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17001 H29.4.24 条件付 内科学（腎臓内科） 深水　圭 深水　圭 甲斐田　祐介　他
血液透析下の日本人二次性副甲状腺機能亢進症患者においてシナカルセト塩酸塩からエ

テルカルセチド塩酸塩に切り替える際の両剤の有効用量の関係と安全性

17002 H29.5.15 承認 神経精神医学 小路　純央 小路　純央 内村　直尚　他 もの忘れ予防検診における多面的評価による認知症の予防と早期発見

17003 H29.4.14 承認 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 佐藤　公宣 佐藤　公宣 秋葉　純　他 MAML2遺伝子転座により診断し得た舌下腺原発の粘表皮癌症例 情報公開

17004 H29.4.28 承認 小児科学 大園　秀一 大園　秀一
造血管細胞移植を行った若年性骨髄単球性白血病患者の晩期合併症に関する横断的観察

研究
情報公開

17005 H29.4.28 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 海江田　信二郎 海江田　信二郎 星野　友昭　他 シェーグレン症候群における唾液腺炎病態形成メカニズム解析

17006 H29.4.14 承認 医療センター整形外科・関節外科センター 野口　幸志 野口　幸志 外反母趾手術患者における、足以外の体の痛みに関する多施設コホート研究

17007 H29.4.14 承認 臨床検査部 大崎　浩一 大崎　浩一 骨髄異形成症候群(MDS)の画像判定サポートシステム開発 情報公開

17008 H29.4.14 承認 GC/MS医学応用研究施設 渡邊　順子 渡邊　順子 福井　香織 古典型フェニルケトン尿疾患者の栄養状態の研究

17009 H29.4.28 承認 内科学（消化器内科） 野田　悠 野田　悠 川口　巧　他 非B非C肝細胞癌の予後因子の検討 情報公開

17010 H29.4.14 承認 産婦人科学 西尾　真 牛嶋　公生 西尾　真
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)

17011 H29.4.14 承認 産婦人科学 西尾　真 牛嶋　公生 西尾　真
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)

17012 H29.4.14 承認 産婦人科学 西尾　真 牛嶋　公生 西尾　真 子宮体癌に対する卵巣温存後の再発形式と予後に対する後方視的多施設共同研究 情報公開

17013 H29.4.14 承認 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 小野　剛治 小野　剛治 進　武一郎　他 鼻、副鼻腔癌(上顎、篩骨、鼻腔癌)における予後因子の探索 情報公開

17014 H29.4.28 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 東　公一 東　公一 山田　一彦　他

EGFR-TKIに不応となったT790M陽性、進行・再発肺腺癌を対象としたオシメルチニブ+

ベバシズマブの第Ⅰ相試験と、オシメルチニブ単剤との無作為化第Ⅱ相試験

(WJOG8715L)

17015 H29.4.28 承認 感染制御学 渡邊　浩 渡邊　浩 八板　謙一郎　他 感染症コンサルテーションの中でのヒト免疫不全ウイルス感染症例の解析 情報公開

17016 H29.4.14 承認 解剖学(顕微解剖・生体形成） 中村　桂一郎 中村　桂一郎 安永　悟　他 LTD基盤型PBLテュートリアルの有効性に関する実証的研究

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17003.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17004.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17007.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17009.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17012.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17013.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17015.pdf
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17017 H29.4.14 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 山田　一彦 山田　一彦 東　公一　他 既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボルマブの単群検証的試験

17018 H29.4.28 承認 循環器病センター 上野　高史 上野　高史 石松　高　他
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向

き観察研究(多施設共同研究)

17019 H29.4.28 承認 内科学（消化器内科） 城野　智毅 鳥村　拓司 城野　智毅　他
標準治療抵抗性肝細胞癌遠隔転移巣に対する抗癌剤動注化学療法の有用性と安全性につ

いての後ろ向き研究
情報公開

17020 H29.5.15 承認 救急医学 鍋田　雅和 高須　修 鍋田　雅和　他 病院前診療における脳卒中患者の病態予測と予後に関する臨床研究 情報公開

17021 H29.5.15 承認 環境医学 森松　嘉孝 森松　嘉孝 石竹　達也 久留米大学女子医学生のライフデザイン展望とキャリア継続意識調査

17022 H29.5.24 条件付 内科学（心臓・血管内科） 大塚　昌紀 大塚　昌紀 福本　義弘　他 重症虚血肢における超音波温浴治療法の有効性の検討についての研究

17023 H29.5.15 承認 内科学（心臓・血管内科） 佐々木　基起 佐々木　基起 福本　義弘　他
皮下脂肪組織由来再生細胞を用いた血管新生療法の既存効果を増強させる新手法の開発

研究

17024 H29.5.26 条件付 リハビリテーション部 松瀬　博夫 松瀬　博夫 志波　直人　他 生活習慣病予防に有効な運動療法の開発に関する介入研究

17025 H29.4.28 承認

17026 H29.4.28 承認 皮膚科学 石井　文人 石井　文人 名嘉眞　武国　他 天疱瘡患者のレジストリ研究

17027 H29.5.15 承認 小児科学 山下　裕史朗 山下　裕史朗 須田　正勇　他 発達障害児における運動機能障害に関する神経学的基盤の解明

17028 H29.5.15 承認 小児科学 山下　裕史朗 山下　裕史朗 家村　明子　他 教員・保育者における発達障害へのアウェアネスに関する研究 情報公開

17029 H29.5.15 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 川山　智隆 川山　智隆 木下　隆　他
慢性閉塞性肺疾患患者における長時間作用性抗コリン薬/β2刺激薬配合薬の症状・呼吸機

能・身体活動量への効果に関する研究

17030 H29.5.31 承認 産婦人科学 堀之内　崇士 堀之内　崇士 吉里　俊幸 早産の予測に有用な母体所見の検討 情報公開

17031 H29.5.15 承認 整形外科学 山田　圭 山田　圭 佐藤　公昭　他 脊椎疾患による痛みの病体解明と治療効果に関する前向き研究

17032 H29.5.31 承認 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他
標準治療抵抗性大腸がんに対する大建中湯併用テーラーメイドがんペプチドワクチン療

法の第Ⅱ相無作為比較臨床試験

非公開

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17019.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17020.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17028.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17030.pdf
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17033 H29.5.31 承認

17034 H29.5.31 承認 内科学（心臓・血管内科） 大江　征嗣 大江　征嗣 原口　剛　他

カテーテルアブレーションを施術した非弁膜症性心房細動症例の抗疑固療法の実態とそ

の予後に関する観察研究～RYOUMA Registry～ Real world ablation therapY with

anti-cOagUlants in Management of Atrial fibrillation

17035 H29.5.31 承認 外科学 今井　伸一 今井　伸一 金本　亮　他
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの有効

性及び安全性に関する登録観察研究

17036 H29.5.31 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 森重　聡 長藤　宏司 森重　聡　他

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(JSCT Haplo17

RIC)

17037 H29.5.31 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 森重　聡 長藤　宏司 森重　聡　他

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)

17038 H29.5.31 承認 皮膚科学 古賀　浩嗣 古賀　浩嗣 名嘉眞　武国　他 BP180ELISA/CLEIA法が陰性の水疱性類天疱瘡に関する臨床研究 情報公開

17039 H29.6.16 承認 リハビリテーション部 松瀬　博夫 松瀬　博夫 志波　直人　他 ロコモティブシンドロームと慢性疼痛に関する調査研究

17040 H29.5.31 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 山田　一彦 山田　一彦 東　公一　他
脳転移(放射線未治療)のあるT790M陽性非小細胞肺癌に対するオシメルチニブの第Ⅱ相

試験(LOGIK1603/WJOG9116L)

17041 H29.6.16 承認 医療センター外来 内藤　祐子 内藤　祐子 原﨑　礼子　他 リウマチ患者の在宅におけるメトトレキサートR服薬管理に影響を及ぼす要因

17042 H29.5.31 承認 医療センター3階東入院棟 阿南　大地 阿南　大地 鳥巣　千沙　他 糖尿病教育患者への教育入院効果～退院後の疾患理解度と自己管理行動評価から～

17043 H29.7.28 承認 内科学（腎臓内科） 甲斐田　裕介 甲斐田　裕介 深水　圭　他 母体環境、小児期の生活環境が尿中アルブミン排泄に与える影響についての検討

17044 H29.5.31 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 時任　高章 山田　一彦 時任　高章　他

特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン+nab-パクリタキセル+

ニンテダニブ療法とカルボプラチン+nab-パクリタキセル療法のランダム化第Ⅱ相試験

(J-SONIC)

