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48 腎臓内科学講座 アルブミン添加透析液による透析による高ビリルビン血症の治療

67 腎臓内科学講座 アルブミン添加透析による蛋白（アルブミン）結合物質の透析除去

123 産科・婦人科学講座 胎児尿路閉塞に対する胎児治療

127
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性中耳炎に対するレーザーによる鼓膜開窓術の臨床的有用性の検討

137 皮膚科学講座 皮膚悪性腫瘍に対するケミカルピーリング治療

158 歯科口腔外科学講座 顎関節疾患の基礎的研究

161 臨床検査医学講座 中央検査部における検体（血液、尿）の目的外使用

191 皮膚科学講座 皮膚悪性腫瘍に対するセンチネルリンパ節生検

192 臨床検査医学講座 動脈硬化症におけるクラミジア・ニューモニア感染の関与と病態について

212 小児科学講座
高肺血流を伴う先天性心患者に対する窒素（Ｎ２）ガス吸入療法の検討－低酸素
血症による肺血流量の調節－

227 救急・集中治療医学講座
急性腎不全に対する持続血液浄化法の効果：とくに酸・塩基平衡および電解質異
常に与える影響について

238 臨床検査医学講座 臨床検査医学講座公開講座「血液と尿の検査で何がわかるか」

253 歯科口腔外科学講座
非復位性顎関節円板転移症例に対する外科的治療法術後の理学療法のランダ
ム化割付け試験研究

273 血液内科学講座 サリドマイドによる多発性骨髄腫の治療

373 整形外科学 腰部脊柱管狭窄症・頚椎症の疫学調査

392
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

頭頚部扁平上皮癌根治治療後のTS-1補助化学療法の検討ー多施設無作為化比
較試験ー

402 救急・集中治療医学講座
ＩＣＵ患者に対する抗潰瘍薬によるストレス潰瘍予防およびＶＡＰ発生予防効果に
関する臨床研究

410 保健看護学部 低位前方切除術後の排便機能障害を克服するための患者支援に関する研究

411 公衆衛生学講座 保健看護学部学生が禁煙指導を行う意識および意欲に関する調査

429 腎臓内科学講座
腎移植患者におけるビスフォスフォネートの骨密度及び異所性石灰化に対する影
響

471 衛生学講座 高齢者を介護する介護者の負担感と関連要因コホート研究

490 保健看護学部 無拘束加速度計測による下肢協調性評価システムに関する研究

494 整形外科学 全国骨・軟部腫瘍登録

515 保健看護学部
心血管系疾患の危険因子を有す売る高齢者高血圧患者に対するAT１受容体拮
抗薬を基礎薬としたカルシウム拮抗薬または少量利尿薬の併用試験（COLM-
Study）

519 公衆衛生学講座 歯科医師が禁煙指導を行う意識および意欲に関する調査

531 歯科口腔外科学講座
癌化学療法による消化管粘膜障害に対するレバミパドの予防効果に関する臨床
研究

538 腎臓内科学講座 ABO血液型不適合生体腎移植における抗CD20抗体（リツキサン）投与

556 小児科学講座 新生児慢性肺疾患に対する少量一酸化窒素吸入療法

566 公衆衛生学講座 一般住民の食事摂取とエネルギー制限関因子の調査

571 小児科学講座 腎生検検体を用いたキマーゼ等腎疾患病態関連物質の検討

575 公衆衛生学講座 禁煙外来受診者の禁煙成功とパーソナリティ等の諸要因との関連の研究

583 産科・婦人科学講座 胎児腔水症に対する治療
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593 泌尿器科学講座
局所進行性前立腺癌に対する内分泌療法併用高線量率組織内照射に関する第３
相臨床試験

598
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性中耳炎、反復性中耳炎患児および正常児における鼻咽腔肺炎球菌の定量お
よび血清型の決定・定量

603 保健看護学部 産褥早期における褥婦の冷えの実態と足浴がもたらす効果

614 小児科学講座 IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究

631 小児科学講座
わが国の腎臓病患者における腎生研データベース構築ならびに腎臓病総合デー
タベース構築に関する研究

632 腎臓内科学講座
維持透析患者における炭酸ランタンと炭酸カルシウム併用療法による血清リン低
下効果の検討

651 小児科学講座 日本ネフローゼ症候群コホート研究

675 皮膚科学講座
中條－西村症候群患者における遺伝子変異と臨床症状に関連する細胞機能異常
の探索

676 腎臓内科学講座 維持血液透析施行中の高リン血症を伴う慢性腎臓病患者コホート研究

682 衛生学講座
発達障害児童の両親および学校教職員の精神的ストレス軽減のための介入的あ
プローチに関する研究

694 衛生学講座 ＢＭＩの小児期から思春期における年齢変化についてのコホート研究

698 リハビリテーション科
脊髄損傷者の車いすバスケットおよび頚髄損傷者のツインバスケット前後の
myokine動態に関する研究

703 腎臓内科学講座 和歌山県内の血液維持透析患者死亡例を対象とした後ろ向きコホート研究

704 腎臓内科学講座 和歌山県の維持透析患者を対象とした腎性貧血に着目したコホート研究

707 腎臓内科学講座
和歌山県内の維持透析患者を対象としたカルシウム・骨代謝に着目したコホート
研究

709 リハビリテーション医学講座 ポストポリオ症候群と耳鼻咽喉科・歯科的疾患との関連性についての研究

715 腎臓内科学講座 透析導入前の専門医受診が透析導入後の予後に及ぼす影響

717 腫瘍センター
緩和ケアへの移行と実施の円滑化に向けた研究：診療ガイドラインとＱＯＬ評価の
課題

719 外科学第二講座
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設共同
並行群間無作為化比較試験（ＳＵＲＦ－ＲＣＴ）

725 外科学第二講座
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向きコ
ホート研究（ＳＵＲＦ－cohort）

733 保健看護学部 運動負荷試験における血圧反応性と心血管病の早期予知因子との関連について

734 保健看護学部
歩行が困難な人々のメタボリックシンドローム構成因子の検討－脊髄損傷者を対
象として－

736 保健看護学部
医療・機関連携による子育て支援への積極的アプローチ　－大学病院における新
生児・小児病棟からの分析－

737 保健看護学部
笑いが脳に及ぼす影響について－事象関連電位（P300）と近赤外線分光法
（NIRS）を用いて－

752 腎臓内科学講座 ループス腎炎の病態形成におけるI型インターフェロンの役割についての解析

772 循環器内科学講座 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI）

774 公衆衛生学講座 新型インフルエンザの伝播形成および発病の属性に関する研究

781 腎臓内科学講座 和歌山県内の血液維持透析患者死亡例を対象とした前向きコホート研究

783 外科学第二講座
診察に伴い発生する試料および診察情報等の医学研究への利用に関する同意
（包括同意）

787 小児科学講座 多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同研究

794 地域医療支援センター 和歌山県で発生した川崎病に関する疫学情報の二次分析研究

798 小児科学講座 IgA腎症における予後と予後規定因子等の検討
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799 小児科学講座 小児ネフローゼ症候群における予後と予後規定因子等の検討

800 外科学第一講座 日本先天性心臓血管外科手術データベース

813 保健看護学部 「看護学生の死の認知」モデルの開発

814 保健看護学部
過疎高齢化集落における高齢者の孤立や孤独死防止に有効な介入モデルの構
築

821 公衆衛生学講座
職域におけるメタボリックシンドロームと飲酒、コーヒー摂取等の生活習慣との関
連に関する研究

825 腎臓内科学講座
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を呈する巣状糸球体硬化症に対するLDLア
フェレシス療法の有効性に関する多施設共同研究

827 腫瘍センター緩和ケア部門
日本ホスピス緩和ケア協会会員施設における「遺族によるケアの質に関する研究
（J=HOPE2）」

829 保健看護学部
地域子育て創生事業　和歌山県における育児支援プログラム：トリプルＰ（前向き
子育てプログラム）の効果に関する研究

832 保健看護学部
自閉症スペクトラム障害に対するペアレンティング・プログラムの確立に関する研
究

835 紀北分院外科 原発乳癌に対する術前化学療法にゾレドロン酸併用ランダム化比較試験

842
地域医療支援センター／公
衆衛生学講座

外国人親をもつ子どもの家庭内被虐待頻度とその特性に関する横断調査研究

845 泌尿器科学講座 早期前立腺がんに対する監視療法：国際共同比較研究

847 小児科学講座
頻回再発型小児ネフローゼ症候群を対象としたタクロリムス治療とシクロスポリン
治療の多施設共同非盲検ランダム化比較試験（JSKDC06）

857 生理学第一講座 ヒト長周期脳活動と性格、視知覚との相関に関する研究

858 看護部
大学病院呼吸器内科において吸入療法を受ける慢性呼吸器疾患患者の自己管
理状況把握のためのアンケート調査

869 衛生学講座
医学生・初期研修医における、食事・睡眠など生活習慣の関連要因についての研
究

870 衛生学講座 手持ち振動工具を取り扱う作業者にみられる手腕振動障害の評価に関する研究

871 外科学第二講座 メチル化置換酵素／脱メチル化酵素の肝細胞癌における免疫組織学的検討

881 保健看護学部 妊娠・出産が閉経後の高血圧および臓器障害に及ぼす影響

882 保健看護学部 青年期における起立性調節障害と生活習慣（運動量）との関連

886 腎臓内科学講座
早期関節リウマチ（ＲＡ）患者におけるトシリズマブによる寛解導入（特にトシリズマ
ブフリー）に関する研究

890
地域医療支援センター／公
衆衛生学講座

川崎病後の長期経過と健康に関する総合的な観察研究（１）

892 衛生学講座 手持ち振動工具を取り扱う作業者を対象とした特殊健康診断データの医学的検証

898
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性咽頭・扁桃炎および急性鼻副鼻腔炎に対するアジスロマイシン単回投与製剤
の早期症状改善効果の検討

