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C1103 次世代光干渉断層計を用いた外眼部の観察と臨床的有用性の検討 辻川 明孝 眼科学

C1104
骨粗鬆症治療薬テリパラチドの変形性膝関節症進行抑制効果に関
する研究

松田 秀一 整形外科学

C1113 クローン病に対する高吸収クルクミンの抗炎症作用の探索的検討 松浦 稔 内視鏡部

C1116
肩関節術後固定装具着用による身体機能および装着感に関する調
査研究

市橋 則明 運動機能開発学

C1132 造影MRI検査によるメニエール病患者の内リンパ水腫の画像評価 大森 孝一 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

C1137
レミフェンタニル静脈投与による和痛分娩とモサプリドによる呼吸抑
制軽減

近藤 英治 婦人科学・産科学

C1144 腹腔鏡下大腸手術における術中ナビゲーションの位置精度の評価 坂井 義治 消化管外科学

C1151

IVＢ期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する
Paclitaxel/Carboplatin併用療法 vs　Dose-dense 
Paclitaxel/Carboplatin併用療法のランダム化
第II/III相比較試験

万代 昌紀 産科婦人科

C1152 認知症高齢者に対する方言、非方言の影響 木下 彩栄 在宅医療看護学

C1154
病院外心停止患者を対象にしたHigh performance CPR導入に関す
る有効性の検討：無作為化比較試験

石見 拓 環境安全保健機構 　健康科学センター

C1156 末梢血・脳脊髄液における神経変性疾患のバイオマーカー探索 髙橋 良輔 臨床神経学

C1157

Efficacy of serious games in increasing HIV risk perception in 
Swaziland: A randomized intervention trial (SGprev Trial)
（スワジランドにおけるシリアスゲームのHIVリスク認知に対する効能
に関する研究：ランダム化比較試験 (SGprev Trial)

木原 正博 社会疫学分野

C1158
概日リズム査定のための生体信号の測定とそのアルゴリズムの解
析

若村 智子 生活環境看護学

C1159
血液疾患における薬物療法を受ける患者の口腔粘膜炎の症状マネ
ジメントに関する看護介入効果の検討―IASMを用いてー

大内 紗也子 看護部

C1160
限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用治療期間
短縮VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験(JESS14)

足立 壮一 検査応用開発学

C1161 胃がんにおけるHER2タンパク過剰発現の新規検出法開発 武藤 学 腫瘍薬物治療学

C1162
臨床病期IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診断さ
れた3 cm以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否例）に対する
体幹部定位放射線治療のランダム化比較試験(JCOG1408)

松尾 幸憲 放射線腫瘍学・画像応用治療学

C1163 フレキシブルPET装置を用いたPET画像の画質・定量性の検討 富樫 かおり 画像診断学・核医学

C1164
代謝拮抗薬マイトマイシンCを併用した緑内障濾過手術後経過の前
向き調査

鈴間 潔 眼科学

C1165
子宮頸癌患者を対象としたda Vinciサージカルシステム（DVSS）によ
るロボット支援広汎子宮全摘出術

万代 昌紀 産科婦人科

C1166 ニシヨモギ摂取によるヒト血液メタボローム変化の解析 近藤 祥司 地域ネットワーク医療部

C1167
CMV感染合併潰瘍性大腸炎を対象とした定量的PCR法に基づく抗
ウイルス療法の適応選択と有効性に関する臨床試験

松浦 稔 内視鏡部

C1168
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性
を検証する第III相臨床研究
－ ペルツズマブ再投与試験 －