17045 H29.6.16 承認 内科学（消化器内科） 川口　巧 川口　巧 鳥村　拓司　他 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

17046 H29.5.31 承認 小児科学 須田　憲治 須田　憲治 籠手田　雄介　他 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究(KIDCAR)

17047 H29.7.13 条件付 看護学科 三橋　睦子 三橋　睦子 森田　真介　他
人工関節置換術を受ける患者の入院前の衛生行動に対する意識調査-効果的な術前看護介

入に向けて-

17048 H29.6.16 承認 薬剤部 古城戸　綾 古城戸　綾 松本　浩一　他 Carboplationアレルギーに対して脱感作療法を行った1症例 情報公開

非公開

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17038.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17048.pdf
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17049 H29.6.16 承認 内科学（消化器内科） 川口　俊弘 川口　俊弘 井出　達也　他 C型肝炎治療後の発癌 情報公開

17050 H29.7.21 条件付 看護学科 三橋　睦子 三橋　睦子 牟田口　智子　他 訪問入浴介護後の上腕部手洗い方法の検討

17051 H29.7.27 条件付 看護学科 三橋　睦子 三橋　睦子 堀江　恭子　他 訪問看護師を対象とした手指衛生シミュレーション教育介入の効果

17052 H29.7.18 承認 外科学 小嶋　聡生 奥田　康司 小嶋　聡生　他 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 情報公開

17053 H29.6.16 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 山田　一彦 山田　一彦 東　公一　他
EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対する低用量アファチニブの第Ⅱ相試験

(TORG1632)

17054 H29.6.16 承認 神経精神医学 橋爪　祐二 内村　直尚 橋爪　祐二　他 ナルコレプシーの精神科疾患、他の睡眠障害の合併について 情報公開

17055 H29.7.19 承認

17056 H29.7.27 条件付 高度救命救急センター 杉島　寛 杉島　寛 吉川　朱実　他 集中治療室滞在時の記憶のゆがみの実態調査

17057 H29.7.27 条件付 医療連携センター 郷田　佐代子 郷田　佐代子 綾部　光芳
退院支援の中心的役割を果たす病棟主任・副主任看護師の退院支援に向けた評価-退院支

援看護師の職務行動遂行能力評価尺度を活用して-

17058 H29.6.29 承認 皮膚科学 大山　文悟 大山　文悟 大畑　千佳　他 乾癬における新しいバイオマーカーの探索

17059 H29.6.29 承認 看護学科 河原田　康貴 河原田　康貴 古村　美津代　他 看護学生の臨地実習における達成感の構造と就業に対する自信への影響

17060 H29.6.29 承認 医療センター整形外科・関節外科センター 久米　慎一郎 久米　慎一郎 大川　孝浩　他 ハイドロキシアパタイトコーティングステムの臨床成績と疼痛の評価

17061 H29.6.29 承認 眼科学 春田　雅俊 春田　雅俊 山川　良治　他 Sturge-Weber症候群に伴う緑内障に対する線維柱帯切開術の成績 情報公開

17062 H29.7.18 承認 外科5階病棟 福元　香純 福元　香純 中島　仁美　他
パーソンアプローチにおけるインシデント防止対策の検討-久留米大学外科5階病棟にお

けるスタッフの個人特定の調査-

17063 H29.7.7 条件付

17064 H29.7.7 条件付 医学教育研究センター 神代　龍吉 神代　龍吉 柏木　孝仁　他 久留米大学医学部医学科のクリニカルクラークシップの現状

非公開

非公開

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17049.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17052.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17054.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17061.pdf
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17065 H29.6.29 承認 外科学 松本　亮一 赤木　由人 松本　亮一　他 肺葉切除術後長期間経過後の肺機能評価ならびに影響を与える因子の検討 情報公開

17066

17067 H29.6.29 承認 歯科口腔医療センター 楠川　仁悟 楠川　仁悟 喜久田　翔伍　他 下顎骨及び下顎骨周辺組織の画像解剖学的検討 情報公開

17068 H29.7.18 承認 リハビリテーション部 谷口　侑紀 谷口　侑紀 志波　直人　他 変形性股関節症患者の人工股関節全置換術前後での膝関節に着目した歩行解析

17069 H29.6.29 承認 内科学（消化器内科） 川口　巧 川口　巧 鳥村　拓司　他 慢性肝疾患の成因別耐糖能異常の相違点と特徴についての解析 情報公開

17070 H29.7.18 承認 高度救命救急センター 平野　友裕 平野　友裕 杉島　寛　他 経口気管挿管チューブの安全な固定方法の検討～C型バイトブロック導入の効果～ 情報公開

17071 H29.6.29 承認 外科学 赤木　由人 赤木　由人 四方田　隆任

フッ化ピリミジン系製剤、オキサリプラチン、イリノテカン、セツキシマブ、ベバシズ

マブ不応のRAS野生型切除不能・進行再発大腸癌を対象としたセツキシマブ再投与の有

効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験

17072 H29.7.18 承認 内科学（内分泌代謝内科） 岩田　慎平 岩田　慎平 野村　政壽　他 小児糖尿病サマーキャンプにおけるFreeStyleリブレProの有効性の検討

17073 H29.7.18 承認 感染制御学 後藤　憲志 後藤　憲志 中嶋　洋介　他 小児におけるボリコナゾールの有効性と安全性に関する研究 情報公開

17074 H29.6.29 承認 医学教育研究センター 神代　龍吉 神代　龍吉 柏木　孝仁　他 国試改革に対する6年生の心境調査

17075 H29.7.18 承認 医療センターリハビリテーション部 緒方　悠太 緒方　悠太 田渕　幸祐　他 半月板損傷に対する手術前後の半月板運動の変化と動作時膝関節kinematics解析

17076 H29.7.18 承認 サージカルICU 林　ゆかり 林　ゆかり 綾部　光芳 交代勤務看護師の疲労回復に影響する生活活動

17077 H29.7.18 承認 整形外科学 後藤　昌史 後藤　昌史 光井　康博　他 胸郭出口症候群患者における上肢運動中の肩関節動態調査

17078 H29.7.18 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 山田　一彦 山田　一彦 東　公一　他
Performance status(PS) 2 進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、アブラキサン

併用化学療法の第Ⅱ相試験(TORG1426)

17079 H29.7.18 承認 腫瘍センター 緒方　裕 緒方　裕 ロンサーフ(TFTD)使用症例の後ろ向き観察(コホート)研究(JFMC50) 情報公開

17080 H29.7.18 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 時任　高章 星野　友昭 時任　高章　他 PS不良EGFR遺伝子T790M変異陽性肺癌に対するOsimertinib単剤療法の第Ⅱ相試験

非公開
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17081 H29.7.18 承認 産婦人科学 吉里　俊幸 牛嶋　公生 吉里　俊幸　他 福岡県における母体搬送患者の状況調査 情報公開