906 保健看護学部 ネフローゼ症候群の子どもをもつ親の役割行動と家族機能についての調査

907 保健看護学部
児童虐待に対する生活保護ケースワーカーと保健師の認識と家族支援～経済的
貧困と心の貧困支援に向けて～

908
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性中耳炎における肺炎球菌の莢膜変化に関する研究

909 小児科学講座
初発後早期に再発する小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者を対象とした
標準治療（再発時プレドニゾロン治療）と標準治療＋高用量ミゾリビン併用治療の
多施設共同オープンランダム化比較試験（JSKDC05）

922 整形外科学講座 高齢者運動器疾患予防体操プログラムの効果検証

931 外科学第二講座
一般社団法人National Climinal Database（日本臨床データベース機構,ＮＣＤ）への
手術・治療情報登録

935 外科学第一講座
一般社団法人National Climinal Database（日本臨床データベース機構,ＮＣＤ）への
手術・治療情報登録
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937
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

中等症、重症の急性副鼻腔炎に対するシタフロキサシンの有効性の検討

949 循環器内科学講座
実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステント（ＢＥＳ）とエベロリムス溶出性ステ
ント（ＥＥＳ）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

950 衛生学講座 梅酢ポリフェノールのヒトにおける降圧作用等に関する研究

952 中央内視鏡部
ＪＣＯＧ１００９／１０１０：未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の
適応拡大に関する第Ⅱ相試験

970 泌尿器科学講座
進行性・転移性膀胱癌症例に対する標準的化学療法（GC療法、Gem＋Carbo療
法）の効果予測因子に関する前向き研究

975 小児科学講座 心臓エコーを用いた上大静脈血流等新生児疾患病態関連因子の検討

978 循環器内科学講座
剖検症例における冠動脈の光干渉断層法と病理組織との比較検討及び石灰化の
機序解明について

989 外科学第二講座
切除不能進行膵癌（局所進行、転移性、又は再発癌）に対するTS-1　1日単回・隔
日投与法の第Ⅰ相臨床試験

992 眼科学講座 摘出された人工眼内レンズの組織病理学的、材料工学的検索

997 外科学第二講座 標準治療不応膵癌患者に関する疫学調査

1007
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

GRNX（ジェニナック）の前炎症段階の免疫系に与える影響について検討

1016
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性鼻副鼻腔炎の抗菌薬治療後の鼻汁・後鼻漏に対するカルボシステインの効
果

1018
地域医療支援センター／公
衆衛生学講座

日高地方における新成人を対象とした喫煙防止と生活習慣関連疾患予防のため
の調査研究

1020 周産期部 周産期医療の質と安全の向上のための研究

1021 整形外科学講座
脊柱管狭窄症を伴う非骨傷頚髄損傷に対する早期手術と待機治療のランダム化
比較試験

1026 保健看護学部 手指を汚染したウイルスの感染力の持続性ならびに伝染性についての評価

1032 腎臓内科学講座 腎疾患におけるKlothoの役割に関する解析研究

1040 小児科学講座 新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法登録事業

1045 整形外科学講座 腰椎変性側弯手術症例の病態と治療成績の解明

1057 外科学第一講座
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（POTENT)

1083 外科学第二講座
切除後膵癌に対する術後補助療法としてのゲムシタビン塩酸塩の再発予防効果
の検討

1085 保健看護学部
就学前に発達障害や発達の遅れを疑われた子どもを持つ親への支援～ペアレン
ト・トレーニングを用いた効果検証～

1086
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

佐渡島の乳幼児を対象とした小児用肺炎球菌ワクチンとインフルエンザ菌b型ワク
チン導入前後における両菌の上咽頭保菌状況、血清型分布、薬剤感受性の変化
調査　-佐渡島出生コホート研究（SADO-study）-

1095
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

耳鼻咽喉科感染症患者より分離された肺炎球菌の血清型・薬剤感受性・表面抗
原型の検討

1099 衛生学講座 熱帯地域における手腕系振動障害に係る病態機序の解明

1109 保健看護学部 看護師の不安・緊張状態に及ぼす笑顔体操の効果

1112 外科学第二講座 食道癌・胃癌手術における術後せん妄の危険因子に関する前向き研究

1130 外科学第二講座 腹膜鞘状突起の開存率と鼠径ヘルニア発症に影響する形態的変化に関する研究

1133 保健看護学部 若年者における起立性調節障害と日常生活習慣との関連についての調査研究

1134 保健看護学部 中学生の携帯電話・インターネットの依存状況とその健康影響



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

1138 循環器内科学講座

冠動脈多枝病変患者の臨床経過における、３枝の冠血流予備量比（Fractional
Flow Reserve:FFR)測定から評価された動脈硬化総量の影響(Influence of Total
Atherosclerotic Burden Assessed by 3-vessel FFR on the Clinical Outcomes of
the Patients with Multi-vessel disease)

1145 腎臓内科学講座 IgA腎症の治療法と予後との関連に関する後方視的な多施設大規模研究

1150 衛生学講座 薬物治療を要しない高血圧患者における梅酢ポリフェノールの降圧作用

1157 内科学第一講座
ＩｇＧ４関連甲状腺疾患の病態における血中ＩｇＧ４・サイトカインの意義に関する研
究

1161 衛生学講座 健常者における龍神温泉の効果

1165 臨床検査医学講座
ＰＯＣＴ（point of care testing：比較的簡単な装置）装置ＳＤ－９００５が診療所、病
棟などで実際役立つかの研究

1166 小児科学講座 アルポート症候群の発症頻度等の全国調査

1167 病態栄養治療部 不妊・不育症における甲状腺機能異常および自己免疫の関与に関する研究

1170
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性中耳炎・急性細菌性結膜炎症候群における起炎菌に関する研究

1175 整形外科学講座
腰椎変性側弯症の健康関連ＱＯＬ低下に及ぼすＸ線学的（脊柱変形）パラメータを
検討する多施設横断的臨床研究

1176 整形外科学講座
腰椎変性すべり症に対する手術的治療の有用性に関するＪＯＡＢＰＥＱを用いた多
施設前向き研究

1185 保健看護学部 成人前期の術後乳がん患者のQOLに関連する要因

1194 リハビリテーション医学講座 ＩＣＵでのリハビリテーションにおけるearly mobilizationの効果に関する研究

1199 保健看護学部 通所施設に通う乳幼児を養育する母親のＱＯＬに関連する要因

1200 保健看護学部 看護師の共感性と社会的スキルの関連

1202 保健看護学部 機能的MRIによる健常高齢者の脳内ネットワークの探索

1203 保健看護学部
本態性高血圧患者における降圧効果、臓器障害マーカーに関するARB間での比
較検討

1208 内科学第二講座

内視鏡的粘膜下層剥離術における持続的吸引装置付きマウスピースの有用性の
検討～内視鏡的粘膜下層剥離術における持続的吸引装置付きマウスピース使用
と通常型マウスピース使用の無作為割付比較試験～（Usefulness of a continuous
suction mouthpiece during endoscopic submucosal dissection）

1209 内科学第二講座

内視鏡的硬化療法における持続的吸引装置付きマウスピースの有用性の検討～
内視鏡的硬化療法における持続的吸引装置付きマウスピース使用と通常型マウ
スピース使用の無作為割付比較試験～（Usefulness of a continuous suction
mouthpiece during endoscopic injection sclerotherapy）

1210 内科学第二講座

ダブルバルーン内視鏡における持続的吸引装置付きマウスピースの有用性の検
討～ダブルバルーン内視鏡における持続的吸引装置付きマウスピース使用と通
常型マウスピース使用の無作為割付比較試験～（Usefulness of a continuous
suction mouthpiece during peroral double-balloon enteroscopy）

1211 内科学第二講座

梅エキス摂取習慣が腸内細菌叢の変動と免疫能に及ぼす影響の検討～健常胃・
高度萎縮性胃における梅エキス摂取クロスオーバー試験～ Improvement effect
of Japanese apricot(Prunus mume Siebold et Zucc;Ume)on lower intestinal
microflora

1212
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

中耳炎患児の中耳貯留液における起炎菌の定量的評価

1215 保健看護学部 医療安全に関する組織風土とヒューマンエラーとの関連性の検討

1216 外科学第二講座
膵癌術前化学療法としてのGemcitabine+Ｓ－１療法（ＧＳ療法）の第Ⅱ/Ⅲ相臨床
試験（Prep-02/JSAP-05）

1218 内科学第二講座
肝硬変患者でこむら返りの臨床症状を有する患者を対象としたレボカルニチン塩
化物経口投与による臨床的有用性の検討



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

1219 産科婦人科学講座
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及び登録情
報に基づく研究

1236 健康診断結果が国民健康保険の医療費に及ぼす影響

1238 泌尿器科学講座
早期前立腺癌に対するPSA監視療法における[-2]proPSAの有用性の検討-
Prostate Cancer Research International : Active Surveillance(PRIAS)での国際共
同比較- PRIAS JAPAN 付随研究

