGOG1078S　試験） 産科婦人科学分野 牧野　弘 29.10.4 第241回 平成29年12月

２９－２５１
子宮癌肉腫に対するdose-dense TC療法とtriweekly TC療法による術後補助化学療
法、再発後化学療法を比較するランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験（JGOG2047 試験）

産科婦人科学分野 牧野　弘 29.10.4 第241回 平成34年１月

２９－２５２
進行・再発子宮頸癌に対するPaclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab 併用療法の有効性
に関する第Ⅱ相試験（JGOG1079試験）

産科婦人科学分野 牧野　弘 29.10.4 第241回 平成32年12月
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２９－２５３ 血液疾患登録 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.9.12 迅速審査 平成33年12月

２９－２５４ 日本におけるゴーシェ病の実態調査 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.9.27 迅速審査 平成30年12月

２９－２５５ 難聴が疑われて精密検査機関を受診した0歳-6歳児についての社会的調査 耳鼻咽喉科 西堀　丈純 29.10.4 第241回 平成34年3月

２９－２５６ 赤血球抗原に対する小児同種免疫に関する多施設共同研究 輸血部 二宮　空暢 29.10.4 第241回 平成34年3月

２９－２５７ ヒト大腸モデルを用いたコーヒー豆マンノオリゴ糖がヒト腸内菌叢に与える影響 応用生物科学部 鈴木　徹 29.10.4 第241回 平成33年3月

２９－２５８ 高度救命救急センター看護師のパートナーシップ・マインド醸成に向けた取り組み 看護部 廣瀬　泰子 29.10.4 第241回 平成30年7月

２９－２５９ 第12次ATL全国実態調査 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２６０ 造血器腫瘍における遺伝子異常の空間的な多様性の解析 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２６１ 子宮収縮抑制剤の新生児への影響調査・検討 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２６２ 性別違和当事者（Male to Female）が経験する日常生活および就業上の困難と対処 母性看護学 井關　敦子 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２６３ リピドグライコームによるNAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）先制医療の開発 第一内科 白木　亮 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２６４
未治療中間リスク群限局性前立腺癌に対するNHT＋ヨウ素125密封小線源永久挿入
療法＋AHT併用療法とNHT＋ヨウ素125密封小線源永久挿入併用療法とのランダム
化比較臨床試験

泌尿器科学 仲野　正博 29.9.27 迅速審査 平成33年9月

２９－２６５ 稀少小児遺伝性血液疾患における原因遺伝子の探索研究 小児科 小関　道夫 29.9.6 第240回 平成33年3月

２９－２６６
根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド
の臨床効果および安全性の検討（JCASTRE-Zero）

泌尿器科 仲野　正博 29.9.27 迅速審査 平成33年9月

２９－２６７
難治性血管・リンパ管疾患に対するシロリムスの安全性及び有効性を検討する多施設
共同非盲検非対照試験

小児科 小関　道夫 29.11.1 第242回 平成34年11月

２９－２６８
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

小児科 小関　道夫 29.11.1 第242回 平成37年9月

２９－２６９
分子遺伝学的完全寛解を達成した小児慢性骨髄性白血病に対するチロシンキナー
ゼ阻害薬中止試験

小児科 小関　道夫 29.11.1 第242回 平成30年12月

２９－２７０ 小児がん治療後の合併症に関する後方視的研究 小児科 野澤　明史 29.11.1 第242回 平成34年10月

２９－２７１ 難治性血管・リンパ管疾患患者の臨床学的特徴に関する後方視的研究 小児科 小関　道夫 29.11.1 第242回 平成34年10月
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２９－２７２ 小児固形腫瘍観察研究 小児科 小関　道夫 29.11.1 第242回 平成36年12月

２９－２７３
ＧＩ-ＰＥＴを用いた臨床病期Ⅰ期原発性肺癌におけるＦＤＧ-ＰＥＴ集積定量による生
物学的悪性度と予後の検討

呼吸器外科 白橋　幸洋 29.11.7 迅速審査 平成30年7月

２９－２７４ パーソナルスペースと外見が対人コミュニケーションに与える影響 工学部 寺田　和憲 29.9.27 迅速審査 平成32年11月

２９－２７５ 在宅重症心身障害児者における栄養法に関するコホート研究 障がい児者医療学 山本　崇裕 29.11.1 第242回 平成32年3月

２９－２７６ 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 呼吸病態学分野 大野　康 29.12.6 第243回 平成32年8月

２９－２７７ 大学病院の看護師に倫理的実践が求められる臨床場面に関する実態調査 看護部 廣瀬　泰子 29.11.1 第242回 平成30年5月

２９－２７８ 幼児を対象とした生活習慣と健康に関する研究 疫学・予防医学 永田　知里 29.9.27 迅速審査 平成34年8月

２９－２７９ 青少年の薬物乱用の実態とライフスタイルに関するモニタリング研究 看護学科 三好　美浩 29.9.27 迅速審査 平成32年3月

２９－２８０ アトピー性皮膚炎患児と家族に対する教育効果の評価指標の検討 看護学科 杉浦　太一 29.9.27 迅速審査 平成29年12月

２９－２８１ 尿細管間質性腎炎にぶどう膜炎を伴う症候群に関する多施設後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.11.1 第242回 平成33年3月