17082 H29.7.18 承認 内科学（心臓・血管内科） 大渕　綾 福本　義弘 大渕　綾　他
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

17083 H29.12.18 承認 産婦人科学 宮原　通夫 吉里　俊幸 宮原　通夫　他 耐糖能異常妊婦の産後follow-up study

17084 H29.7.28 承認 小児科学 永光　信一郎 永光　信一郎 石井　隆大　他 親子の心の診療体制構築のための多職種連携に関する課題整理(アンケート調査)

17085 H29.7.28 承認 産婦人科学 西尾　真 牛嶋　公生 西尾　真 子宮内膜間質肉腫の組織型別予後と治療法に関する調査研究 情報公開

17086 H29.7.28 承認 リハビリテーション部 神谷　俊次 神谷　俊次 川口　巧　他 慢性肝疾患患者におけるサルコペニア診断基準の比較検討 情報公開

17087 条件付 小児科学 岸本　慎太郎 岸本　慎太郎 須田　憲治　他 完全大血管転位術後遠隔期の冠状動脈のPET/CTによる観察

17088 H29.7.28 承認 皮膚科学 大畑　千佳 大畑　千佳 古賀　浩嗣　他 自己免疫性水疱症に対する血漿交換療法についての臨床研究 情報公開

17089 H29.7.28 承認 看護学科 中嶋　カツヱ 中嶋　カツヱ 草場　美穂　他 就労している母親の家庭の役割と仕事の役割に対する自己肯定感と影響を及ぼす要因

17090 H29.7.28 承認 サージカルICU 堀　幸雄 堀　幸雄 志波　直人　他 集中治療室へ入院中の開心術後患者のせん妄症状の実態と発生要因の分析 情報公開

17091 H29.8.31 承認 環境医学 森松　嘉孝 森松　嘉孝 石竹　達也　他 潜水・潜函作業現場における安全管理に対する認識とその現状調査

17092 H29.10.13 条件付 リハビリテーション部 森　駿一朗 森　駿一朗 木下　隆　他 慢性呼吸器疾患が心臓血管外科手術に与える影響について

17093 H29.7.28 承認 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他
標準治療抵抗性胃がんに対する十全大補湯併用テーラーメイドがんペプチドワクチン療

法の第Ⅱ相無作為比較臨床試験

17094 H29.7.28 承認 がんワクチンセンター 伊東　恭悟 伊東　恭悟 由谷　茂　他
標準治療抵抗性進行性血液腫瘍に対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の第

Ⅱ相臨床試験

17095 H29.7.28 承認 がんワクチンセンター 伊東　恭悟 伊東　恭悟 由谷　茂　他
標準治療抵抗性進行性食道がんに対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の第

Ⅱ相臨床試験

17096 H29.7.28 承認 がんワクチンセンター 伊東　恭悟 伊東　恭悟 由谷　茂　他
標準治療抵抗性進行性頭頚部がんに対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の

第Ⅱ相臨床試験
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17097 H29.7.28 承認 がんワクチンセンター 伊東　恭悟 伊東　恭悟 由谷　茂　他
標準治療抵抗性進行性内分泌がんに対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の

第Ⅱ相臨床試験

17098 H29.7.28 承認 がんワクチンセンター 伊東　恭悟 伊東　恭悟 由谷　茂　他
標準治療抵抗性進行性皮膚がんに対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の第

Ⅱ相臨床試験

17099 H29.9.15 承認 整形外科学 志波　直人 志波　直人 藤田　努　他
歩行動作における大腿骨前捻角と股関節外転モーメントとの関連性について～クレイグ

テストを用いた健常成人前捻角計測による検討～

17100 H29.7.28 承認 バイオ統計センター 角間　辰之 角間　辰之 村上　冴 胆道癌に対する胆道再建術後胆管炎発症における局所再発の影響 情報公開

17101 H29.8.21 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 鎌田　崇嗣 鎌田　崇嗣 進行性核上性麻痺におけるMIBG心筋シンチグラフィーの意義の解明 情報公開

17102 H29.8.21 承認 病理学 近藤　礼一郎 近藤　礼一郎 矢野　博久　他 自己免疫性肝疾患を背景にみられた肝癌の病理学的研究 情報公開

17103 H29.8.21 承認 眼科学 春田　雅俊 春田　雅俊 山川　良治　他 両眼性の球後視神経症の臨床的特徴の研究 情報公開

17104 H29.8.21 承認 眼科学 岩田　健作 岩田　健作 山川　良治　他 増殖糖尿病網羅症に対する小切開硝子体手術の術後成績 情報公開

17105 H29.8.21 承認 皮膚科学 古賀　浩嗣 古賀　浩嗣 名嘉眞　武国　他 自己免疫性水疱症の自己抗体研究

17106 H29.8.21 承認 外科学 田中　啓之 田中　啓之 飛永　覚　他
大動脈弓部疾患に対するオープン型ステントグラフト内挿術と外科的置換術の観察研究

(J-ORCHESTRA Study)

17107 H29.8.21 承認 眼科学 石橋　弘基 石橋　弘基 山川　良治　他
滲出型加齢黄斑変性に対するアフリベルセプト硝子体内投与 treat and extend法の長期

成績
情報公開

17108 H29.8.21 承認 皮膚科学 大畑　千佳 大畑　千佳 大山　文悟　他 生物学的製剤治療に係る乾癬患者の抗酸菌感染症発症状況の多施設共同観察研究

17109 H29.8.21 承認 小児科学 岡松　由記 岡松　由記 鼻炎症状を有する小児における鼻汁中好酸球と鼻腔培養の検討 情報公開

17110 H29.8.21 承認 整形外科学 田中　康嗣 志波　直人 田中　康嗣　他 腱板大・広範囲断裂鏡視下術後の再断裂と臨床成績の関連性 情報公開

17111 H29.8.31 承認 神経精神医学 堀川　直希 内村　直尚 堀川　直希　他 せん妄リスクに配慮した睡眠薬使用下でのせん妄出現に関する研究 情報公開

17112 H29.8.31 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 森重　聡 森重　聡 長藤　宏司　他 MLL遺伝子再構成を伴う成人急性白血病の移植成績 情報公開
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17113 H29.8.31 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 鶴田　修 岡部　義信　他 画像集積を加えた Enhanced-JED

17114 H29.9.15 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大崎　浩一 長藤　宏司 大崎　浩一　他
多発性骨髄腫患者におけるカルフィルゾミブ治療後の心血管合併症および心電図異常に

ついての後方視的検討
情報公開

17115 H29.9.15 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大崎　浩一 長藤　宏司 大崎　浩一　他

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ーデキサメタゾン(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

17116 H29.8.31 承認 歯科口腔医療センター 楠川　仁悟 楠川　仁悟 岩本　修　他 cN0舌癌に対する予防的頚部郭清術の前向き観察研究

17117 H29.8.31 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 鳥村　拓司 岡部　義信　他
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診およびERCP下細胞診における検体処理法の成績と問題点

ならびに免疫細胞染色の可否に関する後方視研究
情報公開

17118 H29.8.31 承認 小児科学 須田　憲治 須田　憲治 籠手田　雄介　他
新しい心臓超音波機能検査法を用いた先天性心血管病変に対するカテーテル治療の効果

検討-後方視的検討-
情報公開

17119 H29.8.31 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 鳥村　拓司 岡部　義信　他
新規アングル型0.025インチガイドワイヤとストレート型0.025インチガイドワイヤを用

いた肝門部領域胆管狭窄部突破に関する多施設共同前向き無作為化比較試験

17120 H29.9.15 承認 形成外科・顎顔面外科 橋口　晋一郎 清川　兼輔 橋口　晋一郎 舌再建術後の嚥下障害発生割合を検討する多施設共同前向き観察研究(OPERA)

17121 H29.8.31 承認 泌尿器科 植田　浩介 植田　浩介 井川　掌　他
転移性淡明型腎細胞癌におけるPD-1、PD-L1の発現と臨床病理学的因子および分子標的

治療の効果に関する検討
情報公開

17122 H29.8.31 承認 外科学 田中　啓之 田中　啓之 今井　伸一　他 FDG-PET/CTを用いたIgG4関連疾患における血管・全身臓器の炎症活動性評価 情報公開

17123 H29.8.31 承認 内科学（消化器内科） 井出　達也 井出　達也 天野　恵介 肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る肝炎対策の効果検証と拡充に関する研究

17124 H29.9.15 承認 東棟10階 杉本　昌子 杉本　昌子 後藤　恵美子　他 慢性肝疾患患者におけるサルコペニアの実態調査 情報公開

17125 H29.8.31 承認 内科学（内分泌代謝内科） 田尻　祐司 田尻　祐司 中山　ひとみ　他 糖尿病患者における睡眠の実態調査 情報公開

17126 H29.9.15 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大屋　周期 大屋　周期 長藤　宏司　他 急性前骨髄球性白血病の治療成績-単一施設における後方視的検討- 情報公開

17127 H29.9.15 承認 内科学（心臓・血管内科） 本多　亮博 本多　亮博 戸次　宗久　他 心房細動症例の認知機能に影響を及ぼす因子の解明

17128 H29.8.31 承認 病理学 内藤　嘉紀 矢野　博久 内藤　嘉紀　他 偶発胆囊癌の病理学的特徴の解明 情報公開
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17129 H29.8.31 承認 臨床検査部 大和　美里 大和　美里 中島　収　他 感染症測定試薬反応性の比較検討 情報公開