1242 整形外科学講座 頚髄症に対する内視鏡下椎弓形成術後の椎間板退縮に関する調査

1243 整形外科学講座
頚椎神経根症に対する内視鏡下椎間孔拡大術の術式改良の効果と臨床成績の
調査

1244 保健看護学部 笑顔体操が看護学生の楽観性とストレス反応に及ぼす影響

1250 保健看護学部
日常生活の場で使用されているタッチパネルの衛生検査および取扱者の意識に
関する調査研究

1257 外科学第二講座
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JACCRO GC-07（START-
2）

1258 外科学第二講座 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）

1261 保健看護学部 中学生における性情報の獲得と性意識形成との関連

1262 歯科口腔外科学講座 口腔ケアによる口腔内細菌数の変化

1267 腎臓内科学講座 保存期慢性腎不全患者における炭酸ランタンのFGF23に対する影響

1268 腎臓内科学講座 炭酸ランタン長期臨床試験後の観察研究

1275 衛生学講座
薬物治療を要しない高血圧患者における梅酢ポリフェノールの降圧作用：地域住
民における検証

1284 保健看護学部
「児童虐待による一時保護児童と家族の親子再統合に向けての子育て支援プロ
グラム」の効果に関する研究

1285 保健看護学部 ダウン症児・者を同胞に持つきょうだいの心理面についての研究

1293 外科学第二講座
da Vinci S Surgical Systemを用いたロボット支援下幽門側胃切除術の安全性と有
用性の検討

1299 衛生学講座 大学生を対象とした、自殺行為と自殺に対する態度に関する多国間比較研究

1300 腎臓内科学講座 慢性腎臓病における腹部大動脈石灰化とFGF-23の検討

1303 血液内科学講座 血液疾患登録

1304 血液内科学講座 第１１次ＡＴＬ全国実態調査

1305 保健看護学部 日本における頭蓋内脳室上衣腫の臨床病理学的解析

1310 血液内科学講座
重度好中球減少時に発生した難治性感染症に対する顆粒球輸血の有用性の検
討

1318 保健看護学部
アジアにおける児童虐待への取り組みに関する研究～その１．日本版子ども虐待
スクリーニングツール（若年成人用）による調査研究～

1319 保健看護学部
アジアにおける児童虐待への取り組みに関する研究～その２．日本版子ども虐待
スクリーニングツール（保護者用）による調査研究～

1320 外科学第二講座 食道癌患者における術前強化リハビリプログラムの有効性に関する介入研究

1324 保健看護学部
交代制勤務による心身への影響と適応における関連因子～就職直後からのコ
ホート研究～

1328 内科学第一講座 肥満症患者における血中レプチン濃度とアディポネクチン濃度の検討

1334 腎臓内科学講座 閉塞性動脈硬化症に対するＬＤＬ吸着療法の効果に関する検討

1337
紀北分院整形外科・脊椎ケア
センター

頚椎手術後の頸部愁訴の病態解明とその予防－健常者との比較検討



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

1338
紀北分院整形外科・脊椎ケア
センター

頚椎後方除圧術後の運動療法による頸部愁訴の予防効果の検討

1339 整形外科学講座
神経性間欠跛行を有する腰椎変性すべり症に対する手術的治療効果の検討－多
施設、前向き研究－

1347 臨床検査医学講座 糖尿病性腎症早期診断マーカーとしての尿中ケモカイン濃度の検討

1350 公衆衛生学講座
学童・生徒の生活習慣病予防健診コホートの追跡調査準備としての既存データ解
析研究

1360 泌尿器科学講座
転移性腎細胞がんに対する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

1363 内科学第一講座
レプチン分泌低下型肥満症患者における脂肪細胞の形態学的特徴と脂肪分化に
関する遺伝子発現の検討

1364 救急・集中治療医学講座 日本集中治療医学会主催のＩＣＵ入室患者登録システム（ＪＩＰＡＤ）事業への参画

1366 公衆衛生学講座 医学生の携帯電話依存に関する調査

1367 腫瘍センター 遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究

1371 保健看護学部 高齢者における運動と精神的健康状態との関連

1372 保健看護学部 高齢者における運動と心身の健康状態との関連

1373 眼科学講座 弱視眼における視力の発達と固視微動との関連についての検討

1376 内科学第二講座 ソナゾイド造影超音波ガイド下肝腫瘍生検の有用性

1385 保健看護学部
看護学生の精神の健康状態についての実態調査－メンタルヘルスに影響を及ぼ
す因子－

1386 保健看護学研究科 認知症高齢者の睡眠に対する昼寝と軽運動による介入プログラムの効果

1392 外科学第二講座 CEACAM1 isoform balance による肝芽腫の悪性度に関する後ろ向き臨床的検討

1396 中央内視鏡部 抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡に関した偶発症の全国調査

1404 循環器内科学講座

冠血流予備量比（FFR）にて冠動脈インターベンションを見送った症例の長期予
後：日本多施設レジストリー long-term outcome of Japanese patients with
deferral Coronary iNtervention based on FrractIonal flow Reserve in Multicente-
registry(J-CONFIRM Registry)

1408 外科学第二講座
血清中蛋白質および血清中exosomeにおけるCEA family による大腸癌診断およ
び血中癌細胞存在診断に関する臨床的研究

1420 外科学第二講座
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－

1424 血液内科学講座
GVHD予防法に抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたgraft-versus-host方向
HLA一抗原不適合血縁者からの造血幹細胞移植療法の多施設共同第Ⅱ相試験

1426 紀北分院脊椎ケアセンター 腰部脊柱管狭窄症に対する運動療法の有効性に関する検討

1427 救急・集中治療医学講座 Rapid Response System（RRS）データレジストリに関する多施設合同研究

1433 保健看護学部 ４か月児をもつ母親のQOLに影響を与える要因の検討

1444 外科学第二講座
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）

1447 保健看護学部
体操による体幹筋力強化が車いす座位におよぼす影響－筋電活動量、局所体
圧、主観的評価からみた検討

1455 内科学第二講座
切除不能悪性腫瘍による胃流出路閉塞に対する消化管ステント留置の有用性を
カバーの有無により比較検討する多施設共同無作為比較試験

1462 解剖学第一講座 耳鳴の臨床指標の再評価

1464 生理学第一講座 成人女性の脳活動における性ホルモンの影響に関する研究



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

1478 内科学第一講座
肥満症患者における脂肪細胞の形態学的特徴と脂肪分化に関する遺伝子
（mRNA）発現量の検討

1479 放射線医学講座 日常診療下における心臓CTの被曝線量に関する調査研究

1480 循環器内科学講座
冠動脈狭窄病変の機能的評価における拡張期FFRの診断に関する研究
DIagnostic Accuracy of diaStolic fracTional flow reserve for functiOnal
evaLuation of coronary stEnosis (DIASTOLE Study)

1482 外科学第二講座
膵体尾部切除におけるリンフォース トライステープルの安全性、有効性に関する
多施設共同前向き観察研究

1485 眼科学講座
強度近視患者における眼内レンズ手術での目標度数誤差に関するランダム化前
向き試験

1486 眼科学講座 白内障硝子体同時手術での目標屈折誤差に関するランダム化前向き試験

1487 眼科学講座
落屑症候群合併例における眼内レンズ手術での目標度数誤差に関するランダム
化前向き試験

1490 紀北分院眼科 正常結膜と腫瘍結膜におけるTRPチャネルとムチン発現についての検討

1496 病理学講座 慢性腎疾患における転写因子ＤＥＣの発現解析

1497 整形外科学講座 慢性腰痛症に対する薬物療法の臨床経済研究

1499 紀北分院スパインセンター
腰部脊柱管狭窄症患者における理学療法効果と脳由来神経栄養因子の測定意
義

1506 小児科学講座
リツキシマブ医師主導治験に参加した難治性ネフローゼ症候群患者の長期予後
調査研究

1507 保健看護学部 フライトナースの職場環境とレジリエンスに関する質的研究

1508 保健看護学部 フライトナースのレジリエンスに影響する要因

1509 産科婦人科学講座 卵巣腫瘍におけるサイトカイン・ケモカインシステムの分子病理学的研究

1513 内科学第三講座
マイクロキャビティアレイを用いた非小細胞肺癌及び小細胞肺癌における血中循
環腫瘍細胞（CTCｓ：ｃirculating tumor cells)の研究

1522 紀北分院脳神経外科 高齢者地域における認知症の発症および進行に関わるバイオマーカーの研究

1523 内科学第二講座
梅の実摂取習慣の胃食道逆流症（Gastroesophageal Reflux Disease:GERD)にあた
える影響の検討

1524 保健看護学部 慢性期看護実習における学習成果に関する内容分析的研究

1525 保健看護学部 県下の全市町村を対象とした親支援プログラムの実施と評価に関する研究

1526 保健看護学部
壮年期男性における虚血性心疾患患者の入院時と退院３か月後のQOLの変化に
関連する要因

1528 保健看護学部
直腸がん患者のがんサバイバーシップを高めるためのグループ介入プログラムの
開発と評価

1531 衛生学講座 胎児期および幼児期における化学物質曝露と児の発達やADHD傾向との関連性

1532 腎臓内科学講座
急性腎障害（AKI)に対する持続的腎代替療法（CRRT)：ヘモフィルター膜による臨
床効果の比較検討

1536 内科学第二講座
肝細胞癌腫瘍マーカーのサーベイランスにおける有用性の構築をめざした多施設
共同研究

1543 整形外科学講座
腰椎変性すべり症に対するXLIF（eXtreme Lateral Interbody Fusion）による間接的
除圧術の有用性の検討－直接的除圧と間接的除圧の前向き比較研究－