鈴木 栄治 乳腺外科

C1169
着床不全を原因とする難治性不妊症患者に対する自己リンパ球を
用いた免疫療法

松村 謙臣 婦人科学・産科学

C1170
小児・若年女性のがん患者における妊孕能温存のための卵巣組織
凍結保存ならびに自家移植

万代 昌紀 産科婦人科

C1171
切除可能膵癌に対するゲムシタビン・IMRT併用による術前化学放射
線療法の第Ⅱ相臨床試験

上本 伸二 肝胆膵・移植外科学

C1172 ラマン　皮膚測定　（ローヤルゼリー服用） 大塚 篤司 皮膚科

C1175
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：
パイロットスタディ

任 和子 生活習慣病看護学

C1176
心的外傷後ストレス障害に対する認知処理療法の有効性に関する
ランダム化比較試験（SPINET）	

古川 壽亮 健康増進・行動学分野

C1177
慢性非特異的腰痛患者に対する高周波温熱療法Capacitive and 
Resistive electric transferの効果検証:Randomized Controlled Study

青山 朋樹 運動機能開発学

C1178
高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポシド併
用療法(CE療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI療法)の
ランダム化比較第II/III相試験

金 永学 呼吸器内科学

C1179
寛解導入療法期血液がん患者に対する運動指導介入の効果と実施
可能性の検証

坪山 直生 運動機能開発学

C1180
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-H5）

足立 壮一 検査応用開発学

C1181 西陣織心電計測布の性能評価 黒田 知宏 医療情報企画部



C1182

成人T細胞白血病リンパ腫に対する移植後シクロフォスファミドを用
いた

HLA半合致移植の安全性・有効性検討試験

髙折 晃史 血液・腫瘍内科学

C1183 考え，語ることに焦点をあてたリカバリー支援プログラムの試み 佐々木 有里 デイ・ケア診療部

C1184
乳房診断における乳房超音波検査併用光超音波イメージングの診
断能評価試験

戸井 雅和 乳腺外科学

C1185
初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用剤および放射線療法
併用テモゾロミド、ベバシズマブ療法の 有効性・安全性を検討する
第Ⅱ相臨床試験

荒川 芳輝 脳神経外科

C1186
再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次併用
療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第III相試
験（JCOG1308C）

宮本 享 脳神経外科学

C1187 NBCA（ヒストアクリル）の血管塞栓物質としての使用 富樫 かおり 画像診断学・核医学

C1188
T3/T4aもしくはリンパ節転移を有する食道胃接合部腺癌に対する術
前S + Oxaliplatin併用療法の第Ⅱ相臨床試験

武藤 学 腫瘍薬物治療学

C1189
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半合致移植の多施設共同第II相試験

髙折 晃史 血液・腫瘍内科学

C1190
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半合致移植の多施設共同第II相試験

髙折 晃史 血液・腫瘍内科学

C1191

インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性にある
関節リウマチ患者を対象としたインフリキシマブ休薬療法における、
関節超音波を用いた再発予測精度ならびにインフリキシマブ再投与
の
有効性・安全性を検証する、多施設共同前向き試験