２９－２８２
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

腫瘍外科 二村　学 29.11.1 第242回 平成35年10月

２９－２８３ 新人担当看護師にコーチング教育を導入することの有効性 看護部 廣瀬　泰子 29.11.1 第242回 平成30年12月

２９－２８４ 長時間着座時におけるエコノミークラス症候群予防に関する研究 工学部 山田　宏尚 29.10.25 迅速審査 平成32年3月

２９－２８５ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 29.9.27 迅速審査 平成30年12月

２９－２８６ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 29.9.27 迅速審査 平成30年6月

２９－２８７ 遺伝子診療部市民公開講座の参加者の理解度を確認するためのアンケート調査 遺伝子診療部 深尾　敏幸 29.11.1 第242回 平成31年8月

２９－２８８ 未破裂大型近位部内頸動脈瘤の治療法に関する全国実態調査 脳神経外科学 江頭　裕介 29.11.1 第242回 平成30年9月

２９－２８９
大腸癌肝転移術後補助化学療法におけるオキサリプラチン、イリノテカンの必要性に
関する研究

腫瘍外科 今井　寿 29.11.1 第242回 平成30年12月

２９－２９０
臓器提供に関する受容性と臓器提供推進のための社会経済的インセンティブに対す
る日本及び東アジア諸国の一般市民の意識調査研究

法医学分野 朝居　朋子 29.11.1 第242回 平成34年10月

２９－２９１ 妊娠中期マイクロミニピッグ胎子へヒトiPS細胞の接種 応用生物科学部 高須　正規 29.11.1 第242回 平成32年12月



医学研究等倫理審査委員会　審査一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２９－２９２
パーキンソン症候群（PS）の多施設での遺伝子試料収集とその収集・保存体制設備お
よび解析に関する研究

神経内科・老年学分野 下畑　享良 29.11.1 第242回 平成30年3月

２９－２９３
日本人における軟部肉腫に対するトラベクテジンの有効性と安全性　-骨軟部肉腫治
療研究会（JMOG）多施設共同研究-

整形外科 永野　昭仁 29.11.1 第242回 平成34年6月

２９－２９４ 熱傷症例に対する治療成績の前方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.11.1 第242回 平成34年10月

２９－２９５ 熱傷症例に対する治療成績の後方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.11.1 第242回 平成34年10月

２９－２９６
高齢者の呼吸器外科側臥位手術における術前加温実施による術中低体温予防への
取り組み

看護部 廣瀬　泰子 29.11.1 第242回 平成32年3月

２９－２９７ 周術期口腔機能管理の効果および効果予測因子に関する後ろ向き観察研究 歯科口腔外科 畠山　大二郎 29.11.1 第242回 平成34年3月

２９－２９８ 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 畠山　大二郎 29.11.1 第242回 平成31年3月

２９－２９９ 急性期脳神経外科病棟における身体抑制に対する看護師の思い 看護部 廣瀬　泰子 29.11.1 第242回 平成31年3月

２９－３００
慢性疼痛関連睡眠障害に対するエスゾピクロンへの切り替えの有効性と安全性を検
討する介入研究

麻酔科疼痛治療科 中村　好美 29.12.6 第243回 平成31年12月

２９－３０１ 食物経口負荷試験結果の予測因子に関わる検討 小児病態学 川本　典生 29.11.1 第242回 平成34年12月

２９－３０２
JCOG1610:病巣掻爬可能骨巨細胞腫に対する術前デノスマブ療法のランダム化第Ⅲ
相試験

整形外科 永野　昭仁 29.11.1 第242回 平成34年12月

２９－３０３
Response to nivolumab in metastatic collecting duct carcinoma expressing PD-L1:a
case report

泌尿器科 水谷　晃輔 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－３０４
間質性肺炎合併肺癌の術後間質性肺炎急性憎悪におけるイメージングバイオマー
カーの確立

腫瘍制御学講座
（放射線医学分野）

川田　紘資 29.11.1 第242回 平成31年12月

２９－３０５ CT画像を用いた自動血管追跡による画像下治療支援ソフトウェアの開発 先端画像開発講座 棚橋　裕吉 29.11.1 第242回 平成32年3月

２９－３０６ エンドトキシン吸着療法のメカニズムの考察 高次救命治療センター 岡田　英志 29.11.1 第242回 平成34年11月

２９－３０７ 高次救命救急センターにおける漢方薬処方の実態 高次救命治療センター 熊田　恵介 29.11.1 第242回 平成34年6月

２９－３０８
手外科疾患患者の患者立脚型評価に関与する身体機能および精神心理機能に関す
る研究

リハビリテーション部 野原　麻里江 30.3.7 第246回 平成31年1月

２９－３０９ 乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有用性についての大規模統合解析 腫瘍外科 二村　学 29.11.1 第242回 平成31年10月

２９－３１０
肝切除後に発症した劇症型エロモナス・ハイドロフィラ敗血症の１例に関する誌上症例
報告

腫瘍外科（低侵襲・がん集学
的治療学講座）

松井　聡 29.11.7 迅速審査 平成34年10月

２９－３１１ 中部地区の看護職がもつLGBT(性的少数者）への認識 母性看護学 井關　敦子 29.10.25 迅速審査 平成32年3月
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２９－３１２
深在性真菌症におけるアムホテリシンBリポソーム製剤の血中および組織中濃度の検
討