1547 リハビリテーション医学講座 車いすスポーツアスリートの肩・肘関節傷害発生実態に関する調査

1548 循環器内科学講座
２型糖尿病患者の左室拡張機能に対するテネリグリプチンの予防・抑制効果に関
する臨床試験

1549 保健看護学部 医療の現場におけるエラーに気づく看護師の要因について

1553
地域医療支援センター／公
衆衛生学講座

御坊市母子保健縦断研究

1558 内科学第三講座
EGFR遺伝子変異陽性･進行再発肺腺癌に対するアファチニブ療法における、
digital PCR法を用いたバイオマーカー研究（第Ⅱ相試験）



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

1563 保健看護学研究科 神経難病患者の家族における介護継続の要因

1564 保健看護学部 看護学生のロールモデル形成におけるメタ認知に関する研究

1565 保健看護学部 児童における学校生活への適応感とライフスキルとの関連について

1569 外科学第二講座
膵頭十二指腸切除術後膵液瘻における膵管ステントの意義－後ろ向き観察多施
設共同研究－

1571 泌尿器科学講座
去勢抵抗性前立腺癌に対するAbirateroneとEnzalutamideに関する無作為割り付
け試験

1572 機能性医薬食品探索講座 不妊症における梅の摂取による治療への関与に関する研究

1573 リハビリテーション医学講座
ロコモティブシンドロームを有する高齢者に対する運動療法がもたらす効果に関す
る検討

1577 小児科学講座 ＩｇＡ腎症の腎予後予測分類作成のための国際多施設共同研究

1581 外科学第二講座 進行胃癌に対する腹腔鏡下手術における手術学的、腫瘍学的安全性の検討

1583 保健看護学部 糖尿病患者のセルフケア行動に関連する要因について

1586 内科学第一講座 ＩｇＧ４関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目指した研究

1587 脳神経外科学講座 脳血管疾患診断・治療支援システム開発のための後方視的臨床研究

1588 産科婦人科学講座 重症胎児発育不全の前方視的コホート研究

1591 衛生学講座
慢性関節リウマチ患者の抑うつ症状に関連する身体的要因に関する国際共同研
究

1592 内科学第一講座 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

1595 保健看護学部
慢性疾患を持つ児童における学校生活への適応感とライフスキルとの関連につい
て

1599 腎臓内科学講座
透析導入後の生命予後へ影響をおよぼす導入時臨床所見、検査データ、および
使用薬剤の検討

1600
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

乳幼児・小児における気管切開術後の臨床経過の検討

1601
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

成人の急性咽頭扁桃炎に対する喫煙の影響

1602 外科学第二講座 肝細胞癌の浸潤関連遺伝子に着目した予後予測の確立

1603 外科学第二講座
肝癌切除後C型慢性肝疾患に対するSimeprevir/PEG-IFNα-2a/RBV併用療法に
おける有用性・安全性の多施設共同研究

1609 保健看護学部 下腿部の温罨法が及ぼすリラックス効果と筋肉量、自律神経との関連

1612 内科学第三講座
未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治
療効果の意義を問う第Ⅱ相試験

1614 外科学第二講座
胃癌・大腸癌の癌細胞初代スフェロイドを用いた組織形成能に関する基礎的臨床
的研究

1618 内科学第二講座
ピロリ菌除菌後健康人における胃粘膜DNAメチル化レベルを用いた胃がん発生高
危険度群の捕捉に関する多施設共同前向きコホート研究

1619 保健看護学部
新卒看護師に対する「アサーティブ態度獲得プログラム」導入後のアサーティブ行
動の変化

1624 小児科学講座
日本Pediatric Interventional Cardiology データベース（Japan Pediatric
Interventional Cardiology Database, JPIC-DB）へのオンライン症例登録

1630 眼科学講座
白内障の原因究明のための研究（白内障におけるサイトカイン発見とそのシグナ
ル伝達に関する手術時の廃棄臨床サンプルによる検討）

1631 小児科学講座
小児難治性頻回再発型/ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象としたリツキシ
マブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの薬物動態試験（JSKDC09）

1638 保健看護学部
慢性期看護実習においてエンゼルケアの見学を経験した学生の学びー実習記録
とアンケートの分析からー

1639 地域医療支援センター
和歌山県における脳卒中地域連携パスの有効性評価と適正な地域医療構想に向
けた探索的研究



承認番号
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実施講座等 研究課題名

1640 保健看護学部
パソコン作業者における作業時間管理アプリケーションの使用と眼や筋・骨格系の
自覚症状との関連について

1641 保健看護学部
児童虐待に対する大学生の意識調査研究～学部別の大学生に対するアンケート
を通して～

1647
みらい医療推進センターげん
き開発研究所

車いす常用者におけるトレーニング用固定装置の改良

1656 外科学第二講座 CEACAM1 isoform balanceと胃癌の臨床病理学的因子の検討

1660 眼科学講座 帯状角膜変性症に対する塩酸治療に関する研究

1668 外科学第二講座 結腸癌の至適切離腸管長に関する前向き研究

1670 泌尿器科学講座 前立腺癌治療における前向きQOL調査

1671 泌尿器科学講座 泌尿器科悪性腫瘍における予後予測因子物質の解明

1673 泌尿器科学講座
尿路結石除去術後の健康関連QOL、排尿機能および性機能に関する前向き観察
研究

1674 地域医療支援センター
地域住民の受療動向と救急車搬送成績の分析に基づく和歌山県が策定する地域
医療構想の基盤研究－その１　和歌山県全域の救急車搬送記録に基づく救急医
療の評価研究－

1674 地域医療支援センター
地域住民の受療動向と救急車搬送成績の分析に基づく和歌山県が策定する地域
医療構想の基盤研究－その２　有田保健医療圏における救急医療とその提供体
制に関する評価研究－

1674 地域医療支援センター
地域住民の受療動向と救急車搬送成績の分析に基づく和歌山県が策定する地域
医療構想の基盤研究－その３　橋本保健医療圏における住民の受療動向と医療
資源の配置に関する調査研究－

1675
地域医療支援センター／公
衆衛生学講座

地域の母子保健情報を活用した妊娠･育児中の母親の喫煙と子どもの発育・発達
に関する研究

1677 整形外科学講座 傍脊柱筋の退行変性に対する運動介入の有効性の検討

1683 内科学第二講座
ヘリコバクター関連胃炎の血清指標を活用した胃がん健診実施に向けたみなべ町
研究

1687 衛生学講座
振動工具取扱作業者のISO規格に準拠した手指振動感覚閾値データベース構築
と活用

1688 保健看護学部 食品由来成分を用いた口腔ケアのための洗口剤の試みとその評価

1690 産科婦人科学講座 胎盤におけるストレス関連分子の役割についての研究

1691 人体病理学講座 皮膚扁平上皮癌における病理組織学的予後不良因子の検討

1692 保健看護学部
児童虐待予防を目的としたポピュレーションレベルの子育て支援プログラム
～その１　3歳半の子どもを持つ養育者へのアンケート調査～

1693 みらい医療推進センター 車いす選手における車いす走行時のエネルギー消費量測定方法の開発の試み

1694 皮膚科学講座 メラノーマ・肺癌患者に対するPD-１阻害薬の効果と予後関連因子の検討

1699 歯科口腔外科学講座
舌神経損傷の際に生じる神経断端腫の発現・炎症性物質の誘発による神経障害
性疼痛の病態の解明

1700 保健看護学部 機能性コーヒーによる生活習慣病予防に関する研究

1702 皮膚科学講座 メラノーマ患者の表皮メラニンの検討

1703 保健看護学部
地域住民を対象とした認知症の予知予防における家庭血圧測定の有効性に関す
る研究

1704 保健看護学研究科 低出生体重児で生まれた幼児期の子どもをもつ母親の育児に対する思い

1706 眼科学講座

眼瞼皮膚の弛緩と内反の原因究明のための研究（眼瞼手術時において切除され
る余剰皮膚廃棄サンプルを用いた組織学、免疫組織化学を用いた観察とサイトカ
イン発現とそのシグナル伝達を検討することによる眼瞼皮膚の弛緩、内反症の原
因究明のための研究）
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1708 保健看護学部 母性看護学実習による看護学生の母性看護の概念の変化とそれに及ぼす要因

1709 保健看護学部
コミュニケーションにおける学生の意欲の変化-対話法を用いてのコミュニケーショ
ン演習を実施して-

1710 保健看護学部 職業的アイデンティティとプロフェッショナリズム教育との関連性

1715 病理学講座 子宮、口腔、食道癌組織における時計遺伝子発現

1719 腎臓内科学講座 in vitroで目的とする抗原に対する特異抗体の作成

1724 内科学第二講座
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）

1726 外科学第二講座
ICG近赤外光観察を用いた腹腔動脈合併膵体尾部切除･左胃動脈再建術前後胃
血流の評価

1730 解剖学第一講座 有酸素運動による重症耳鳴に対する改善効果の検討

1733 保健看護学部
職業的アイデンティティとプロフェッショナリズム教育との関連性－多職種チームシ
ミュレーションの効果－

1734 内科学第三講座
免疫チェックポイント阻害剤における効果･副作用予測因子を検討する、腫瘍組
織・血液を用いたバイオマーカー研究

1738 循環器内科学講座 心不全管理における簡易和温療法の効果検討

1742 保健看護学研究科
一般病棟における“がん終末期患者の自己決定”に関わる看護師の認識とそのプ
ロセス

1744 外科学第二講座
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～

1753 腎臓内科学講座
我が国における慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：CKD）患者に関する臨床効
果情報の包括的データベースの構築に関する研究