17130 H29.8.31 承認 放射線医学 倉田　精二 倉田　精二 安陪　等思　他 FDG-PETにおける甲状腺集積の臨床的有用性に関する研究 情報公開

17131 H29.9.15 承認 小児科学 永光　信一郎 永光　信一郎 親子の心の診療ガイドライン作成のための課題整理(アンケート調査)

17132 H29.9.29 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 毛利　文彦 長藤　宏司 毛利　文彦 再生検時と既知の診断が異なる悪性リンパ腫に関する研究 情報公開

17133 H29.10.25 条件付 小児科学 屋宮　清仁 後藤　憲志 屋宮　清仁　他 生後3ヶ月未満の発熱症例の起炎微生物診断に関する網羅的検討

17134 H29.9.15 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 東　公一 東　公一 山田　一彦　他
PBMC immunological biomarker で判別した既治療進行期非小細胞肺癌に対するニボル

マブの第Ⅱ相試験(NEJ029B)

17135 H29.9.15 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 東　公一 東　公一 山田　一彦　他

ALK陽性肺癌に関するレトロスペクティブ研究-ALK陽性肺癌に対するクリゾチニブ後に

アレクチニブを投与する治療シークエンスの臨床効果の多施設共同後ろ向き研究-

(WJOG9516J)

17136 H29.9.15 承認 内科学（心臓・血管内科） 柴田　龍宏 福本　義弘 柴田　龍宏　他 循環器緩和ケアにおける診療の質評価に関する研究 情報公開

17137 H29.9.29 承認 外科学 唐　宇飛 赤木　由人 唐　宇飛　他

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相臨床試験

(JBCRG-M06:EMERALD)

17138 H29.9.15 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 長藤　宏司 長藤　宏司 大崎　浩一　他 ODK-1601の離床性能試験

17139 H29.9.29 条件付 環境医学 森松　嘉孝 森松　嘉孝 石竹　達也　他
潜水・潜函作業時の生体ストレス評価、ならびに酸素による減圧障害予防・治療効果の

検討

17140 H29.9.15 承認 薬剤部 松延　麻璃子 松延　麻璃子 松隈　匠子　他 久留米大学病院産科病棟における授乳婦への市販薬指導の取り組み 情報公開

17141 H29.9.15 承認 整形外科学 山田　圭 山田　圭 志波　直人　他
脊椎疾患(頚胸椎後縦靭帯骨化症・黄色靭帯骨化症・脊柱変形・腫瘍)の治療法を検証す

る前向き多施設研究

17142 H29.9.29 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大崎　浩一 大崎　浩一 長藤　宏司　他 TACO(輸血関連循環過負荷)の実態調査 情報公開

17143 H29.9.29 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大崎　浩一 大崎　浩一 長藤　宏司　他 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 情報公開

17144 H29.9.29 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大崎　浩一 大崎　浩一 長藤　宏司　他
再発・難治多発性骨髄腫に対するカルフィルゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン併

用療法(KRd療法)に関する後方視的解析
情報公開
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17145 H29.11.30 承認 がん集学治療センター 深堀　理 赤木　由人 深堀　理　他
高齢者進行・再発胃癌に対する1次治療としてのS-1+ラムシルマブ療法の他施設共同第

Ⅱ走試験(KSCC1701)

17146 H29.9.29 承認 がん集学治療センター 深堀　理 三輪　啓介 深堀　理　他
高齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-1/L-OHP併用(SOX)療法のランダム

化第Ⅱ相試験(WJOG8315G)

17147 H29.9.27 条件付 内科学（内分泌代謝内科） 田尻　祐司 田尻　祐司 大塚　由絵 SGLT2阻害薬治療によるブドウ糖毒性改善に伴うインスリン抵抗性の変化

17148 H29.9.29 承認 高度救命救急センター 山下　典雄 山下　典雄 宇津　秀晃　他 集中治療室における敗血症診断

17149 H29.10.13 承認 外科学 奥田　康司 奥田　康司 後藤　祐一　他
切除不能局所進行肝細胞癌に対し肝動注化学療法を施行した後、切除可能となり肝切除

を施行することが可能であった症例の予後の検討
情報公開

17150 H29.9.29 承認 眼科学 門田　遊 山川　良治 門田　遊　他 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 情報公開

17151 H29.9.29 承認 小児科学 水落　建輝 水落　建輝 石原　潤　他 フォンタン術後患者における超音波エラストグラフィの有用性に関する研究

17152 H29.12.22
条件付

承認
薬剤部 神埼　洋平 神埼　洋平 樋口　恭子　他

CCr60mL/min未満の常染色体優性多発性のう胞腎患者におけるトルバプタン長期投与の

検査値推移
情報公開

17153 H29.9.29 承認 先端癌治療研究センター（臨床研究部門） 野口　正典 野口　正典 伊東　恭悟　他
去勢抵抗性前立腺がんに対する漢方薬併用テーラーメイドがんペプチドワクチン療法の

第Ⅱ相無作為比較試験

17154 H29.9.29 承認 環境医学 石竹　達也 石竹　達也 井上　都
多様な勤務形態下で長時間勤務に従事する看護師の疲労やストレスとその軽減策として

の休み時間のあり方について

17155 H29.10.13 承認 内科学（消化器内科） 川口　巧 鳥村　拓司 川口　巧 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 情報公開

17156 H29.9.29 承認 集中治療部 新山　修平 新山　修平 有永　康一　他 WEAN SAFE study 情報公開

17157 H29.10.13 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 大崎　浩一 長藤　宏司 大崎　浩一　他
未治療高齢者多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞

移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験(FBMTG EMM17)

17158 H29.9.29 承認 医療センター内分泌代謝内科 廣松　雄治 廣松　雄治 江口　洋幸　他
甲状腺眼症を中心とする各種甲状腺疾患における甲状腺刺激性自己抗体とTSHレセプ

ター抗体(ヒト)(TRAb)の臨床評価

17159 H29.9.29 承認 小児科学 大園　秀一 大園　秀一 八木　実　他

横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2(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2.2g/m2)/VI(ビンクリスチン、イリノテカン)療法の有効性及び安全

性の評価第Ⅱ相臨床試験

17160 H29.9.29 承認 小児科学 大園　秀一 大園　秀一 八木　実　他

横紋筋肉腫高リスク群患者に対するVI(ビンクリスチン、イリノテカン)/VPC(ビンクリス

チン、ピラルビシン、シクロホスファミド)/IE(イホスファミド、エトポシド)/VAC(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)療法の有効性及び安全性の評価

情報公開

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17149.pdf
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17161 H29.10.13 承認 感染制御学 渡邊　浩 渡邊　浩 酒井　義朗　他 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)のアウトブレイクにおける分子疫学的検討 情報公開

17162 H29.10.13 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 岡部　義信 石田　祐介
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

17163 H29.10.13 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 岡部　義信 石田　祐介 他
超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における22GFranseen針と20G側溝付き針による自己免

疫性膵炎の病理組織学的検討-多施設共同前向き無作為化比較試験-

17164 H29.10.23 条件付 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他 9種の悪性腫瘍患者に対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法第Ⅱ相臨床試験

17165 H29.10.13 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 長藤　宏司 長藤　宏司 毛利　文彦　他 福岡血液骨髄移植グループ移植患者データベース作成調査研究 情報公開

17166 H29.10.31 承認 看護学科 益森　かづき 益森　かづき 佐子　順子
小児病棟看護師が捉える慢性疾患を抱える子ども・家族の生活再構築に向けた看護の検

討

17167 H29.10.13 承認 内科学（消化器内科） 井出　達也 鳥村　拓司 井出　達也　他
C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル+アスナプレビル+ベクラブビル併用療法の有用