眼科 望月　清文 29.11.22 迅速審査 平成31年3月

２９－３１３
LGBT（性的少数者）生徒への対応に関する岐阜県内高等学校の現状と養護教諭の
認識に関する研究

母性看護学 井關　敦子 29.11.1 第242回 平成30年3月

２９－３１４ 腰椎荷重撮影に関する研究 地域医療運動器学 伏見　一成 29.11.1 第242回 平成31年10月

２９－３１５
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change
in Muscle volume In patients with LivEr cirrhosis : prospective cohort study -　【MILE
Study】

第１内科 白木　亮 29.10.25 迅速審査 平成32年12月

２９－３１６ 肩・肘・スポーツ領域の治療成績の評価に関する後ろ向き臨床研究 整形外科 川島　健志 29.11.22 迅速審査 平成34年11月

２９－３１７
根治切除不能・困難な大腸癌における conversion therapy に関する検討
（Retrospective Study)

第二外科 髙橋　孝夫 29.11.1 第242回 平成32年3月

２９－３１８ ゼロ和ゲームにおける戦略に関する仮説の検証 工学部 寺田　和憲 29.12.6 第243回 平成30年3月

２９－３１９
卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を明らかにする前向き
観察研究（JGOG3025)

産科婦人科 村瀬　紗姫 29.12.6 第243回 平成34年1月

２９－３２０ 急性網膜壊死患者に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.12.6 第243回 平成34年3月

２９－３２１
上部消化管術後症例の切除不能悪性胆道閉塞に対するEUS下順行性ステント留置
の有用性について：単施設後方視的検討

消化器病態学 岩下　拓司 29.12.6 第243回 平成30年3月

２９－３２３ ヒト口腔由来細胞を利用したiPS細胞誘導研究と脊髄損傷治療研究 組織・器官形成 手塚　建一 29.11.7 迅速審査 平成34年3月

２９－３２４ 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 耳鼻咽喉科 久世　文也 29.11.7 迅速審査 平成34年4月

２９－３２６
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの長期投与時の安全性に関
する多施設共同継続臨床研究

小児病態学 深尾　敏幸 29.10.25 迅速審査 平成33年4月

２９－３２７ PHKA2遺伝子多型とケトン性低血糖症発症に関する研究 小児病態学 吾郷　耕彦 29.11.1 第242回 平成34年11月

２９－３２８ 肝硬変患者におけるループ利尿剤と骨格筋減少に関する後ろ向き観察研究 第一内科 白木　亮 29.12.6 第243回 平成34年3月

２９－３２９
SUPALIV®およびその他サプリメントによる飲酒時の血液中アルコール濃度とアセトア
ルデヒド濃度の影響

生命科学総合研究支援セン
ター

（抗酸化部門）
犬房　春彦 29.11.22 迅速審査 平成34年10月

２９－３３０ ＢＲＣＡ遺伝子検査に関するデータベースの作成 遺伝子診療部 深尾　敏幸 29.10.25 迅速審査 平成31年10月

２９－３３１
炎症性大腸疾患に合併した大腸癌（Colitic cancer）に関する検討（Retrospective
Study）

第二外科 髙橋　孝夫 29.11.1 第242回 平成31年3月
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２９－３３２
脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研
究

脳神経外科 榎本　由貴子 29.12.6 第243回 平成32年3月

２９－３３３
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～前向き多施
設共同研究～

高度先進外科 村瀬　勝俊 29.11.1 第242回 平成30年3月

２９－３３４ 医学生におけるコンタクトレンズ障害発生状況に関する調査研究 産業衛生学分野 井奈波　良一 29.12.6 第243回 平成34年11月

２９－３３５ 腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討～前向き観察多施設共同研究～ 高度先進外科 村瀬　勝俊 29.12.6 第243回 平成32年12月

２９－３３６ 感染性眼内炎に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.12.6 第243回 平成33年3月

２９－３３７ 緑内障と眼圧体位変動との関連 眼科 澤田　明 29.12.6 第243回 平成34年12月

２９－３３８
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計画書
（JCOG1410-A）

第二外科 髙橋　孝夫 29.11.7 迅速審査 平成32年8月

２９－３３９
「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」におけるバイ
オマーカー研究(JACCRO CC-13AR)

第二外科 髙橋　孝夫 29.11.7 迅速審査 平成32年6月

２９－３４０
TP53　変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジンと同種造血幹細胞移植
の多施設共同非盲検無対照試験