1754 小児科学講座 尿中バイオマーカーによる小児IｇA腎症の新規診断法の検討

1755 保健看護学部
循環器疾患発症管理の地域格差に及ぼすヘルスリテラシーの評価とその改善に
関する研究

1756 内科学第二講座
消化管粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下吸引生検（EUS-FNA)時の内視鏡医
による検査室内での迅速検体適格性評価（rapid on-site evaluation(ROSE)）の有
用性について

1757 人体病理学講座 皮膚および粘膜の悪性黒色腫におけるアディポフィリン発現の検討

1759 外科学第二講座 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）切除後再発危険因子の同定：多施設共同研究

1761 保健看護学部
不妊治療受療中の女性の意思決定と自己肯定感の影響要因 －治療初期の女性
の意思決定支援について－

1762 保健看護学研究科
重症心身障がい児をきょうだいにもつ看護師の職業選択動機とキャリア形成に関
する研究－大学病院と重症心身障がい児施設に勤務する看護師の比較－

1763 保健看護学部 小児がん患児・家族に対する保健師による支援の実態

1764 リハビリテーション医学講座
表面筋電図パワースペクトル解析を用いた前十字靱帯損傷後における大腿四頭
筋の筋疲労特性に関する研究

1769 内科学第三講座
EGFR遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単剤
療法とゲフィチニブにシスプラチン＋ペメトレキセドを途中挿入する治療とのランダ
ム化比較試験

1770 内科学第三講座
高齢者化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺がんに対するnab-
Paclitaxel+Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験

1772 保健看護学部 循環器疾患患者の減塩指導において味覚（塩味）がおよぼす影響に関する研究

1773 保健看護学部
一般病棟に勤務する看護師における手指衛生の現状とその実践に関連する要因
の検討

1774 保健看護学研究科 在宅療養を必要とする子どものディベロプメンタルケアモデルの構築

1775 保健看護学研究科 小児の１型糖尿病における血圧調整と自律神経機能の関連

1776 保健看護学部 脳卒中後遺症をもつ在宅患者の主観的幸福感に関連する要因
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1778 内科学第二講座
非代償期肝硬変に対する門脈－大循環シャント塞栓術による肝機能への影響に
関する後ろ向き観察研究

1780 眼科学講座 変視をきたす黄斑疾患への術前後の客観的改善度に関する後ろ向き研究

1781 救急・集中治療医学講座 救命救急センターＥＲ初療時ＣＴ偶発所見に関する後ろ向き観察研究

1782 救急・集中治療医学講座 救命救急センターＥＲ初療時ＣＴ見逃し所見に関する後ろ向き観察研究

1784 小児科学講座 心臓カテーテル検査後の適切な抑制時間に関する検討

1785 腎臓内科学講座 慢性腎臓病患者における末梢血Ｂ細胞の抗体産生能の障害についての解析

1789 脳神経外科学講座
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

1793 保健看護学研究科
40、50歳台女性における食塩摂取量と減塩のための工夫や就労との関連につい
て

1794 保健看護学部 助産師の自己効力感と助産実践能力獲得のための行動

1796 保健看護学部 中学生におけるスマートフォンの利用状況と睡眠および自覚症状の関連

1797 リウマチ・膠原病科学講座
膠原病難治性病態の早期診断、病態解明、および新たな治療方針確立のための
自己抗体・生理活性物質測定、および細胞免疫機能解析に関する研究

1798 循環器内科学講座
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査（JAMIR後ろ向き
研究）

1799 内科学第三講座
固形癌に対する腫瘍遺伝子網羅的解析結果に基づく分子標的治療薬選択に関す
る観察研究

1800 内科学第三講座
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド＋シスプラチン併用療
法とビノレルビン＋シスプラチン併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験における
付随バイオマーカー研究

1801 保健看護学部 実習の体験に焦点を当てた職業的アイデンティティの構築プロセス

1805 外科学第二講座
膵頭十二指腸切除術施行患者における術前強化リハビリプログラムの有効性に
関する後ろ向き研究

1807 眼科学講座
抗緑内障プロスタグランジン点眼薬の涙液バイオマーカーに対する影響の検討
（抗緑内障点眼薬であるプロスタグランジン点眼薬使用患者より採取した涙液の
バイオマーカーを計測することで薬剤性角膜障害の原因究明を行う研究）

1811 保健看護学部 好みの音楽聴取によるストレスの軽減効果

1812 保健看護学部
児童虐待予防を目的としたポピュレーションレベルの子育て支援プログラム　～そ
の２　前向き子育てプログラム・セミナーの実践と評価～

1816 保健看護学部 大学生におけるデートDVの精神的被害と生活背景と認知との関連

1818 保健看護学研究科
心疾患患者におけるヘルスリテラシーと心不全の知識、および自己効力感、セル
フケア行動との関連

1819 皮膚科学講座 小中学生と保護者のアレルギー疾患に関する健康意識調査

1822 歯科口腔外科学講座 薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の治療法に関する多施設共同後ろ向き観察研究

1824 眼科学講座 後発白内障の原因究明のための研究

1825 産科婦人科学講座 卵巣腫瘍における血中炎症性バイオマーカーと臨床病理学的因子に関する研究

1830 外科学第二講座 ICG蛍光観察法を用いた腹腔鏡下胃切除術の切離線決定に関する前向き試験

1832 産科婦人科学講座
妊娠中の母体および分娩時の臍帯血清におけるストレス関連分子、血管新生関
連分子と母児の病態との関連についての研究

1834 循環器内科学講座
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法による血栓
性イベント、出血性イベント、血小板凝集抑制作用の実態調査

1835 循環器内科学講座
ＳＴ上昇型急性心筋梗塞に対する薬剤溶出性ステント治療に関する多施設登録観
察研究(XIENCE STEMI Registry)

1836 保健看護学部
小児救急電話相談（＃8000）における電話相談員の職務満足とコミュニケーショ
ン・スキルとの関連性
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1837 眼科学講座
糖尿病黄斑浮腫に対するマキュエイド(トリアムシノロンアセトニド)初回硝子体内注
射の効果に関する後ろ向き研究

1838 リハビリテーション医学講座 中高年者における生活習慣病既往歴による体力の層別化の試み

1839 保健看護学部
海外にロングステイする高齢者の心身の健康管理を評価するための質問紙の作
成

1843 生理学第一講座 脳ネットワークに着目したＣＯＰＤの精神症状の機序解明の検討

1845 腎臓内科学講座 維持血液透析患者の服薬に関する実態調査

1847 形成外科学講座 大胸筋皮弁における外側胸動脈の血行付加による血行改善効果の検討

1848 リウマチ・膠原病科学講座
本邦における抗好中球細胞質抗体関連血管炎に対するリツキシマブ療法の安全
性と有効性に関するコホート研究

1849 外科学第二講座
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

1850 外科学第二講座
全肺型bronchopulmonary foregut malformation（BPFM）に対するTissue Expander
（TE）留置による肺全摘出後症候群および側湾の治療と予防に関する後方視的検
討

1851 保健看護学部 手の温熱効果がもたらす覚醒と睡眠効果の検証

1853 保健看護学部 夫婦による育児状況と妻の育児不安との関連

1856 循環器内科学講座
経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）でのステントガイダンスにおける光干渉断層法（ＯＣＴ）
と冠動脈造影法の比較研究（ＣＯＣＯＡ研究）

1859 歯科口腔外科学講座 感染性心内膜炎患者における循環器系および口腔内の細菌・真菌の網羅的解析

1862 内科学第一講座 ヒト内分泌細胞におけるＧＰＲ１４２発現の検討

1864 救急・集中治療医学講座 集中治療室退室後の身体機能低下や精神症状に関するアンケート調査

1869 外科学第二講座 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～

1870 保健看護学部 プロフェッショナリズムを養成するための看護倫理教育プログラムの開発

1875 循環器内科学講座
本邦における高用量スタチンを用いた心臓カテーテル検査後の造影剤腎症予防
効果に関する臨床研究

1879 保健看護学部 中山間地域に住む高齢者の主観的健康感に関連する要因

1880 歯科口腔外科学講座 全身麻酔下における消化器外科手術前後の口腔内細菌数の変化

1882 リウマチ・膠原病科学講座 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患に関する研究

1883 外科学第二講座
小児機能性慢性便秘患者におけるLacctobacillus Reuteri DSM 17938と酸化マグ
ネシウム製剤の有用性および腸内細菌叢の変化の研究

1884 内科学第二講座
膵腫瘍に対する造影併用下超音波内視鏡下穿刺吸引術の有用性に関する単施
設前向き介入研究

1886 脳神経外科学講座
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（DAPTS ACE-Registry）

1888 腎臓内科学講座 ＡＫＩ（急性腎障害）に対する持続的血液浄化療法（ＣＲＲＴ）に関する観察研究

1893 保健看護学部 訪問看護ステーションにおける独居高齢者の看取りの現状と課題

1894 保健看護学部 中山間地域における要支援・要介護高齢者の転出に関連する要因

1897 皮膚科学講座
IgG4 関連皮膚疾患としての脱毛症と従来の円形脱毛症の発症機序の差異につい
ての後向き観察研究

1899 外科学第二講座
直腸癌手術における経肛門ドレーンの縫合不全予防への有用性に対する前向き
無作為化比較試験

1901 内科学第二講座
切除可能膵癌による閉塞性黄疸に対する、術前の一期的な全カバー付き胆管金
属ステント留置の有用性と安全性を検討する多施設共同無作為化比較試験