性の検討(多施設共同研究)
情報公開

17168 H29.10.13 承認 病理学 越野　繭子 大島　孝一 越野　繭子　他 菊池病の疫学および臨床像 情報公開

17169 高度救命救急センター 高田　清佳 高田　清佳 犬塚　裕樹　他 救急患者家族ニード尺度の開発-信頼性・妥当性の検証-

17170 H29.10.31 承認 外科学 吉山　康一 高森　信三 吉山　康一 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究

17171 H29.10.31 承認 産婦人科学 西尾　真 西尾　真 先進医療としての腹腔鏡下広汎子宮全摘術の実態に関する調査研究 情報公開

17172 H29.10.31 承認 看護学科 益森　かづき 益森　かづき 平塚　奈希 成人病棟に入院する子どもとその家族への看護の現状と課題

17173 H29.10.31 承認 整形外科学 平岡　弘二 平岡　弘二 志波　直人　他 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

17174 H29.10.31 承認 看護学科 原　頼子 原　頼子
看護学生が緩和ケアの講義でつらく悲しくなる内容、関連要因とそのとき感じ考えたこ

と

17175 H29.10.31 承認 看護学科 益守　かづき 益守　かづき 野間口　有加 NICU・GCU看護師が母親との関わりの中で感じる倫理的ジレンマと対処

17176 H29.10.31 承認 画像診断センター 川田　秀道 川田　秀道 山本　直樹　他 DSA(Digital Subtraction Angiography)におけるモーションアーチファクトの低減

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17161.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17165.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17167.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17168.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17171.pdf
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17177 H29.10.31 承認 外科学 赤木　由人 赤木　由人 三輪　啓介　他

FOLFOX plus panitumumabによる一次治療抵抗または不耐となったRAS wild-type、

切除不能進行・再発大腸癌に対する2次治療としてのFOLFIRI plus panitumumab療法

の有効性に関する多施設共同第Ⅱ相試験-Liquid Biopsyによるバイオマーカー発現の変

17178 H29.11.17 承認 外科学 赤木　由人 赤木　由人 衣笠　哲史　他 卵巣転移、鼡径リンパ節転移に関する研究 情報公開

17179 H29.11.17 承認 高度救命救急センター 福田　理史 高須　修 福田　理史　他 NDIGO分類における急性腎障害の程度と臨床的重症度についての後ろ向き観察研究 情報公開

17180 H29.10.31 承認 内科学（腎臓内科） 玻座真　琢磨 玻座真　琢磨 乙咩　崇臣　他 透析監視装置(DCS-100NX)モニタリング機能の有用性の検討

17181 H29.11.17 承認 整形外科学 平岡　弘二 平岡　弘二 志波　直人　他
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-

17182 H29.10.31 承認 皮膚科学 大畑　千佳 名嘉眞　武国 大畑　千佳　他
Brodalumabを投与された国内乾癬患者を対象とした patient-reported outcome 測定

研究(介入研究)

17183 H29.12.6 条件付 脳神経外科学 野口　慶 森岡　基浩 野口　慶　他 もやもや病に対する側頭筋膜を利用した新しい間接血行再建術の検討研究 情報公開

17184 H29.10.31 承認 皮膚科学 大畑　千佳 大畑　千佳 古賀　浩嗣　他 日本人疱疹状皮膚炎患者におけるセリアック病合併に関する研究

17185 H29.11.17 承認 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 進　武一郎 梅野　博仁 進　武一郎　他
再発・転移頭頚部扁平上皮癌に対するmodified PFE療法とmodified TPEx療法を比較す

るランダム化第Ⅱ相多施設共同試験

17186 H29.11.17 承認 外科学 川原　隆一 川原　隆一 奥田　康司　他 尾側膵切除における脾動脈、背側膵動脈、左胃静脈、下腸間膜静脈の検討 情報公開

17187 H29.11.30 承認 外科学 川原　隆一 川原　隆一 奥田　康司　他 膵硬度測定と術後膵液漏の検討

17188 H29.11.17 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 時任　高章 星野　友昭 時任　高章　他 進行肺癌症例の原発巣および転移巣におけるPD-L1発現に関する後方視的研究 情報公開

17189 H29.11.17 承認 皮膚科学 大畑　千佳 大畑　千佳 大山　文悟　他 乾癬患者における生物学的製剤の使用実態についての臨床研究 情報公開

17190 H29.11.17 承認 看護学科 益守　かづき 益守　かづき 伊東　亜希子 医療的ケアが必要な子どもの家族の思いを尊重する退院支援における看護師の関わり

17191 H29.11.17 承認 循環器病センター 上野　高史 上野　高史 鍵山　弘太郎　他
出血リスクの高い経費的冠動脈インターベンション施行患者を対象としたプレスグレル

治療の研究-PENDULUM mono-

17192 H29.12.8 条件付 環境医学 石竹　達也 石竹　達也 増田　宏　他 準ミリ波・ミリ波照射の生体作用の調査-生体影響に関する調査-
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17193 承認しない 脳神経外科学 吉富　宗健 森岡　基浩 吉富　宗健　他 重症頭蓋内損傷に対する頭蓋内脳波モニタリング研究

17194 H30.1.9 条件付 外科学 朔　浩介 田中　啓之 朔　浩介　他
塩酸ランジオロール(オノアクト)投与による心臓・大血管手術後における心房細動予防

効果の検討

17195 H29.11.21 承認 外科学 酒井　久宗 酒井　久宗 奥田　康司　他 インドシアニングリーン(ICG)蛍光法を用いた肝胆道手術における有用性の検討

17196 H29.11.17 承認 病理学 谷川　雅彦 矢野　博久 谷川　雅彦　他 小腸腫瘍の臨床病理学的特徴に関する検討 情報公開

17197 H29.11.17 承認 内科学（内分泌代謝内科） 永山　綾子 永山　綾子 田尻　祐司　他 糖尿病網膜症、腎症に影響を及ぼす因子の10年間に渡る調査 情報公開

17198 H29.11.30 承認 外科学 合志　健一 赤木　由人 合志　健一　他 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

17199 H29.11.17 承認 臨床工学センター 山香　修 高須　修 山香　修　他
Cytokine absorbing hemofilter continuous hemodiafiltration(CAH-CHDF)導入時に

敗血症性ショックであった患者の腎機能及び治療経過・予後について後ろ向き観察研究
情報公開

17200 H29.11.17 承認 小児科学 進藤　亮太 前野　泰樹 進藤　亮太　他
新生児低体温療法レジストリーによる我が国の新生児蘇生法ガイドラインの普及と効果

の評価に関する研究

17201 H29.11.30 承認 内科学（消化器内科） 有永　照子 鳥村　拓司 有永　照子　他 自己免疫性肝炎における抗ミトコンドリア抗体 情報公開

17202 H29.11.30 承認 がん集学治療センター 深堀　理 三輪　啓介 深堀　理　他

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(TRUSTY)

17203 H29.11.30 承認 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 佐藤　文彦 佐藤　文彦 秋葉　純　他 唾液腺悪性腫瘍における予後因子の探求 情報公開

17204 H29.11.30 承認 内科学（消化器内科） 有永　照子 鳥村　拓司 有永　照子　他 急性発症型自己免疫性肝炎(AIH)の診断指針の策定 情報公開

17205 H29.11.30 承認 内科学（消化器内科） 下瀬　茂男 鳥村　拓司 下瀬　茂男　他
肝細胞癌BCLC B(Intermediate stage)における全生存期間、予後因子解析についての後

ろ向き研究
情報公開

17206 H29.11.30 承認 小児科学 松尾　陽子 松尾　陽子 大園　秀一　他

国内の小児血友病A患者を対象とした遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子Fc融合タンパク質

(rFⅧFc)製剤の有用性を検討する多施設観察研究Fc Adolescent and Children

Treatment study(FACTs)

17207 H29.12.18 承認 感染制御学 渡邊　浩 渡邊　浩 八板　謙一郎　他 非結核性抗酸菌による腱鞘滑膜炎症例の実態調査 情報公開

17208 H29.12.18 承認 内科学（消化器内科） 有永　照子 鳥村　拓司 有永　照子　他 自己免疫性肝炎(AIH)における再燃例・難治例の検討 情報公開
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17209 H29.12.18 承認 内科学（消化器内科） 天野　恵介 天野　恵介 井出　達也　他 B型慢性肝疾患における核酸アナログ製剤を含む治療の検討 情報公開