地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.12.6 第243回 平成37年9月

２９－３４１
遺伝性乳癌・卵巣癌症候群（HBOC）患者に対する予防的手術の安全性に関する検
討

腫瘍外科 二村　学 29.11.1 第242回 平成34年11月

２９－３４２
ヨード密度値を用いたHistogram analysisによる膵癌化学療法治療効果予測に関する
研究

放射線部 五島　聡 29.12.6 第243回 平成33年3月

２９－３４３ B型肝炎創薬へ向けてのトランスクリプトーム解析による病態解明と標的同定 消化器病態学 清水　雅仁 29.11.22 迅速審査 平成31年3月

２９－３４４
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）

第二内科 湊口　信也 29.11.7 迅速審査 平成30年9月

２９－３４５
高度救命救急センターの日本語版ニーチャム混乱・錯乱スケール使用後のインシデ
ント件数増加の要因分析

看護部 廣瀬　泰子 29.12.6 第243回 平成30年12月

２９－３４６
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

第二外科 髙橋　孝夫 30.1.10 第244回 平成34年6月

２９－３４７ 眼感染症に関する後ろ向き多施設共同研究 眼科 望月　清文 29.12.6 第243回 平成34年9月

２９－３４８ 2型糖尿病患者におけるSGLT２阻害薬の有効性の検討 総合病態内科学 池田　貴英 29.12.6 第243回 平成32年11月

２９－３４９ ヘルマンスキー・パドラック症候群の責任遺伝子の同定 工学部 竹森　洋 29.12.6 第243回 平成34年8月
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２９－３５０ 岐阜県小児科発達障がいに関するアンケート調査の分析研究 障がい児者医療学寄附講座 西村　悟子 30.1.10 第244回 平成32年3月

２９－３５１ 膵頭十二指腸切除術の安全性に関する検討　－後ろ向きコホート研究－ 高度先進外科 村瀬　勝俊 29.12.6 第243回 平成30年12月

２９－３５２
高度僧帽弁逆流症の診断後に経過観察調査を行う研究　－自覚症状と適切な外科
的介入のタイミング－

高度先進外科 土井　潔 29.12.6 第243回 平成34年12月

２９－３５４ 胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態調査
低侵襲・がん集学的治療学

講座
山口　和也 29.12.6 第243回 平成30年12月

２９－３５５ 自動車運転免許更新者の心肺蘇生に関する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 29.12.6 第243回 平成31年3月

２９－３５６

非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次予防における最
適な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験　Optimal Antithrombotic
Therapy in Ischemic Stroke Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and
Atherothrombosis(ATIS-NVAF)

脳神経外科 船津　奈保子 29.11.22 迅速審査 平成34年10月

２９－３５７ 全身性エリテマトーデスにおけるプレドニゾロン使用量に関連した臨床的特徴の解析 総合内科 田口　晧一郎 30.1.10 第244回 平成33年3月

２９－３５８
根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミド
の臨床効果および安全性の検討（JCASTRE-Zero）

泌尿器科 仲野　正博 29.11.22 迅速審査 平成33年9月

２９－３５９
再発または難治性の多発性骨髄腫に対するレナリドミド治療の有効性と安全性に関す
る後方視的観察研究

地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.11.22 迅速審査 平成37年9月

２９－３６１

骨髄不全患者における、PNH型血球割合とPNH関連の臨床症状を経時的にみる観察
研究
Search for Unidentified Links between PNH Clone Size and the Related Clinical
Manifestations by High Precision Flow Cytometry （SUPREMACY）

輸血部（血液内科） 北川　順一 29.11.22 迅速審査 平成35年5月

２９－３６２
多施設共同ランダム化比較試験に参加したStageⅡ/Ⅲ進行大腸癌患者を対象とした
予後予測および術後補助療法の適正化を目的とした大規模バイオマーカー研究
（JCOG1506A1）

第２外科 高橋　孝夫 29.12.19 迅速審査 平成33年12月

２９－３６３
大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験（無作為二重盲検試験）Japan
colorectal tumor prevention study :randomized controlled trial of curcumin J-CAP-C

第一内科 清水　雅仁 29.12.19 迅速審査 平成34年3月

２９－３６４ 日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業への参加 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.12.19 迅速審査 平成34年12月

２９－３６５ 有限要素法を用いた第１肋骨疲労骨折発症のメカニズムの検討 整形外科 浅野　博美 30.1.10 第244回 平成34年3月

２９－３６６ 全国国立大学附属病院におけるCT撮影線量調査 放射線科 河合　信行 30.1.10 第244回 平成35年3月

２９－３６７
Ｃ型肝炎の新規診断法や新規治療法を開発するためのゲノムワイド関連解析の手法
を用いた宿主因子の解析に関する研究/テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルス
データベース構築に関する研究

第一内科 末次　淳 30.2.7 第245回 平成31年3月

２９－３６９
尿中エクソソームおよび微小嚢胞中のmRNA測定による移植腎機能障害の診断法の
開発および全国症例解析によるValidation

泌尿器科 山田　佳輝 30.1.10 第244回 平成3０年12月
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２９－３７０
移植前大量抗がん剤投与による口内炎に対する新規開発ポラプレジンク含有トローチ
剤の予防効果の評価に関する多施設共同研究