1902 内科学第三講座
EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌に対する血漿中 cell free DNAを用いた
EGFRT790M変異検出における複数の検出法を用いた観察研究
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1907 救急・集中治療医学講座 急性膵炎の前向き多施設観察研究

1910 外科学第二講座
膵頭部癌に対する門脈合併膵頭十二指腸切除施行後の左側門亢症に関する研
究

1911 内科学第二講座
外科的治療適応のない急性胆嚢炎に対して超音波内視鏡的および経皮的治療を
比較する多施設共同無作為比較試験

1915 外科学第二講座 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～

1918 腎臓内科学講座 末期腎不全患者におけるシャント作製時期の比較検討

1920 循環器内科学講座
経皮的冠動脈インターベンション施行患者における１年後の再血行再建術施行
率・再狭窄率および３年後までの心血管イベント発生率の後ろ向き観察研究

1921 腎臓内科学講座 成人ループス腎炎の予後に関する観察研究（コホート研究）

1923 外科学第一講座
乳房造影MRIの造影効果の定量化とそれを指標とした新規画像診断技術の有効
性に関する後ろ向き研究

1924 血液内科学講座 血液悪性腫瘍症例における腸内細菌科細菌菌血症の臨床疫学調査

1925 小児科学講座 本邦小児におけるカンデサルタン　シレキセチルの使用実態調査

1926 脳神経内科学講座
パーキンソン病における衝動抑制障害評価尺度の日本語版作成およびその妥当
性の検討

1928 小児科学講座
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

1929 小児科学講座
小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法
についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を
検討する多施設共同シームレス第Ⅱ－Ⅲ相臨床試験AML-12

1930 小児科学講座
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

1931 小児科学講座
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（ALL-T11）

1932 小児科学講座 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LCH-12

1934 リハビリテーション医学講座
開胸を伴う心臓血管外科手術を受ける患者の術前及び術後における起立負荷に
対する循環応答

1938 外科学第一講座
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクコアバリデーショ
ンスタディ-多施設共同前向きコホート研究－

1940 皮膚科学講座
血管肉腫に対するエリブリン単剤療法の有効性に関する多施設共同前向き観察
研究

1941 外科学第二講座 肝切除がフレイルに及ぼす影響に関する多施設による前向き観察研究

1943 外科学第二講座 食道切除術における食道胃管吻合法に関する前向き無作為化比較試験

1944 保健看護学部 海外にロングステイする中高齢者の心身の健康管理の現状

1945 歯科口腔外科学講座
舌神経吻合術において、直接神経縫合術と神経再生誘導チューブを用いた術式
の治療成果の相違

1947 外科学第二講座
肝細胞癌に対する肝切除またはラジオ波焼灼療法施行後の再発治療・長期予後
に関する多施設共同後ろ向き観察研究：SURF trial付随研究

1949 外科学第二講座
血液中circulating tumor DNAによる治療前後における大腸癌の存在診断および
再発・予後予測に関する臨床的研究

1953 泌尿器科学講座
閉塞性腎盂腎炎を来した上部尿路結石症に対する結石除去術に関する後方視的
検討

1954 外科学第二講座
周術期輸液制限が膵頭十二指腸切除術術後の組織浮腫と合併症に及ぼす影響
の検討-後ろ向き観察研究-

1955 外科学第二講座
切除不能進行再発胃癌症例に対するdroplet digital PCRを用いた血中循環腫瘍
DNA測定

1956 外科学第二講座
Borderline-resectable膵癌に対する術前化学療法中のバイオマーカーとしての
circulating tumor DNA（ctDNA）の有用性の前向き観察研究

1958 内科学第三講座
EGFR-TKI治療中に病勢進行をきたした非小細胞肺がん患者における遺伝子変異
検査及び治療方針決定に関する実態調査

1962 内科学第二講座
家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵癌発生頻
度の検討
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1966 皮膚科学講座
乳房外パジェット病患者の血清中ケモカインを用いた疾患予後予測に関する前向
き観察研究

1967 血液内科学講座
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫に対する減量R+THP-COP療法の有用性に関
する後ろ向き観察研究

1970 内科学第二講座
慢性膵炎による難治性疼痛に対する内科的インターベンション治療と外科治療の
比較解析-多施設共同前向き実態調査-

1975 外科学第二講座 フレイルと大腸癌手術の関係に関する多施設による前向き観察研究

1976 保健看護学部 統合失調症者が地域生活の中で居場所を見つけるまでの心理プロセス

1980 外科学第二講座
がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究Cancer-VTE
Registry

1981 内科学第一講座
インスリン依存状態の糖尿病患者を対象としたフラッシュグルコースモニタリングシ
ステムの有用性に関する前向き観察研究

1982 内科学第二講座 超音波内視鏡による早期膵癌発見率向上を目指した研究

1983 内科学第三講座
EGFRチロシンキナーゼ阻害剤への耐性獲得機構解析とLiquid biopsyの有用性を
検討するバイオマーカー研究

1984 内科学第三講座
がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究Cancer-VTE
Registry

1985 救急・集中治療医学講座 重症患者の新規心房細動に関する多施設レジストリの構築

1986 内科学第一講座 内分泌疾患における免疫チェックポイント分子の臨床的意義の後ろ向き観察研究

1987 内科学第一講座 免疫チェックポイント阻害剤による内分泌臓器への影響の前向き検討

1989 内科学第二講座
膵癌の肝転移診断における造影ハーモニック超音波内視鏡検査の有用性を検討
するコホート研究

1990 救急・集中治療医学講座
穿孔性腹膜炎緊急手術症例の手術部位感染に関する多施設共同前向き観察研
究

1991 整形外科学講座 人工関節登録制度の確立

1993 人体病理学講座 HER2陽性胃癌と尿路上皮癌における癌胎児蛋白発現に関する後向き観察研究

1994 保健看護学研究科 前期高齢者における栄養の実態とその関連要因

1995 保健看護学部 ICD,CRT-D植込み患者のデバイスへの受容度と不安、セルフケア能力との関連

1997 紀北分院 腰椎変性すべりを伴う腰部脊柱管狭窄症の歩行分析における横断研究

1999 循環器内科学講座
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

2001 小児科学講座 小児固形腫瘍観察研究

2002 小児科学講座 20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究

2003 小児科学講座
標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主
目的とした多施設共同試験　JPLSG-ALB-NHL-14

2004 小児科学講座
小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB化学療法の安全性
と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験　B-NHL-14

2005 内科学第三講座
呼吸器疾患患者の身体活動性向上を目指したフライングディスク競技の安全性確
認と呼吸法導入による効果

2006 循環器内科学講座
抗血栓薬による上部消化管出血の頻度の調査-多施設共同前向き観察研究-
Prevalence of Upper Gastrointestinal Bleeding in Antithrombotic Agent
Treatment:Wakayama UGB Registry

2007 循環器内科学講座
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究　All
Nippon AF In Elderly Registry -ANAFIE Registry-

2008 人体病理学講座
後天性嚢胞腎関連腎細胞癌におけるp16およびMET遺伝子の増減およびその遺
伝子産物の発現との臨床病理学的相関に関する後ろ向き観察研究

2011 ＩＣＵ
PＩＣＵの環境と医療者の関わりが両親に及ぼす影響：混合研究法と日米比較によ
る検討

2017 外科学第二講座
胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡腹腔鏡併用手術における有効性安全性に関する後
ろ向き観察研究



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

2022 循環器内科学講座
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

2025 産科婦人科学講座
卵巣癌に対する診断および治療バイオマーカーとしてのliquid biopsyの有用性の
前向き観察研究

2026 産科婦人科学講座
子宮頸癌に対する診断および治療バイオマーカーとしてのliquid biopsyの有用性
の前向き観察研究

2027 産科婦人科学講座
子宮体癌に対する診断および治療バイオマーカーとしてのliquid biopsyの有用性
の前向き観察研究

2028 腎臓内科学講座
維持透析患者における血中脂肪酸（PUFA）のmortalityに対する後ろ向きコホート
研究

2030 脳神経内科学講座
認知機能が低下した高齢入院患者の医療事故発生に関する前向き症例対照研
究

2031 保健看護学研究科 子どものメディア視聴と発達・生活の横断研究

2032 保健看護学研究科 子どものメディア視聴と発達・生活の縦断研究

2033 内科学第二講座
肝細胞癌に対する腫瘍血流遮断下ラジオ波焼灼術の有効性に関する後ろ向き観
察研究

2034 外科学第二講座
ICG近赤外光観察を用いた主要動脈合併切除再建を伴う膵切除術における肝、腸
管、再建動脈血流の評価

2035 内科学第二講座
胆管閉塞を伴った切除可能ボーダーライン膵癌患者に対するマイグレーション予
防付きフルカバー金属ステント留置とプラスチックステント留置との有効性と安全
性のランダム化比較試験

2036 外科学第二講座
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

2037 小児科学講座 小児血球貧食症候群におけるHMGB1(High Mobility Group Box1)の後方視的検討

2038 小児科学講座 小児血球貧食症候群の臨床像に関する後ろ向き観察研究

2039 外科学第二講座
腹腔鏡下噴門側胃切除後ダブルトラクト再建における有効性、安全性に関する第
Ⅱ相試験

2040 外科学第二講座 単発再発肝細胞癌の治療に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2045 保健看護学部 効果的な保健指導の検討～生活習慣の行動変容に関する要因の分析から～