伊藤 宣 整形外科学

C1192 定位的頭蓋内深部脳波の臨床応用 宮本 享 脳神経外科学

C1194
肝移植周術期プロバイオティクス投与の有用性ならびに
腸内細菌叢に与える影響に関する無作為化比較試験

一山 智 臨床病態検査学

C1195 咳嗽に対する長時間作用型抗コリン薬の有用性 松本 久子 呼吸器内科学

C1196
限局性前立腺癌・前立腺全摘除後のPSA再発に対する代替療法
（グリーンプロポリス）の臨床効果と安全性

小川 修 泌尿器科学

C1197
光超音波イメージング装置を用いた、皮膚疾患の画像診断法に関
する探索的臨床研究

椛島 健治 皮膚科学

C1198
近赤外分光法(NIRS)を用いた脳機能賦活検査時の皮膚血流変化の
評価

精山 明敏 医療診断機器学

C1200
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

石井 暁 脳神経外科

C1201
非動脈炎性網膜中心動脈閉塞症に対するKUS121の3日間硝子体
内投与による安全性および有効性に関する第I / II相試験

池田 華子 臨床研究総合センター開発企画部

C1202
頭蓋内電極留置を併用したてんかん病態解明と機能温存：高磁場
MRI撮像装置の臨床応用の確立

宮本 享 脳神経外科学

C1203
光超音波イメージング装置を用いた、リウマチ性疾患の画像診断法
の開発に関する探索的臨床研究

松田 秀一 整形外科学

C1207
光超音波イメージングの乳癌薬物療法効果評価に関する探索的臨
床研究

戸井 雅和 乳腺外科学

C1208
遠隔モニタリングシステムを用いた在宅酸素療法の対面診療間隔
の検討

陳 和夫 呼吸管理睡眠制御学

C1212
てんかん病態下の脳内ネットワーク機構と機能可塑性の解明 -頭蓋
内電極を用いた低頻度大脳電気刺激法による検討-

池田 昭夫 てんかん・運動異常生理学

C1213 食品摂取によるヒトの血液および尿中成分変動の研究 藤田 義人 糖尿病・内分泌・栄養内科

C1215
遠隔モニタリングシステムを用いたCPAP療法の対面診療間隔の検
討

陳 和夫 呼吸管理睡眠制御学

C1216
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

上本 伸二 肝胆膵・移植外科学

C1217 7T-MRI装置を用いた糖などの脳内代謝物計測技術の研究 岡田 知久 脳機能総合研究センター

C1220 SGLT2阻害薬が2型糖尿病のエネルギー代謝に及ぼす影響の検討 藤田 義人 糖尿病・内分泌・栄養内科

C1221
「黄砂・PM2.5濃度情報提供の使用感・有効性の評価」通称『黄砂と
子どもの健康調査（パート３）』

中山 健夫 健康情報学分野

C1222
脳内アミロイドイメージング用放射性薬剤[18F]FPYBFを用いた外傷
性脳損傷の病態に関する研究

村井 俊哉 精神医学

C1223
微小肺病変に対する手術精度向上のためのバーチャル気管支鏡ナ
ビゲーションを利用した術前気管支鏡下マーキング

青山 晃博 呼吸器外科

C1224 超短エコー時間撮影における酸素吸入肺MRIの研究 富樫 かおり 画像診断学・核医学

C1226
5-FU、プラチナ系、タキサン系薬剤に不応・不耐となった進行・再発
食道癌に対するS単独療法の臨床第II相試験　OGSG1404

武藤 学 腫瘍薬物治療学

C1227 急性期の前庭神経炎に対するステロイド治療の効果に関する研究 大森 孝一 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

C1228
原発性肝腫瘍同定における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

C1229
転移性去勢抵抗性前立腺がんにおけるFDG-PET/CTを用いた治療
効果判定

富樫 かおり 画像診断学・核医学

C1231
維持期の心臓リハビリ患者におけるセンシング運動促進システムを
活用した運動療法の長期効果の検証

小笹 寧子 循環器内科



C1233
小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリスク分類
を用いた集学的治療第Ⅱ相試験（JCCG EPN1501)

荒川 芳輝 脳神経外科

C1234
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
（LCH12）

足立 壮一 検査応用開発学

C1236
Volumetric-modulated Dynamic WaveArc therapy(VMDWAT)の実行
可能性および線量投与正確性検証のための臨床研究

溝脇 尚志 放射線腫瘍学・画像応用治療学

C1237
甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの有効性及び安全性に関す
る第2相試験(HOPE)

北村 守正 耳鼻咽喉科

C1238

中等度のQRS幅の拡大を認める左脚ブロック症例に対するaCRTを
用いた心臓再同期療法に関する医師主導型臨床研究Adoption of 
Adaptive CRT in Patients with 
LBBB and Moderate Wide QRS (aCRT MID-Q)

木村 剛 循環器内科学

C1239
上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における
術直後単回ピラルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第III相
試験