輸血部 北川　順一 29.12.19 迅速審査 平成33年3月

２９－３７１ 変形性股関節症に対する人工股関節置換術の後ろ向き観察研究 整形外科学 宮川　貴樹 30.1.10 第244回 平成33年3月

２９－３７２ 筋電信号からの手動作推定 工学部 伊藤　聡 30.1.10 第244回 平成33年3月

２９－３７３
副腎皮質ステロイドホルモン使用時における血糖値に与える影響の持続グルコースモ
ニタリングシステムによる解析

総合内科 田口　晧一郎 30.1.10 第244回 平成31年3月

２９－３７４ 肩関節手術前後の肩関節動作解析 整形外科 浅野　博美 30.1.10 第244回 平成34年3月

２９－３７５
造血幹細胞移植後の発熱性好中球減少症に対するVCMとTEICの有効性と安全性に
関する検討

薬剤部 加藤　寛子 30.1.10 第244回 平成30年3月

２９－３７６ 造血器疾患における赤血球輸血のヘモグロビン閾値に関する研究 輸血部（血液内科） 北川　順一 30.1.10 第244回 平成31年3月

２９－３７７ 医療機関における職業実態調査 第一内科 末次　淳 30.1.10 第244回 平成31年9月

２９－３７８ 「国際臨床栄養デイ」に基づく日本の入院患者の多施設栄養状態アンケート調査 第一内科 白木　亮 29.12.19 迅速審査 平成34年11月

２９－３７９ 大腸ESD後潰瘍に対するクリップ縫縮による後出血予防のランダム化比較試験 第一内科 井深　貴士 30.1.10 第244回 平成3３年12月

２９－３８０ 塩酸リトドリンが胎児胎盤再灌流に及ぼす影響についての検討 成育医療科・女性科 島岡　竜一 30.1.10 第244回 平成33年12月

２９－３８１
多職種連携による薬局薬剤師の地域住民への健康サポートに関する研究（薬局に対
する調査）

保健管理センター 加納　亜紀 29.12.19 迅速審査 平成34年9月

２９－３８２ 複合プロバイオティクスによる整腸効果の作用機序評価 応用生物科学部 稲垣　瑞穂 30.1.10 第244回 平成34年3月

２９－３８３
消化器外科手術における周術期老人関連評価指標と術後成績に関する研究～
National Clinical Databaseによる前向き調査研究～

低侵襲・がん集学的治療学
講座

松井　聡 30.1.10 第244回 平成32年3月

２９－３８４ Vogt-Koyanagi-Harada病のMRI所見についての後方視的検討 放射線医学分野 安藤　知広 30.1.10 第244回 平成30年12月

２９－３８５
T1強調画像で高信号域を伴う子宮平滑筋腫瘍の良悪性鑑別についての後方視的検
討

放射線医学分野 安藤　知広 30.1.10 第244回 平成30年12月

２９－３８６
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

第二外科 髙橋　孝夫 30.1.10 第244回 平成34年3月

２９－３８７
関節リウマチ患者における血中インスリン様成長因子（IGF-1）濃度とサルコペニアとの
関連性に関する検討

検査部 渡邉　恒夫 30.1.10 第244回 平成32年3月

２９－３８８
看護職の管理者および教育担当者、中堅看護師のとらえた看護実践能力向上の課
題と看護系大学に求める支援

基礎看護学分野 竹下　美恵子 30.1.10 第244回 平成35年3月
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２９－３８９ 視線追跡データを用いた小児発達障がいの定量化に関する機械学習の応用 工学部 原　武史 30.1.10 第244回 平成31年3月

２９－３９０
脳主幹動脈急性閉塞／狭窄に対するアピキサバンの効果に関する観察研究
Impact of Apixaban on clinical outcome of the patients with Large Vessel Occlusion or
stenosis (ALVO)

脳神経外科学 江頭　裕介 29.12.19 迅速審査 平成31年5月

２９－３９１
世界保健機関（WHO）手指衛生自己評価フレームワーク（日本語版）：質問紙を用い
た調査

生体支援センター 土屋　麻由美 30.1.10 第244回 平成31年3月

２９－３９２ 高異型度漿液性癌早期病変の探索 腫瘍病理学 波多野　裕一郎 29.12.19 迅速審査 平成31年3月

２９－３９３ 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設共同研究） 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 29.12.19 迅速審査 平成30年12月

２９－３９４
FOLFOX療法に起因する末梢神経症状に対するプレガバリンの有効性および安全性
に関する検討（PerSeUS CRC-01）

がん先端医療開発学 松橋　延壽 29.2.28 迅速審査 平成31年11月

２９－３９５
頚動脈ステント留置術前ＭＲプラーク診断に関する多施設登録研究：定量サブ解析
Magnetic Resonance plaque imaging before Carotid Artery Stenting (MR-CAS)：
quantitative subanalysis

脳神経外科 榎本　由貴子 29.12.19 迅速審査 平成31年12月

２９－３９６ 側方侵入椎体間固定術施行状況および手術合併症に関する全国継続調査
整形外科（地域医療運動器

医学）
伏見　一成 30.2.7 第245回 平成34年12月

２９－３９７
中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する研究－骨軟部肉腫治療
研究会（JMOG)多施設共同研究

整形外科 永野　昭仁 30.2.7 第245回 平成39年3月

２９－３９８ 多職種連携による薬局薬剤師の地域住民への健康サポートに関する研究 医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 29.12.19 迅速審査 平成34年8月

２９－３９９
プラーク性状に基づいた内頚動脈軽度狭窄症（50％未満）の予後と外科治療の意義
Mild, but Unstable Stenosis of Internal Carotid Artery (MUSIC) Study