2048 リハビリテーション医学講座
脳血管疾患患者における血圧変動に対する心拍数・交感神経活動応答の検討：
分析的観察研究

2051 内科学第三講座
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

2052 人体病理学講座
ヒトパピローマウイルスと皮膚扁平上皮癌、尿路上皮癌および消化管癌の関連に
関する後ろ向き観察研究

2055 紀北分院
がんと静脈血栓塞症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究　Cancer-VTE
Registry

2056 内科学第二講座
抗凝固薬内服が胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD)の後出血に及
ぼす影響の検討

2057 小児科学講座 川崎病の新規診断法の確立

2062 内科学第三講座
EGFR遺伝子変異及びALK融合遺伝子陽性肺癌における、血漿DNAを用いた遺伝
子変異モニタリングの意義を検討する多施設共同研究

2063
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

肺炎球菌由来中耳炎患者からの急性期／回復期における抗体の挙動調査

2067 歯科口腔外科学講座
再発／転移口腔癌におけるCet+PTX療法の有効性に関する多施設共同後ろ向き
研究

2068 内科学第二講座 和歌山消化器内視鏡ライブデモンストレーションセミナー

2069 紀北分院
慢性腰痛患者に対する短期集中運動療法と体幹装具療法の併用の有用性に関
する無作為化比較試験

2070 保健看護学部 母親の自己肯定感と産後4か月時における育児状況との関連

2072 内科学第三講座 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究

2078 循環器内科学講座 QAngioXA3Dシステムによる冠動脈造影画像に基づく心筋血流予備量比の検証



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

2079 リハビリテーション医学講座
International Spinal Cord Injury Cohort Study(InSCI)に基づく我が国における脊髄
損傷者の生活機能評価のための横断的研究

2080 内科学第二講座
地域におけるERCPが困難な悪性胆管閉塞症例に対するEUS-BDの有用性と安全
性に関する前向きコホート研究

2082 小児科学講座 光線療法施行後の経皮黄疸計値と血清ビリルビン値の検討

2083 神経精神医学講座
心因性非てんかん性発作（Psychogenic Nonepileptic Seizures[PNES]）に係る診
療の実態およびPNESを呈した患者の生活の質（Quality of Life[QOL]）に関する追
跡調査

2084 サテライト診療所
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究All
Nippon AF In Elderly Registry-ANAFIE Registry-

2085 血液内科学講座
自家末梢血幹細胞移植施行多発性骨髄腫におけるマルチパラメーターフローサイ
トメトリーによる微少残存病変の検出法の確立：次世代シークエンサー法との比較
検討

2086 外科学第一講座 弓部全置換術における両側腋窩動脈送血の有用性に関する後ろ向き観察研究

2088 救急・集中治療医学講座 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

2092 外科学第二講座 MRI拡散強調画像を用いた切除不能膵癌に対する術前治療効果判定

2093 脳神経内科学講座 18F-THK5351タウPETによる軽度認知症の病態解明

2094
教育研究開発センター（神経
内科）

中條－西村症候群の臨床病態の解析ーＩＢＭとの比較－

2095 外科学第二講座 食道癌手術症例に対する循環腫瘍ＤＮＡ測定に関する前向き試験

2096 内科学第三講座
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

2098 皮膚科学講座
成人Ｔ細胞白血病/リンパ腫と菌状息肉症の病理組織学的、およびマイクロＲＮＡ
発現の比較解析

2099 薬剤部
ＥＧＦＲ阻害薬（上皮成長因子受容体）に起因する皮膚障害における多職種連携に
よる早期介入の有用性に関する第Ⅱ相試験

2100 内科学第三講座
胸部原発悪性腫瘍由来細胞の培養法の確立とそれを用いた診断・治療への応用
に向けた探索的研究

2101 リハビリテーション医学講座
高齢者の生活の質（ＱＯＬ）を向上させるための新しいアシスト技術の開発：入院患
者におけるテレメトリー筋電図信号と下肢筋力・日常生活動作（ＡＤＬ）の改善に関
する前向き観察研究(Research proposal WHO kobe Center)

2106 血液内科学講座
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチン　アルファに対する反応性に
関する解析

2108 血液内科学講座 後天性血友病Ａ患者を対象としたバイパス止血製剤の凝固能評価

2110 救急・集中治療医学講座 ＩＣＵにおける睡眠障害およびせん妄に対する予防的介入の効果

2111 外科学第二講座 人工知能を用いた統合的ながん医療システムの開発

2112 外科学第二講座
大腸癌・炎症性腸疾患に対する腸内細菌叢および病変部の遺伝子変異・遺伝子
発現に関する前向き観察研究

2114 解剖学第一講座
大腸癌肝転移におけるVEGF阻害剤による悪性進展を制御する非コードRNA発現
に関する後ろ向き観察研究

2115 内科学第一講座
IgG4関連疾患における内分泌異常の病態解明と治療反応性予測因子に関する前
向きコホート研究

2116 内科学第一講座 ２型糖尿病患者における甲状腺機能異常に関する前向き観察研究

2117 歯科口腔外科学講座 cNO舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究

2119 内科学第三講座
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＋ラムシルマブの第Ib相試験における血漿cell-free DNAのモニタリングを行う
付随研究

2121 循環器内科学講座 光干渉断層法（ＯＣＴ）手技手順のビデオ撮影

2122 リウマチ・膠原病科学講座
アダリムマブ（ADA）とメトトレキサート（MTX)併用時のMTX減量による臨床的効果
の比較



承認番号
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2123 泌尿器科学講座 進行性腎細胞癌の治療実態に関する前向き観察研究

2124 眼科学講座
内視鏡下涙管チューブ挿入術での手術前後の結膜嚢細菌の検討に関する後ろ向
き研究

2125 内科学第二講座
消化管再建術後の切除不能悪性胆道閉塞症例に対する超音波内視鏡下胆管ド
レナージ有用性を評価する多施設共同前向き登録試験

2126 救急・集中治療医学講座 日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究

2127 中央放射線部 脳血管撮影用コーンビームCTにおける画質の基礎的検討

2128 外科学第二講座
浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術におけるmesenteric approach vs.
conventional approachの無作為化比較第Ⅲ相試験

2129 外科学第二講座
浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術におけるmesenteric approach vs.
conventional approachの無作為化比較第Ⅲ相試験
付随研究：門脈血中のcirculating tumor DNA量に関する探索的検討

2130 放射線医学講座 長尺DRシステム導入による一般撮影における全脊椎撮影の効率化に関する検討

2131 内科学第三講座 COPD患者における身体活動性に及ぼす因子の検討

2132 リウマチ・膠原病科学講座
関節リウマチ治療経過中に発生するリンパ増殖性疾患/リンパ腫の臨床・病理学
的特性に関する後方視的多施設共同研究

2133 血液内科学講座 同種造血幹細胞移植後後期に発生する難治性腹水症に関する後ろ向き観察研究

2134 内科学第二講座
超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における膵腫瘤性病変の検体採取率について
22G通常針と22Gフランシーン形状針を比較検討する多施設共同無作為化比較試
験

2136 リハビリテーション医学講座 脊髄損傷者における車いす陸上競技中の腎機能に関する研究

2137
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

ロイコ®菌M048株における唾液中のs-IgA分泌促進効果に関する臨床研究

2138 循環器内科学講座
プラスグレル投与時期と経皮的冠動脈形成術（PCI)直後のステント内血栓形成の
関係

2139 循環器内科学講座
スペックルトラッキング法を用いた僧帽弁輪移動距離による各種心疾患における
心筋伸縮評価：後ろ向き観察研究

2140 循環器内科学講座
スペックルトラッキング法を用いた僧帽弁輪移動距離による大動脈弁・僧帽弁疾患
の予後推定：後ろ向き観察研究

2141 循環器内科学講座
心エコー図法による心機能評価と心臓MRI法による心機能・心筋組織性状評価と
の対比検討：後ろ向き観察研究

2145 内科学第三講座
PS不良EGFR遺伝子T790M変異陽性肺癌に対するオシメルチニブ単剤療法の検
討

2146 眼科学講座 強度近視網膜分離症の手術成績の検討に関する後ろ向き研究

2147 中央放射線部 IVR-CTにおけるPOST CT被ばく低減のための基礎的検討

2148 外科学第二講座 胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態調査

2149 腎臓内科学講座 血液透析患者におけるサルコペニアと骨ミネラル代謝異常に関する研究

2151 麻酔科学講座
心拍出量測定法の比較　血管収縮薬投与後の追従性についての前向き介入研究
に関するパイロット試験

2152 人体病理学講座 神経堤幹細胞腫瘍に対する多施設共同後ろ向き観察研究

2154 看護部
同種造血幹細胞移植後の口腔粘膜障害に対する経口摂取前医療用麻薬レス
キューの有用性

2155 リウマチ・膠原病科学講座
全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）における新規活動性マーカーとしての単球ＣＤ64
分子（ｍＣＤ64）定量の有用性の検証

2156 外科学第二講座
オキサリプラチンの末梢神経障害に対する漢方製剤（ブシ末＋桂枝加朮附湯）の
後期第Ⅱ相臨床試験

2157 病態栄養治療部 睡眠リズム障害治療の糖代謝および腸内細菌叢に及ぼす影響に関する比較試験

2158 循環器内科学講座
和歌山イメージングアンドヒィジオロジーオリエンティッドカテーテルインターベン
ション（ＰＣＩ）ライブデモンストレーションコース（iPOPライブ）
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2159 循環器内科学講座
出血リスクの高い経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象としたプラスグ
レル治療の研究－PENDULUM mono－