17210 条件付 産婦人科学 牛嶋　公生 牛嶋　公生 横峯　正人　他
重症妊娠高血圧症候群妊婦における非侵襲的連続血圧測定器を用いたリアルタイムモニ

タリングによる妊娠高血圧症候群の病理解明とデータ構築

17211 H29.12.25 条件付 リハビリテーション部 松瀬　博夫 松瀬　博夫 橋田　竜騎　他 介護予防支援事業における運動介入研究

17212 H30.2.5 条件付 がん集学治療センター 深堀　理 鳥村　拓司 深堀　理　他 胃癌患者を対象としたニボルマブの血中濃度とPD-L1発現の関連解析に関する研究

17213 H29.12.18 承認 薬剤部 内田　沙織 内田　沙織 井上　光鋭　他 久留米大学病院における歯科口腔外科病棟でのNST活動の現状について 情報公開

17214 条件付 内科学（消化器内科） 進藤　洋一郎 鶴田　修 進藤　洋一郎　他 大腸がんにおける糞便中M2-PK、YKL-40測定の臨床的有用性の確認

17215 H29.12.18 承認 外科学 藤田　文彦 赤木　由人 藤田　文彦　他 吸収性組織補強材付自動吻合器を用いた直腸切除術の多施設共同前向き観察研究

17216 H29.12.18 承認 小児科学 渡邊　順子 渡邊　順子 成人ホモシスチン尿症患者の長期社会的予後・生活環境の調査

17217 H29.12.18 承認 がん集学治療センター 三輪　啓介 三輪　啓介 牛島　知之　他 線虫C.elegansを用いたがんスクリーニング評価

17218 H29.12.25 条件付 医療センター内分泌代謝内科 廣松　雄治 廣松　雄治 江口　洋幸　他
甲状腺眼症に対するフラッシュグルコースモニタリングシステムを用いたステロイド・

パルス療法時のグルコース変動パターンの解析

17219 H29.12.25 条件付 外科学 藤田　文彦 藤田　文彦 赤木　由人　他 大腸癌手術患者におけるICG蛍光法を用いた直腸S状部付近の腸管血流の評価 情報公開

17220 H29.12.28 承認 内科学（心臓・血管内科） 熊谷　英太 田原　宣広 熊谷　英太、永田　隆信　他心筋炎・心筋症の病因解明のための病理・血液生化学的解析

17221 H29.12.18 承認 歯科口腔医療センター 楠川　仁悟 楠川　仁悟 中村　守厳　他 疫学調査「口腔がん登録」

17222 H29.12.18 承認 産婦人科学 河野　光一郎 河野　光一郎 牛嶋　公生　他 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術導入後の手術習熟度に関する研究 情報公開

17223 H29.12.28 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 星野　友昭 星野　友昭 坂元　暁　他 間質性肺障害に対するシクロフォスファミド静注療法の安全性、有効性の後ろ向き研究 情報公開

17224 H30.1.31 承認 外科学（小児外科） 坂本　早季 坂本　早季 八木　実　他 胆道閉鎖症術後患児に対する薬物治療に関する全国施設調査

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17209.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17213.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17219.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17222.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17223.pdf


医療に関する倫理委員会　審査状況及び情報公開（平成29年度）

研究番号 承認日 審査結果 申請者所属 申請者 研究責任者 研究分担者 標題 研究内容公開

17225 H29.12.28 承認 高度救命救急センター 松藤　香 松藤　香 合原　則隆　他 高度救命救急センターにおけるIAD(失禁関連皮膚炎)発生の要因分析 情報公開

17226 H29.12.28 承認 病理部 内藤　嘉紀 内藤　嘉紀 秋葉　純 膵癌術前化学・放射線化学療法における病理組織学的特徴に関する研究 情報公開

17227 H29.12.18 承認 外科学 安永　昌史 奥田　康司 安永　昌史　他
根治切断(R0)不能局所進行膵癌に対するGemcitabine + nab - Paclitaxel療法の有用性

に関する前向き多施設共同研究(GEAR study)

17228 H29.12.18 承認 整形外科学 中村　洋輔 中村　洋輔 志波　直人　他 関節鏡視下腱板縫合術後の機能回復に影響する因子の比較検討 情報公開

17229 H29.12.28 承認 産婦人科学 西尾　真 西尾　真
上皮性卵巣癌における妊孕性温存の適応と限界に関する調査研究における妊娠症例に対

する周産期予後に関する検討

17230 H29.12.28 承認 内科学（心臓・血管内科） 柴田　龍宏 福本　義弘 柴田　龍宏　他 循環器疾患患者に関する緩和ケアの質評価研究

17231 H29.12.28 承認 看護学科 立石　麻梨子 立石　麻梨子 三橋　睦子　他
高校における海外渡航時の健康管理の現状と教育者のニーズ～スーパーグローバルハイ

スクールを中心に～

17232 H29.12.28 承認 病理学 谷川　雅彦 矢野　博久 谷川　雅彦　他 腺扁平上皮癌におけるPDL1発現に関する検討 情報公開

17233 H29.12.28 承認 がん集学治療センター 深堀　理 深堀　理
切除不能・再発膵癌に対するゲムシタビン+ナブパクリタキセル療法および

FOLFIRINOX療法に関する多施設共同後方視的研究
情報公開

17234 H29.12.28 承認 内科学（心臓・血管内科） 福本　義弘 福本　義弘 杦山　陽一　他 肺高血圧症の治療法を比較検討する多施設共同症例登録研究(Japan PH Registry)

17235 H30.1.19 承認 内科学（心臓・血管内科） 大江　征嗣 大江　征嗣 原口　剛　他
心臓再同期療法(CRT)奏功の予測因子としての左心室内伝導時間に関する多施設、前向

き、パイロット研究(BIO|SELECT Pilot)

17236 H30.1.19 承認 内科学（消化器内科） 前山　泰彦 鶴田　修 前山　泰彦　他 NBI所見のスコア化による大腸腫瘍の異型度と深達度の予測 情報公開

17237 H29.12.28 承認 内科学（消化器内科） 井出　達也 井出　達也 天野　恵介　他 医療機関における職業実態調査

17238 H30.1.31 承認 外科学 谷脇　慎一 奥田　康司 谷脇　慎一　他 胆嚢癌の診断と治療方針・予後に関する前向き観察研究」

17239 H30.1.19 承認 外科学 藤田　文彦 赤木　由人 藤田　文彦　他 肛門管癌の病態解明とStagingに関する研究 情報公開

17240 H30.1.29 条件付 小児科学 弓削　康太郎 弓削　康太郎 山下　裕史朗　他 希少てんかんに関する調査研究
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17241 H30.1.19 承認 内科学（内分泌代謝内科） 田尻　祐司 田尻　祐司 御船　弘治　他 食事の嗜好性や味覚閾値に対する運動の効果

17242 H29.12.28 承認 歯科口腔医療センター 楠川　仁悟 楠川　仁悟 中村　守厳　他 九州における顎変形症治療の実態調査

17243 H29.12.28 承認 放射線医学 安陪　等思 安陪　等思
医療施設における水晶体の等価線量の実態調査と防護方法に関する効果的な教育プログ

ラムの開発

17244 H29.12.28 承認 免疫学 矢野　有紗 矢野　有紗 溝口　充志　他 炎症性腸疾患における眼免疫の関与について

17245 H30.1.19 承認 外科学 唐　宇飛 唐　宇飛 岡部　実奈　他

フルベストラント使用中に病勢進行したホルモンレセプター陽性・進行再発乳癌患者に

対する、パルボシクリブ追加投与の有効性の検討-多施設共同単群第Ⅱ相臨床試験-

JBCRG-M07(FUTURE)

17246 H30.1.19 承認 内科学（消化器内科） 古賀　浩徳 古賀　浩徳 黒松　亮子　他 REFINE:肝細胞癌におけるレゴラフェニブ観察研究

17247 H30.1.19 承認 看護学科 中嶋　カツヱ 中嶋　カツヱ 杉山　円香　他 妊娠に伴う便秘の状況と対処行動

17248 H30.1.25 条件付 がんワクチンセンター 伊東　恭悟 伊東　恭悟 織田　慶子　他 小児悪性腫瘍に対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療法の第Ⅱ相臨床試験

17249 H30.1.19 承認 小児科学 八ツ賀　秀一 八ツ賀　秀一 古賀　靖敏　他 小児期発症1型糖尿病の治療・予後改善のための多施設共同研究(第5コホート)

17250 H30.1.9 承認 小児科学 大園　秀一 大園　秀一 八木　実　他
初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施設共同臨床第Ⅱ相試験(JPLT3-S,

JPLT3-1)