脳神経外科学 江頭　裕介 29.12.19 迅速審査 平成33年12月

２９－４００
Ｃ型慢性肝疾患ならびにＣ型代償性肝硬変における新規抗ウイルス薬の治療成績と
長期予後に関する研究

第一内科 末次　淳 29.12.19 迅速審査 平成34年3月

２９－４０１
上部消化管術後症例の悪性胆道閉塞に対するEUS下順行性治療と経皮的治療の比
較検討

消化器病態学 岩下　拓司 30.2.7 第245回 平成34年3月

２９－４０２ 医学部生のストレス、疲労とレジリエンス等の関連性に関する研究 産業衛生学分野 井奈波　良一 30.2.7 第245回 平成35年１月

２９－４０３ Sternheimer(S)染色液の検討～S染色液の改良について～ 病態情報解析医学 稲垣　勇夫 30.2.7 第245回 平成31年3月

２９－４０４
術前超音波内視鏡下穿刺吸引法が浸潤性膵管癌の術後再発形式に与える影響に関
する研究

腫瘍外科 今井　寿 30.2.7 第245回 平成3０年12月

２９－４０５ 乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有用性についての大規模統合解析 腫瘍外科 二村　学 29.12.22 迅速審査 平成31年10月

２９－４０６
カルボプラチン併用療法を受ける肺癌患者を対象とした、化学療法施行時の悪心・嘔
吐に対するグラニセトロンおよびデキサメタゾンへのオランザピン5ｍｇ併用の有効性と
安全性を評価する多施設共同第Ⅱ相試験

循環呼吸病態学 大野　康 30.2.7 第245回 平成33年1月
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２９－４０７
特発性肺線維症（IPF)合併非小細胞肺癌に対する周術期ピルフェニドン療法の術後
急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相試験

呼吸器外科 白橋　幸洋 30.2.7 第245回 平成35年9月

２９－４０８ 第１種放射線取扱主任者育成のための他機関連携サポートシステムの確立
生命科学総合研究支援セン

ター（研究推進部）
三輪　美代子 30.2.7 第245回 平成31年3月

２９－４０９ 小動物臨床における緩和ケアを効果的に行うためのアンケート調査 応用生物科学部 川部　美史 30.2.7 第245回 平成31年3月

２９－４１０ 泌尿器科癌エクソソーム関連タンパク解析、RNAの解析 泌尿器科 水谷　晃輔 30.1.24 迅速審査 平成34年3月

２９－４１１
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan Neurosurgical
Database:JND）

脳神経外科 矢野　大仁 30.2.7 第245回 平成35年9月

２９－４１２
対応が難しい新人看護師に対する「学習者の問題分析のためのフレームワーク」を用
いた事例検討の評価

看護部 廣瀬　泰子 30.2.7 第245回 平成33年3月

２９－４１３ 医学部学生の臨床遺伝医学の理解度に関する研究 遺伝子診療部 深尾　敏幸 30.2.7 第245回 平成32年3月

２９－４１４
新生児蘇生法インストラクターを指導する上級指導医のプロフェッショナルアイデン
ティティ形成についての質的研究

医学教育開発研究センター 鈴木　康之 30.2.7 第245回 平成35年3月

２９－４１５ 熱傷後の機能回復に関しての検討 整形外科リハビリテーション部 四井　康喬 30.2.7 第245回 平成35年2月

２９－４１６
帝王切開における、フェニレフリン持続投与の効果と心拍変動解析による低血圧発生
予測を検討する介入研究

麻酔科疼痛治療科 中島　大樹 30.2.7 第245回 平成34年11月

２９－４１７
膵癌に対する外科治療の短期および長期予後に関する検討　-後ろ向きコホート研究
-

高度先進外科 村瀬　勝俊 30.2.7 第245回 平成30年12月

２９－４１８
胃癌に対する外科治療の短期および長期予後に関する検討　-後ろ向きコホート研究
-

高度先進外科 村瀬　勝俊 30.2.7 第245回 平成30年12月

２９－４１９ 小脳血管芽腫に対する術前栄養血管塞栓の有用性 脳神経外科 江頭　裕介 30.2.7 第245回 平成34年12月

２９－４２０
深在性真菌症におけるアムホテリシンBリポソーム製剤の血中および組織中濃度の検
討

眼科 望月　清文 30.1.24 迅速審査 平成31年3月

２９－４２１ 「下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義」研究登録症例における追加調査 第二外科 高橋　孝夫 30.1.24 迅速審査 平成30年12月

２９－４２２
胎児臍静脈血流量におけるintraobserver reliability（検査者内信頼性）, interobserver
reliability（検査者間信頼性）の検討

成育医療科女性科 志賀　友美 30.2.14 迅速審査 平成33年12月

２９－４２３
認知症高齢者に対するシームレスケア実践力尺度の開発と職務行動遂行能力との関
連

看護学科 小木曽　加奈子 30.1.24 迅速審査 平成33年3月

２９－４２４
骨肉腫術後補助化学療法におけるイホマイド（Ifosfamide）併用の効果に関するランダ
ム化比較第Ⅲ相臨床試験

整形外科 永野　昭仁 30.3.9 迅速審査 平成41年3月
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２９－４２５
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前
trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

低侵襲・がん集学的治療学
講座

山口　和也 30.1.24 迅速審査 平成38年3月

２９－４２６
医療系学生および医療従事者のコミュニケーションや対人関係の支援ニーズの調査と
援助方法の開発及び啓発

医学教育開発研究センター 川上　ちひろ 30.1.24 迅速審査 平成34年10月

２９－４２８
移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド-デキサメタゾン（Rｄ）療法に
効果不十分の症例に対しボルテゾミブを追加するレスポンスガイドセラピーの有用性と
安全性-W-JHS　MM01-

