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C1067 不可逆的小腸不全に対する先進医療Ａでの脳死ドナーからの小
腸移植

岡島 英明 肝胆膵・移植外科学

C1068 自動血液分離装置による多血小板血漿（PRP）回収に関する研
究

別所 和久 口腔外科学

C1069 動体追尾肝定位放射線治療の安全性および有効性評価の多施設
共同第二相試験

平岡 眞寛 放射線腫瘍学・画像応用治療学

C1070 保存期慢性腎不全患者における炭酸ランタンの FGF23
（Fibroblast Growth Factor 23）に対する影響

柳田 素子 腎臓内科学

C1071 舟状骨偽関節に対する螺子挿入孔を利用した経皮的偽関節手術 太田 壮一 整形外科

C1073 ラマン　皮膚測定　（スキンケア連用） 椛島 健治 皮膚科学

C1074

シェーグレン症候群合併の関節リウマチ患者における、アバタ
セプト投与による有用性の検討Rheumatoid Arthritis with
Orencia Trial Toward Sjögren’s syndrome Endocrinopathy
（ROSE Ⅱ Trial）

井村 嘉孝 免疫・膠原病内科

C1075 酸化ストレス制御による声帯粘膜保護効果の研究 平野 滋 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

C1076
治癒切除不能なRAS変異型進行再発大腸がんに対する
Pegfilgrastim併用下FOLFOXIRI+Bevacizumab療法の奏効率に

ついての検討－多施設共同臨床第II相試験－

松本 繁巳 がん薬物治療科

C1077

初発膠芽腫に対する放射線療法併用テモゾロミド、ベバシズマ
ブ療法および増悪または再発後のベバシズマブ継続投与の有効

性と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験（BIOMARK）

荒川 芳輝 脳神経外科

C1078 中枢神経系領域における低酸素領域と糖代謝の関係性 富樫 かおり 画像診断学・核医学

C1079 乳房温存療法における寡分割同時ブースト全乳房照射法の安全
性評価のための臨床試験

平岡 眞寛 放射線腫瘍学・画像応用治療学

C1080 大腸癌の化学療法における血中5-FU濃度モニタリング情報を
用いた5-FU投与量の決定

武藤 学 腫瘍薬物治療学

C1081

生体内吸収性高分子担体と塩基性線維芽細胞増殖因子を用いた
虚血性心疾患に対する心筋再生治療の安全性に関する臨床試験

南方 謙二 心臓血管外科学

C1082

脳神経外科手術における電気的白質線維追跡法の臨床応用
～低頻度電気刺激による術中脳機能マッピング・モニタリング

～

宮本 享 脳神経外科学

C1084 健常人におけるだし中の遊離アミノ酸が糖代謝に与える影響に
ついての検討

池田 香織 糖尿病・内分泌・栄養内科

C1085 Low-Density Lipoprotein (LDL)アフェレシス療法の重度尿蛋白
を伴う糖尿病性腎症に対する多施設臨床試験

柳田 素子 腎臓内科学

C1086
糖尿病黄斑浮腫に対する、抗VEGF単独治療と抗VEGF治療及
びエンドポイントマネジメントレーザ―光凝固併用治療との比

較研究

鈴間 潔 眼科学

C1087
がん患者に対する看護師主導のスピリチュアルケアの有効性の
検討：一般病棟および緩和ケア病棟3施設におけるパイロット

スタディ

田村 恵子 臨床看護学

C1088 光超音波イメージング装置を用いた、画像診断法の開発に関す
る探索的臨床研究

戸井 雅和 乳腺外科学

C1089
初発膠芽腫におけるギリアデル留置及び再発膠芽腫に対するギ
リアデル再留置の有効性と安全性を探索する臨床第II相試験

（Gateway-study）

荒川 芳輝 脳神経外科

C1090 問題解決における無意識培養過程の神経基盤 中村 仁洋 脳機能総合研究センター

C1091
メンタルヘルス・ファーストエイドを応用した精神疾患患者早
期介入のための医療従事者向け研修プログラム開発ー多施設共

同パイロット試験

杉原 玄一 精神科神経科

C1092
経皮的腎生検時のトラネキサム酸投与による腎生検後血腫減少
効果の検討:
単施設三重盲検ランダム化比較試験

松崎 慶一 疫学・予防医療学

C1093 減塩をテーマとした調理教室の減塩効果についての検討
クラスターランダム化比較試験

福原 俊一 医療疫学分野

C1094

膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有する、ま
たは、乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの既往歴を有する、遠

隔転移を伴う膵癌を対象としたゲムシタビン/オキサリプラチ

ン療法（GEMOX療法）の多施設共同第II相試験

金井 雅史 臨床腫瘍薬理学・緩和医療学

C1096 小口蓋神経の口蓋帆挙筋への神経支配に対する研究 鈴木 茂彦 形成外科学

C1097 反復ストレスと自律神経応答の関連について 精山 明敏 医療診断機器学



C1098 末梢性めまいに対する高用量ベタヒスチンの治療効果 大森 孝一 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

C1099 先進的血糖測定技術（Flash Glucose Monitoring）の有用性に
関する検討

原島 伸一 糖尿病・内分泌・栄養内科学

C1101 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

大森 孝一 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

C1102 めまい疾患の前庭機能評価に関する研究 大森 孝一 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