17251 H30.1.16 承認 外科学（小児外科） 深堀　優 深堀　優 八木　実　他 小児外科疾患における腸内細菌叢の構成異常(Dysbiosis)についての評価

17252 H30.1.19 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 川山　智隆 川山　智隆

プライマリケアにおける喘息モニターに対する呼気中一酸化窒素濃度の有用性に関する

解析(Use of fractional exhaled nitric oxide(FeNO) to guide monitoring of asthma

treatment in primary care

情報公開

17253 H30.1.19 承認 外科学（小児外科） 升井　大介 升井　大介 八木　実　他 腹腔鏡を用いた移動性精巣に対する腹膜鞘状突起開存の評価 情報公開

17254 H30.2.13 条件付 循環器病センター 中島　菜穂子 中島　菜穂子 轟　希美　他 肺血管拡張薬を使用している肺高血圧症患者の副作用に関する検討

17255 H30.1.31 承認 内科学（消化器内科） 城野　智毅 鳥村　拓司 城野　智毅　他 切除不能肝内胆管癌の治療成績、全生存期間、予後因子解析についての後ろ向き研究

17256 H30.1.31 承認 神経精神医学 安元　眞吾 安元　眞吾 内村　直尚　他 電気けいれん療法(ECT)に関する多施設共同による後方視観察研究

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17252.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17253.pdf
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17257 H30.1.19 承認 臨床検査部 藤井　直人 藤井　直人 中島　収　他 右心機能低下とbaPWV、CAVIの関係 情報公開

17258 H30.2.20 条件付 整形外科学 村上　秀孝 村上　秀孝 志波　直人　他 弾発指における体外衝撃波治療の有効性の検証

17259 H30.1.31 承認 内科学（消化器内科） 吉岡　慎一郎 吉岡　慎一郎 福永　秀平　他
ショート型シングルバルーン内視鏡を用いた消化管病変に対する診断および治療に関す

る調査研究

17260 H30.1.31 承認 病理学 黒瀬　浩文 黒瀬　浩文 矢野　博久　他
Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase(LMW-PTP)の切除断端陰性前立

腺癌における術後生化学的再発の予測バイオマーカーとしての有用性

17261 H30.1.31 承認 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他
各種悪性腫瘍に対するペプチド逐次変更型テーラーメイドがんワクチン療法の第Ⅱ相臨

床試験

17262 H30.1.31 承認 内科学（心臓・血管内科） 福本　義弘 福本　義弘 柴田　龍宏　他 慢性心不全におけるアドバンス・ケア・プランニングの支援ツールの有効性の検討

17263 H30.1.31 承認 脳神経外科学 坂田　清彦 森岡　基浩 坂田　清彦　他

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）

17264 H30.1.31 承認 外科学 唐　宇飛 唐　宇飛 岡部　実奈

cT1-3N1M0乳癌における術前化学療法後ycN0症例を対象としたセンチネルリンパ節生

検の妥当性に関する第Ⅱ相臨床試験(Phase Ⅱ study on feasibility of sentinel lymph

node biopsy for ycN0 patients treated with primary chemotherapy in cT1-3N1M0

17265 H30.1.31 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 川山　智隆 川山　智隆 木下　隆　他
成人日本人の閉塞性睡眠時無呼吸患者における重度の睡眠関連上気道機能的狭窄に関す

る検討. ～ 後方視的研究 ～.
情報公開

17266 H30.1.31 承認 医療センター臨床検査室 山口　倫 山口　倫 赤司　桃子　他
早期乳癌の検診過剰診断抑制および複合免疫非侵襲的治療へ向けた臨床病理学的基盤研

究
情報公開

17267 H30.1.31 承認 内科学（心臓・血管内科） 大江　征嗣 大江　征嗣 原口　剛　他
非弁膜症性心房細動患者を対象としたカテーテルアブレーション周術期における経口Fxa

阻害剤エドキサバンの有効性及び安全性評価のための多施設共同臨床研究

17268 H30.2.15 承認 高次脳疾患研究所 小路　純央 小路　純央 内村　直尚　他
非接触型睡眠計を用いた認知症高齢者の睡眠障害に対する客観的評価と薬物療法におけ

る治療評価

17269 H30.2.28 承認 神経精神医学 大江　美佐里 内村　直尚 大江　美佐里　他 トラウマ症状を広汎に把握するためのスクリーニング方法の開発

17270 H30.2.15 承認 腫瘍センター 緒方　裕 緒方　裕 赤木　由人　他 切除不能進行大腸癌1次化学療法における生存期間と画像評価法の検討(KSCC1403-A2) 情報公開

17271 H30.2.15 承認 腫瘍センター 緒方　裕 緒方　裕 赤木　由人　他
進行再発大腸癌における全身化学療法の効果とサルコペニアについての検討

(KSCC1605-A)
情報公開

17272 H30.2.15 承認 神経精神医学 比江嶋　啓至 内村　直尚 比江嶋　啓至　他

慢性不眠症患者を対象としたベンゾジアゼピン系及び非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の減

量・休薬に対するメラトニン受容体作動薬併用の有効性及び安全性に関するプラセボ対

照二重盲検比較多施設共同研究(BRED study)

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17257.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17265.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17266.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17270.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17271.pdf
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17273 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他
抹消血中IL-6値低値の胆道がん患者に対するテーラーメイドペプチドワクチンと低用量

シクロホスファミド併用療法第Ⅱ相無作為比較臨床試験

17274 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他
抹消血中IL-6値高値の胆道がん患者に対するテーラーメイドペプチドワクチンとヒト化

抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体併用療法第Ⅱ相無作為比較臨床試験

17275 H30.2.15 承認 整形外科学 濵田　哲矢 志波　直人 濵田　哲矢　他
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-
情報公開

17276 H30.2.15 承認 神経精神医学 内村　直尚 内村　直尚 小鳥居　望　他 睡眠時無呼吸症候群患者の唾液メタボローム解析

17277 H30.2.15 承認 臨床検査部 今村　健 今村　健 中島　収　他 膵疾患診断に有用なリパーゼ測定試薬であるシグナスオートLIPの比較検討 情報公開

17278 H30.2.15 承認 バイオ統計センター 大山　哲司 大山　哲司 治験に関与することが被験者の疾患に及ぼす影響の調査(パイロット調査)

17279 H30.2.15 承認 外科学 唐　宇飛 唐　宇飛 岡部　実奈　他 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(OLIGO-BC1) 情報公開

17280 H30.2.28 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 時任　高章 時任　高章 石井　秀宣　他
臨床病期Ⅲ期非小細胞肺癌（NSCLC）患者における標準治療の実態調査（SOLUTION

study）
情報公開

17281 H30.2.15 承認 形成外科・顎顔面外科 山内　大輔 清川　兼輔 山内　大輔　他 肩甲骨および腓骨の血行形態に関する解剖学的研究

17282 H30.2.15 承認 皮膚科学 古賀　浩嗣 古賀　浩嗣 名嘉眞　武国　他 水疱性類天疱瘡における予後予測因子の探索研究

17283 H30.2.15 承認 皮膚科学 古賀　浩嗣 古賀　浩嗣 名嘉眞　武国　他 後天性表皮水疱症における7型コラーゲンIgE抗体の検出

17284 H30.3.16 承認 内科学（消化器内科） 岡村　修祐 岡村　修祐 古賀　浩徳　他
肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼療法後の危機的再発に関連する因子に関する後方

視的研究

17285 H30.3.16 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 岡部　義信 鳥村　拓司　他 進行膵癌患者の過去に施行されたCT所見の再検討に関する後方視研究

17286 H30.2.28 承認 緩和ケアセンター 福重　哲志 福重　哲志 遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究（J-HOPE4研究）

17287 H30.2.28 承認 内科学（消化器内科） 黒松　亮子 黒松　亮子 肝細胞癌の長期予後に関わる因子の検討

17288 H30.2.28 承認 看護学科 益守　かづき 益守　かづき 渡辺　まゆみ
医療依存度の高い子どもと家族への訪問看護の実態調査-子どもの家族と訪問看護士を対

象とした事前調査-

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17275.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17277.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17279.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17280.pdf
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17289 H30.2.28 承認 内科学（消化器内科） 山内　亨介 光山　慶一 山内　亨介　他 当院の炎症性腸疾患合併妊娠症例における治療と経過：安全性と有用性の評価