小川 修 泌尿器科学

C1241
横紋筋肉腫低リスクA 群患者に対するVAC1.2（ビンクリスチン、アク
チノマイシンD、シクロホスファミド1.2 g/m2）/ VA 療法の有効性及び
安全性の評価第II 相臨床試験

足立 壮一 検査応用開発学

C1242
進行期神経芽腫に対するKIRリガンドミスマッチ同種造血細胞移植
の有効性に関する研究

足立 壮一 検査応用開発学

C1243
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(HL4)

足立 壮一 検査応用開発学

C1244
小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB化学
療法の安全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験
(B-NHL4)

足立 壮一 検査応用開発学

C1247
野球選手における肩関節内旋・水平内転可動域制限改善を目的と
したストレッチング方法の検討

市橋 則明 運動機能開発学

C1249
非医療従事者を対象に胸骨圧迫の上限の深さを設定した指導方法
による教育効果の検討

西山 知佳 クリティカルケア看護学

C1250
前後比較による間質性肺疾患患者に対する胸部固定帯を用いた新
規咳嗽制御効果の検討

佐藤 隆平 クリティカルケア看護学

C1251
結合ニューロフィードバックの統合失調症への治療応用に関する研
究

髙橋 英彦 精神医学

C1252
新規術野投影機器により可視化された近赤外蛍光画像をガイドとし
て行う肝切除における切離ライン精度の検討

瀬尾 智 肝胆膵・移植外科

C1253
難治性膠原病に対する免疫抑制薬併用療法の実態に関する前向き
観察研究

藏本 伸生 免疫・膠原病内科

C1254 CTとMRによる頭蓋内プラークの描出能に関する研究 富樫 かおり 画像診断学・核医学

C1255

論文の抄録の結論における誇張が臨床医の介入に対する印象に与
える影響：ランダム化比較試験 
(略称：DOCTOR study（Do Overstated Conclusions Trick Our 
Readers?）試験)

古川 壽亮 健康増進・行動学分野

C1256 7T-MRI装置による遺伝性脳小血管病CADASILの研究 麻生 俊彦 脳機能総合研究センター

C1257
局所進行直腸癌に対し、強度変調放射線治療を利用した術前化学
放射線療法のパイロット臨床試験

溝脇 尚志 放射線腫瘍学・画像応用治療学

C1258
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

上本 伸二 肝胆膵・移植外科学

C1259
反復性経頭蓋磁気刺激法による認知機能改善についての探索的研
究

髙橋 英彦 精神医学

C1260
持続性心房細動に対する左房低電位領域アブレーションの安全性
と有効性の検討（START試験）

木村 剛 循環器内科学

C1261 光イメージング装置を用いたヒト皮膚疾患の臨床研究 椛島 健治 皮膚科学
C1262 手術の安全性向上における3次元肝臓模型の有効性に関する検討 上本 伸二 肝胆膵・移植外科学

C1263
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)

足立 壮一 検査応用開発学

C1264
肝移植におけるHMB・L-アルギニン・L-グルタミン配合飲料によるサ
ルコペニア改善効果に関するパイロット無作為化比較試験

海道 利実 臓器移植医療部

C1265
転移性肺腫瘍に対する、蛍光塗料インドシアニングリーンを利用した
切除支援システム

陳 豊史 呼吸器外科学

C1266
本邦における両側性腎芽腫に対する統一プロトコールによる腎温存
の評価(RTBL14)

足立 壮一 検査応用開発学

C1267
臨床病期I/II期非小細胞肺癌に対する選択的リンパ節郭清の治療
的意義に関するランダム化比較試験(JCOG1413)

伊達 洋至 呼吸器外科学

C1270
炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの探索 - Adalimumab治療に
おけるLRGの有用性の検討

松浦 稔 内視鏡部

C1273
全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホルモン治療に
続発する大腿骨頭壊死症発生抑制治療

笹井 蘭 免疫・膠原病内科
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