C1105 ドセタキセルの治療歴を有する進行・再発食道癌に対するパク
リタキセル毎週投与法の第II相臨床試験

武藤 学 腫瘍薬物治療学

C1106

再発および難治の成人急性リンパ芽球性白血病に対するクロ
ファラビン、エトポシド、シクロホスファミド併用化学療法

（CLEC 療法）の第I/II 相試験（JALSG RR-ALL214）

髙折 晃史 血液・腫瘍内科学

C1107 一般成人に対するヒト遺伝リテラシーの向上のためのマンガ
ツール開発

小杉 眞司 医療倫理学分野

C1108
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対
象としたダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の

臨床第Ⅱ相試験（JALSG Ph+ALL213）

髙折 晃史 血液・腫瘍内科学

C1109 ヒト消化管癌を用いたオルガノイド（3次元組織構造体）モデ
ルの樹立

大橋 真也 がん薬物治療科

C1110
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

小川 修 泌尿器科学

C1111 除細動時間に影響を与えるAEDの仕様因子とCPRの質の検討 西山 知佳 クリティカルケア看護学

C1112
腹腔鏡下結腸癌切除術後の腹痛・腹部膨満感に対するTJ-100ツ
ムラ大建中湯の有効性および安全性に関する探索的研究

坂井 義治 消化管外科学

C1114
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板
剤2剤併用療法（DAPT）期間を1ヵ月に短縮することの安全性

を評価する研究

木村 剛 循環器内科学

C1115 臨床病期IB-III (T4を除く) 食道癌に対するS-1術後補助療法の第
II相臨床試験

武藤 学 腫瘍薬物治療学

C1118 同時性切除不能大腸癌肝転移に対する肝先行切除または原発先
行切除の有用性および安全性の検討

瀬尾 智 肝胆膵・移植外科

C1120 肩関節運動機能の3次元的定量化・可視化 新井 隆三 整形外科

C1121 高リスク小児肝芽腫に対するDose-dense cisplatin療法と外科
療法の安全性を評価する多施設共同臨床試験(JPLT3-H)

足立 壮一 検査応用開発学

C1122
ヒトパピローマウイルス性疣贅症例に対するFIT039貼付剤単
回貼付による安全性及び血中薬物濃度を検討する第I/II相試験

椛島 健治 皮膚科学

C1123 膀胱頚部の挙上と骨盤底筋群の強化に有用なサポート下着の開
発

二宮 早苗 生活環境看護学

C1126
大腸癌肝転移治癒切除後の患者に対する術後補助化学療法とし
て，L-OHPベース化学療法にUFT/LV療法の逐次療法を行うこ

との安全性と有用性の検討

瀬尾 智 肝胆膵・移植外科

C1127 夜勤後の日中仮眠における光環境が認知パフォーマンスに及ぼ
す影響

若村 智子 生活環境看護学

C1128 妊娠高血圧症候群に対するスタチン療法 近藤 英治 婦人科学・産科学

C1129 模擬夜勤後の仮眠における光環境の違いがその後の生体リズム
の位相変化に及ぼす影響

若村 智子 生活環境看護学

C1130 鉄芽球性貧血に対する5-アミノレブリン酸（ALA）リン酸塩の
安全性と有効性の検討

髙折 晃史 血液・腫瘍内科学

C1134 高次脳機能障害例の生活を補完するICTツール「あらた」の対
照比較研究と就労支援ICTツール「あらた」の開発

村井 俊哉 精神医学

C1135 倦怠感のある乳がんサバイバーに対する調整的音楽療法の効果 任 和子 生活習慣病看護学

C1136
クリティカルケアに携わる看護師を対象としたELNEC-Jクリ
ティカルケアカリキュラム指導者養成プログラムの有効性の検

討：ランダム化比較試験

任 和子 生活習慣病看護学

C1138 家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試験
の追加研究（J-FAPP StudyIII-2）

山田 敦 がん薬物治療科

C1139
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種の予
後因子探索を主目的とした多施設共同臨床試験(ALB-NHL-14)

足立 壮一 検査応用開発学

C1140 短時間胸骨圧迫トレーニング講習受講者に対する技術練習の間
隔が長期技術保持に与える影響の検討

西山 知佳 クリティカルケア看護学

C1141 近赤外蛍光カラーシステムを用いた新規術野投影機器の機能・
性能の評価

瀬尾 智 肝胆膵・移植外科

C1143 7T-MRI装置による臨床応用に向けた高度計測基盤技術の開発 岡田 知久 脳機能総合研究センター



C1145
家族性大腸腺腫症患者への低用量アスピリンとメサラジンによ
る二重盲検無作為割付臨床試験　（J-FAPP StudyIV）

山田 敦 がん薬物治療科

C1147
近赤外蛍光カラーシステムを用いた新規術野投影機器の乳癌セ
ンチネルリンパ節生検における機能・性能の評価を行う探索的

研究

高田 正泰 乳腺外科

C1148

厚生労働科学研究委託業務（難治性疾患実用化研究事業）「び
まん性肺疾患に対するエビデンスを構築する新規戦略的研究」

特発性肺線維症(IPF)の進行防止におけるピルフェニドンおよ

びピルフェニドン＋N-アセチルシステイン(NAC)吸入併用療法

に関する前向き多施設共同治療研究

半田 知宏 呼吸器内科学

C1149

段差昇段動作によるCKCトレーニングが地域在住中高齢者の
ロコモティブシンドローム、移動動作、下肢筋力、バランス能

力、段差昇段困難感および転倒恐怖感に与える効果

市橋 則明 運動機能開発学

C1150 高周波温熱療法Capacitive and Resistive electric transferを使用
した際の身体反応の検証−Feasibility Study-

青山 朋樹 運動機能開発学

C1155 屋内環境とアレルギー症状の関連（パイロット調査） 中山 健夫 健康情報学分野
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