17290 H30.2.28 承認 外科学 唐　宇飛 唐　宇飛 岡部　実奈　他 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 情報公開

17291 H30.3.9 条件付 内科学（消化器内科） 森田　拓 光山　慶一 森田　拓　他 炎症性腸疾患患者におけるIL-22およびIL-22-binding proteinに関する多施設共同研究 情報公開

17292 H30.2.28 承認 臨床検査部 藤井　直人 藤井　直人 小塩　公美　他 血管機能検査baPWV、CAVIの比較検討 情報公開

17293 H30.2.28 承認 循環器病センター 上野　高史 福本　義弘 上野　高史　他 心臓CTによる冠動脈評価とFFRによる心筋虚血評価との関係に関する観察研究 情報公開

17294 H30.3.28 承認 小児科学 永光　信一郎 永光　信一郎 石井　隆大
親子の心の診療に関する前方視的研究-親子関係の質が、子どもの心も問題の経過、予

後、治療にどのような影響を及ぼしているか？-

17295 H30.3.28 承認 小児科学 八ツ賀　秀一 八ツ賀　秀一 古賀　靖敏 ターナー症候群の患者さん対象のアンケート調査

17296 H30.3.16 承認 内科学（消化器内科） 下瀬　茂男 鳥村　拓司 下瀬　茂男 他 進行肝細胞癌へのTACEの全生存期間、予後因子解析について後ろ向き研究 情報公開

17297 H30.3.16 承認 看護学科 田中　佳代 田中　佳代 管野　美織 35歳未満の就労している未婚男女の不妊に対する不安の程度とその要因

17298 H30.2.28 承認 看護学科 田中　佳代 田中　佳代 秋山　由貴 看護者が性別違和をもつ対象に看護を行う上で生じうる感情と困難感

17299 H30.2.28 承認 循環器病センター 上野　高史 上野　高史 仲吉　孝晴　他

RESET Trial: Extended Follow-up Study 実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステン

ト(Xience V TM) とシロリムス溶出性ステント(Cypher Select TM+) の有効性および安

全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験：長期追跡試験

17300 H30.3.28 承認 内科学（消化器内科） 牛島　知之 岡部　義信 牛島　知之　他
術前診断が困難であったIgG4関連胆膵疾患の切除例に関する後方視的研究-非切除症例と

比較して-
情報公開

17301 H30.3.16 承認 小児科学 七種　護 七種　護 前野　泰樹　他 高精度超音波検査による脳微細損傷診断 情報公開

17302 H30.3.16 承認 外科学（小児外科） 橋詰　直樹 橋詰　直樹 田中　芳明　他 栄養学的問題を有する入院患者に対する栄養管理および予後に関する調査

17303 H30.3.16 承認 泌尿器科 西原　聖顕 西原　聖顕 井川　掌　他 上部尿路上皮癌における予後規定因子の検討 情報公開

17304 H30.3.16 承認 内科学（消化器内科） 岩本　英希 鳥村　拓司 岩本　英希 他 分子標的治療薬を投与した切除不能進行肝細胞癌の使用効果の検討 情報公開

http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17290.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17291.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17292.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17293.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17296.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17300.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17301.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17303.pdf
http://www.med.kurume-u.ac.jp/med/joint/rinri/ushiromukikenkyu/17304.pdf
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17305 H30.3.16 承認 地域医療連携講座 足達　寿 足達　寿 榎本　美佳　他
一般集団における食習慣と脳・心血管疾患の危険因子の経年的変遷の検討および動脈硬

化性疾患の新しい危険因子の研究

17306 H30.3.16 承認 小児科学 須田　憲治 須田　憲治 籠手田　雄介　他 季節変動に伴う川崎病臨床像の変化についての研究 情報公開

17307 H30.3.16 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 石井　秀宣 石井　秀宣 東　公一　他 オシメルチニブ耐性例に対するオシメルチニブ+アファチニブ併用療法の第1相試験

17308 H30.3.16 承認 内科学（消化器内科） 川口　巧 川口　巧 鳥村　拓司　他
非アルコール性脂肪性肝障害患者における非侵襲的肝線維化マーカー血清ProC3の有用

性の検討
情報公開

17309 H30.3.16 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 東　公一 東　公一 山田　一彦 他
進行非小細胞肺がんに対するPD-1阻害薬投与後の化学療法の有効性や安全性を検討する

後方視的多施設研究

17310 H30.3.28 承認 産婦人科学 牛嶋　公生 牛嶋　公生 西尾　真　他 本邦における若年子宮体がん任妊孕性温存治療についての調査研究 情報公開

17311 H30.3.16 承認 内科学（消化器内科） 徳安　秀紀 徳安　秀紀 鶴田　修　他 大腸SM癌の内視鏡診断と治療方針 情報公開

17312 H30.3.28 承認 放射線医学 東南　辰幸 東南　辰幸 安陪　等思　他 肝MRエラストグラフィー測定標準化のための多施設共同研究

17313 H30.3.28 承認 内科学（呼吸器・神経・膠原病） 東　公一 東　公一 山田　一彦　他
PD-1・L1 抗体が有効であった進行・再発非小細胞肺がんに対する、ニボルマブ投与の

第 II 相試験

17314 H30.3.28 承認 内科学（消化器内科） 岡部　義信 鳥村　拓司 岡部　義信　他
肺癌および縦隔腫瘍の診療における消化器内視鏡診断の位置付けの検討に関する後方視

研究
情報公開

17315 H30.3.28 承認 先端癌治療研究センター（臨床研究部門） 野口　正典 野口　正典 伊東　恭悟　他

悪性腫瘍（消化管がん・肝胆膵がん・胸部悪性腫瘍・非上皮性悪性腫瘍・泌尿器科が

ん・婦人科がん・乳がん・希少がん）に対するテーラーメイドがんペプチドワクチン療

法の第Ⅱ相臨床試験-投与間隔延長による免疫反応の検討-

17316 H30.3.28 承認 がんワクチンセンター 由谷　茂 由谷　茂 伊東　恭悟　他
標準治療抵抗性進行膵臓がんに対するシクロホスファミドおよびテーラーメイドペプチ

ドワクチンとイミキモド併用療法の第Ⅱ相無作為化群間比較臨床試験

17317 H30.3.28 承認 内科学（心臓・血管内科） 福本　義弘 福本　義弘 柴田　龍宏　他 心不全医療の適正化に資するための全国規模データベースによるエビデンスの創出 情報公開

17318 H30.3.28 承認 内科学（血液・腫瘍内科） 森重　聡 長藤　宏司 森重　聡　他 化学療法または放射線療法後に発症したPNH血球陽性造血不全における臨床経過の検討 情報公開

17319 H30.3.28 承認 神経精神医学 小鳥居　望　 小鳥居　望　 内村　直尚　他 3次元型睡眠尺度を用いた精神疾患と睡眠時無呼吸症候群患者の睡眠の多面的評価

17320 H30.3.28 承認 免疫学 溝口　充志 溝口　充志 八木　実　他 虫垂免疫の解析 情報公開
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17321 H30.3.28 承認 環境医学 森　美穂子 森　美穂子 石竹　達也　他 系統解剖学実習におけるホルムアルデヒド曝露による健康影響調査

17322 H30.3.28 承認 看護学科 西田　和子 西田　和子 福田　知恵　他
運動に関する自己決定動機づけ尺度を用いた運動の動機づけタイプの分類と保健指導の

関連

17323 H30.4.27 承認 内科学（消化器内科） 吉村　哲広 光山　慶一 吉村　哲広　他
回腸嚢肛門管吻合術後の潰瘍性大腸炎患者において、回腸嚢炎の診断、予測における便

中calprotectinの有用性

17324 H30.4.10 承認 足病変（フットケア）・皮膚潰瘍治療外来 井野　康 清川　兼輔 井野　康　他
感染性足皮膚潰瘍に対する創内持続陰圧洗浄療法下での細菌数および潰瘍面積の測定研

究

17325 H30.4.10 承認 小児科学 寺町　陽三 寺町　陽三 前野　泰樹　他
胎児スクリーニングのための簡便な期外収縮起源診断法の確立：胎児エコー動脈ドプラ

波形による鑑別
情報公開

17326 H30.4.10 承認 外科学 緑川　隆太 緑川　隆太 久下　亨　他 胆嚢癌におけるEMTの病理組織学的評価,EMT関連遺伝子の発現とその臨床的意義 情報公開

17327 H30.4.10 承認 薬剤部 上瀧　喬仁 上瀧　喬仁 酒井　義朗 他
バンコマイシンとタゾバクタム/ピペラシリンの併用による腎機能障害の発現状況の調査

と適正使用の取り組み
情報公開
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