輸血部（血液内科） 北川　順一 30.2.7 第245回 平成36年5月

２９－４２９
手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、医療安全、医療の透明性を確保し、周
術期におけるチーム医療推進を目指した疫学研究

手術部 長瀬　清 30.2.14 迅速審査 平成35年3月

２９－４３０
切除不能・困難なStageⅣ大腸癌に対する原発巣切除に関する検討（Retrospective
Study）

第二外科 髙橋　孝夫 30.2.7 第245回 平成32年3月

２９－４３１ 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 耳鼻咽喉科 久世　文也 30.3.7 第246回 平成32年6月

２９－４３２
大腸癌に対する外科治療の短期および長期予後に関する検討-後ろ向きコホート研
究-

高度先進外科 木山　茂 30.3.7 第246回 平成30年12月

２９－４３３
食道癌に対する外科治療の短期および長期予後に関する検討-後ろ向きコホート研
究-

高度先進外科 木村　真樹 30.3.7 第246回 平成30年12月

２９－４３４ 大規模塩基配列解析を用いたペルオキシソーム病の遺伝子解析研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 30.2.14 迅速審査 平成34年3月

２９－４３５ 核酸アナログ製剤耐性獲得に関わる宿主因子の探索 第一内科 清水　雅仁 30.3.7 第246回 平成34年3月

２９－４３６ 乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有用性についての大規模統合解析 腫瘍外科 二村　学 30.1.22 迅速審査 平成31年10月

２９－４３７ 救急現場の治療に利活用可能な次世代型PHR環境の構築に関する研究 脳神経外科 榎本　由貴子 30.2.7 第245回 平成31年3月

２９－４３８
肺区域及び中葉気管支閉鎖切離におけるエンドステープラー（Powered ECHELON
FLEX®7）の安全性を検討する試験

呼吸器外科 白橋　幸洋 30.3.7 第246回 平成32年3月

２９－４３９ 皮膚悪性黒色腫の臨床統計調査 皮膚病態学 松山　かなこ 30.3.7 第246回 平成32年3月

２９－４４０ アクティブラーニングの現状と将来への展望に関する調査 医学教育学 恒川　幸司 30.3.7 第246回 平成34年3月

２９－４４１
次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像等データベースの基盤構
築

眼科 澤田　明 30.3.7 第246回 平成34年3月

２９－４４２
次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像等データベースの基盤構
築　プロジェクト１（眼底写真の診断）

眼科 澤田　明 30.3.7 第246回 平成32年3月

２９－４４３ 疫学調査「口腔がん登録」 歯科口腔外科 加藤　恵三 30.3.7 第246回 平成34年12月

２９－４４４
B型慢性肝疾患ならびにB型代償性肝硬変における新規核酸アナログの変更及び新
規治療成績と長期予後に関する研究

第一内科 末次　淳 30.3.7 第246回 平成35年3月
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２９－４４５ 心臓MRI検査を用いた心臓手術前後における左房機能の経時的評価 第一外科 石田　成吏洋 30.3.7 第246回 平成35年3月

２９－４４６ Mycoplasma　genitalium検査試薬の開発検討 泌尿器科 安田　満 30.3.7 第246回 平成31年3月

２９－４４７
妊娠期における産後メンタルヘルスに関する保健指導後の産後うつの認識と妊産褥
婦のとった対処行動

看護部 廣瀬　泰子 30.3.7 第246回 平成31年3月

２９－４４８ 肝疾患における腸内細菌叢の役割に関する研究 第一内科 末次　淳 30.3.7 第246回 平成32年1月

２９－４４９ 岐阜県医学生修学資金受給者における専門科選択時の意識調査 地域医療医学センター 操　奈美 30.3.7 第246回 平成35年3月

２９－４５０
デジタルストリーを用いた排泄ケア教育における評価-する側、される側を体験した学
生の学び-

看護学科 魚住　郁子 30.3.7 第246回 平成35年3月

２９－４５１ 血液浄化療法の治療効果の前方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 30.3.7 第246回 平成35年2月

２９－４５２ 血液浄化療法の治療効果の後方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 30.3.7 第246回 平成35年2月

２９－４５３ 空胞変性円柱の免疫学的および電子顕微鏡的解析 病態情報解析医学 稲垣　勇夫 30.3.7 第246回 平成31年3月

２９－４５５
希少転移乳癌の局所及び全身療法に関する国際共同後向きコホート研究（The
second FACO project OLIGO-BC1)

腫瘍外科 二村　学 30.3.7 第246回 平成32年6月

２９－４５６
10㎜以下の十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対するCold Snare Polypectomyの有効
性および安全性に関する非ランダム化検証的試験

第一内科 井深　貴士 30.3.7 第246回 平成33年7月

２９－４５７ 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における22GFranseen針の有用性 消化器病態学 岩下　拓司 30.3.7 第246回 平成34年3月

２９－４５８
腹部ステントグラフト内挿術後のタイプⅡエンドリークに対するIVR：技術的側面と予後
についての後方視的研究

放射線科 川田　紘資 30.3.7 第246回 平成32年3月

２９－４５９ 頭頸部に発生した化骨性線維腫のCT、MRI所見の後方視的検討 放射線科 川口　真矢 30.3.7 第246回 平成31年2月

２９－４６０ 基底細胞癌におけるMRI所見の後方視的検討 放射線科 川口　真矢 30.3.7 第246回 平成31年2月

２９－４６１ 増殖性外毛根鞘性腫瘍におけるCT、MRI所見の後方視的検討 放射線科 川口　真矢 30.3.7 第246回 平成31年2月

２９－４６２ 子宮の腺筋腫と内膜ポリープにおけるMRI所見の後方視的検討 放射線科 川口　真矢 30.3.7 第246回 平成31年2月

２９－４６３ 自動車運転免許更新者の心肺蘇生に関する意識調査 看護部 廣瀬　泰子 30.2.14 迅速審査 平成31年3月

２９－４６４ 妊娠中期マイクロミニピッグ胎子へヒトiPS細胞の接種 応用生物科学部 高須　正規 30.2.14 迅速審査 平成32年12月

２９－４６６ 事例を通しての難病コミュニケーション支援研修会とその地域の社会資源マップ作り 救急・災害医学 小倉　真治 30.3.7 第246回 平成34年3月
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２９－４６７
Dissensuss/consensus -handling of disagreement in dialogical learning-　和文：合意と
不合意-対話学習における不一致の扱い方-

教育学部 田中　伸 30.3.7 第246回 平成32年3月

２９－４６８ 言語聴覚療法業務とストレスとの関係について 産業衛生学 日置　久視 30.3.20 迅速審査 平成33年12月

２９－４６９ 先天性血液凝固因子および凝固阻止因子欠損症の分子医学的検討 循環器内科 小牧　久晃 30.3.7 第246回 平成31年3月

２９－４７０ ブリリアントブルーG（ILM BLUE®）を用いた網膜内境界膜の染色 眼科 望月　清文 30.2.7 第245回 平成35年1月

２９－４７１
高齢者膠芽腫に対する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

脳神経外科学 矢野　大仁 30.2.28 迅速審査 平成31年9月

２９－４７２
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
（JCOG1007）

第二外科 髙橋　孝夫 30.2.28 迅速審査 平成35年9月

２９－４７３
大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験（無作為二重盲検試験）Japan
colorectal tumor prevention study :randomized controlled trial of curcumin J-CAP-C

第一内科 清水　雅仁 30.2.14 迅速審査 平成34年3月

２９－４７４ 難治性血管・リンパ管疾患患者のシロリムス療法後の免疫能の評価に関する研究 小児科 野澤　明史 30.2.14 迅速審査 平成34年9月

２９－４７５
難治性血管・リンパ管疾患患者の疾患特異的マーカー検索およびシロリムス薬理作用
に関する研究

小児科 小関　道夫 30.2.14 迅速審査 平成34年6月

２９－４７６
中咽喉扁平上皮がんに対する集学的治療の効果とヒト乳頭腫ウイルス感染との相関に
関するバイオマーカー研究

耳鼻咽喉科 久世　文也 30.3.20 迅速審査 平成33年10月

２９－４７７ 岐阜県内の感染防止対策加算算定病院における院内感染対策の状況に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 30.3.9 迅速審査 平成35年3月

２９－４７８
カルボプラチン併用療法を受ける肺癌患者を対象とした、化学療法施行時の悪心・嘔
吐に対するグラニセトロンおよびデキサメタゾンへのオランザピン5ｍｇ併用の有効性と
安全性を評価する多施設共同第Ⅱ相試験

循環呼吸病態学 大野　康 30.2.28 迅速審査 平成33年1月

２９－４７９
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）-

第２外科 田中　善宏 30.3.1 迅速審査 平成31年12月

２９－４８０ 前腕切断者を対象とした筋電義手に関する研究開発 工学部 毛利　哲也 30.3.9 迅速審査 平成35年3月

２９－４８１ 小脳血管芽腫に対する術前栄養血管塞栓の有用性 脳神経外科 江頭　裕介 30.3.9 迅速審査 平成34年12月

２９－４８３

Borderline resectable 膵癌に対する gemcitabine+nab-paclitaxel 術前化学療法の生存
期間に対する有効性・安全性に関する多施設共同第Ⅱ相試験
Phase Ⅱ study of neoadjuvant chemotherapy of gemcitabine+nab-paclitaxel therapy
for patients with borderline resectable pancreatic cancer.

腫瘍外科 今井　寿 30.3.9 迅速審査 平成33年9月
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２９－４８６ クレナフィン爪外用液10％臨床研究 皮膚病態学講座 清島　真理子 30.3.20 迅速審査 平成30年12月

２９－４８７
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(JACCRO
CC-13)

第二外科 髙橋　孝夫 30.3.9 迅速審査 平成33年6月

２９－４８８ ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究
生命科学総合研究支援セン

ター
下澤　伸行 30.3.20 迅速審査 平成30年6月

２９－４９３
再発または難治性の多発性骨髄腫に対するレナリドミド治療の有効性と安全性に関す
る後方視的観察研究

地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 30.3.20 迅速審査 平成31年9月

２９－４９４ 多発性骨髄腫の治療成績及び予後因子の後方視的検討 血液内科 北川　順一 30.3.20 迅速審査 平成35年3月

２９－４９５ 乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有用性についての大規模統合解析 腫瘍外科 二村　学 30.3.20 迅速審査 平成31年10月

２９－４９７ 研修医の疲労・ストレスに関する研究 産業衛生学分野 井奈波　良一 30.3.20 迅速審査 平成35年3月