2160 腎臓内科学講座 透析導入期の血清マグネシウム濃度と生命予後の関連についての検討

2161（TW16536) 血液内科学講座
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

2162 外科学第二講座 pT1大腸癌のリンパ節転移の国際共同研究

2166 解剖学第一講座
HPV陽性中咽頭がんにおけるAKR1C3遺伝子及びPTHLH遺伝子の発現抑制と治
療効果および治療予後との関連性についての臨床病理学的検討

2171 人体病理学講座
後天性嚢胞腎を背景に発生した未分化型あるいは退形成性腎細胞癌における
SWI/SNF複合体構成成分の免疫組織化学的発現様式に関する後ろ向き観察研
究

2172 内科学第三講座
T790M陽性肺腺癌患者における二次治療以降でのオシメルチニブ使用に関する
多施設共同後ろ向き観察研究

2173 循環器内科学講座
QAngioXA3Dシステムによる冠動脈造影画像に基づく心筋血流予備量比と瞬時血
流予備量比の比較検証

2178 看護部（９階西） ロボット支援前立腺全摘術後の尿失禁が及ぼす退院後のＱＯＬへの影響と変化

2179 腎臓内科学講座 バイオマーカーによる急性血液浄化療法の開始および終了基準設定の検討

2180 リハビリテーション医学講座
統合失調症、うつ病患者に対するトレーニングマシンを使用した筋力増強訓練が
およぼす影響

2184 循環器内科学講座 冠攣縮狭心症における臨床的表現型とvasa vasorumに関する後ろ向き観察研究

2185 腎臓内科学講座 血液透析患者における栄養状態とその予後に関する検討

2186 外科学第二講座 運動療法を併用した膵癌術後補助治療の有用性に関する第Ⅱ相試験

2187 麻酔科学講座 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

2188 内科学第三講座
未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するペムブロリズマブの単群検証
的試験

2190 歯科口腔外科学講座
抗血栓症患者における下顎智歯抜歯後の後出血症に関する多施設共同後ろ向き
観察研究

2191 歯科口腔外科学講座
口腔外科手術周術期における抗血栓療法患者に対するヘパリンブリッジの有効性
に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2192 産科婦人科学講座
妊娠中期の人工妊娠中絶・流産手術後の胎盤遺残のリスク因子に関する後ろ向
き観察研究

2193 皮膚科学講座 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法とレーザー治療の併用効果の研究

2194 外科学第二講座
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）におけるHGDとT1浸潤癌の臨床病理学的差異の
検討：多施設共同研究（付随研究）

2196 救急・集中治療医学講座 救急外来初診の非外傷性頸部痛患者に潜在する致死的疾患：後ろ向き観察研究

2197 救急・集中治療医学講座
ドクターヘリ搬送された患者におけるqSOFAによる院内死亡予測：後ろ向き観察研
究

2198 紀北分院
腰椎術後リハビリテーションにおける栄養補助食品の効果の検討－ランダム化比
較試験－

2199 歯科口腔外科学講座 口腔機能に関する退院時患者アンケート調査

2200 歯科口腔外科学講座 周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子に関する後ろ向き観察研究

2201 循環器内科学講座
大動脈弁狭窄に対する弁置換術後の予後予測における心エコー図による心機能
評価の有用性：後ろ向き観察研究

2202 歯科口腔外科学講座 疫学調査「口腔がん登録」

2203 看護部（９階東） 消化器疾患患者の術後栄養指導に関する満足度調査

2205
看護部（中央放射線部・中央
内視鏡部）

胃内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者の不安軽減への取り組み～術前訪問
の実施の効果～
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2207
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

難治性中耳炎患者における起炎菌特異的抗体の解析と免疫グロブリン療法にお
ける至適用量に関する基礎的研究

2209 内科学第一講座 抗ヒトPD-1/PD-L1抗体投与後に発症する１型糖尿病に関する疫学調査

2210 保健看護学部 運動負荷時の中心動脈圧波形を指標とした血管機能の評価に関する研究

2211 看護部（７階東） 服薬理解評価スケール（RCS）の有用性の検討

2212 麻酔科学講座
持続傍脊椎ブロック時の局所麻酔薬の投与方法の違いが術後鎮痛に及ぼす影響
についての二重盲検無作為化比較試験

2215 循環器内科学講座
プレッシャーカテーテルを使用した経皮的冠動脈形成術後の心筋血流予備量比
は、解剖学的評価と比較して病変あるいは患者の予後にどのように関係するか？

2216 循環器内科学講座
急性冠症候群発症におけるコレステロール結晶と炎症性サイトカインの役割の解
明

2217 循環器内科学講座 冠動脈内圧の引き抜き圧測定の再現性についての検討

2218 歯科口腔外科学講座 医原性舌神経障害患者における神経障害性疼痛の後ろ向き観察研究

2219 整形外科学講座
XLIF ACR 手術及びXLIF THORACIC（ニューベーシブジャパン社）手術のデータ
ベース構築に関する研究

2220 小児科学講座 胎児心エコー外来開設5年間の総括に関する後ろ向き観察研究

2223 神経精神医学講座
統合失調症と気分障害においてオメガ３脂肪酸が脳部位間結合性と認知機能障
害に及ぼす影響を検討する前向き観察研究

2224 歯科口腔外科学講座 口腔外科手術と薬剤関連性顎骨壊死に関する多施設共同後ろ向き研究

2227 内科学第二講座
Walled-off necrosis（WON）に対する経消化管的経鼻ドレナージ下嚢胞持続洗浄
療法の有効性

2231 皮膚科学講座 皮膚腫瘍における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診断法の確立

2233 内科学第三講座
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㎝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

2234 循環器内科学講座
心筋血流予備量比（ＦＦＲ）で虚血境界領域を示す病変に対する経皮的冠動脈イン
ターベンション（ＰＣＩ）と至適薬物治療の無作為化比較介入研究

2235 外科学第二講座
高齢者早期胃がんに対する機能温存手術における有効性・安全性に関する第Ⅱ
相試験

2237 救急・集中治療医学講座 人工呼吸器関連肺炎に対するグラム染色を用いた抗生剤選択の有用性の検討

2240 内科学第一講座 オンコスタチンＭの血中濃度に関する基礎的検討

2241 外科学第二講座 80歳以上高齢者膵癌に対する適切な治療法を検証するためのアンケート調査

2245 小児科学講座 近畿川崎病研究会における川崎病急性期治療成績に関する後ろ向き観察研究

2248 皮膚科学講座
皮膚腫瘍における腫瘍組織および血液中の遺伝子変異・遺伝子発現に関する前
向き観察研究

2249 脳神経外科学講座
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)

2250 循環器内科学講座

心筋血流予備量比を計測した冠動脈疾患患者の予後に関する多施設共同後向き
観察コホート研究
FFR guided DecISion making in COronary reVascularization:Japanese multi-
cEnteR retrospective RegistrY(FFR DISCOVERY Japan)

2252 内科学第二講座
実臨床におけるＣ型肝炎に対するグレカプレビル・ピブレンタスビル併用療法によ
る治療効果と安全性を検討する前向き観察研究

2253 循環器内科学講座
腹部大動脈瘤とmacrophage inflammatory protein 1 alphaの関連性についての前
向き観察研究

2254
リハビリテーション医学講座
みらい医療推進学講座

肢体不自由者の運動中や日常生活における深部体温に関する観察研究

2259 内科学第三講座
がん性胸膜炎に対する胸膜癒着療法のランダム化比較第３相試験：滅菌調整タル
ク vs OK-432 WJOG8415L(J-PLEURA)
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2262 外科学第一講座
破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関
する全国多施設観察研究

2265 神経精神医学講座 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

2266 保健看護学部
一般病棟で働いている中堅レベルの看護師の「緩和ケア」に関する成長・発達の
プロセス

2270 保健看護学部 休養を評価する質問票の作成に関わる「休養」の概念の検討

2274 内科学第二講座
胆膵疾患の診療におけるSpyGlassTM DSの臨床的有用性と安全性に関する多施
設共同前向きレジストリ試験～Japan SpyGlass DS Registry～

2277 皮膚科学講座 尋常性痤瘡患者に対するスキンケア剤の使用試験

2278 外科学第二講座 膵癌患者の尿中蛋白断片を用いた診断マーカーの研究

2279 泌尿器科学講座 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観察研究

2280 内科学第一講座 甲状腺クリーゼ：多施設前向きレジストリー研究

2281 内科学第二講座
上部消化管疾患におけるクロノタイプの特徴の探索：日本における多施設共同研
究

2283 外科学第二講座
ロボット支援下胃癌手術における腹腔鏡下胃癌手術に対する優越性の検証：第Ⅲ
相無作為化比較試験

2284 内科学第三講座 個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル検査研究

2287 循環器内科学講座 大動脈解離とETSファミリーSpi-Bとの関連性についての前向き観察研究

2288 救急・集中治療医学講座 救命救急センターER初療時CT見逃し所見に関する前向き観察研究

2290 循環器内科学講座
スペックルトラッキング法を用いた三尖弁輪移動距離による各種心疾患における
右室機能評価：後ろ向き観察研究

2291 内科学第二講座
抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例の内視鏡的大腸ポリープ摘除術後出血割
合に関する検討

2293 循環器内科学講座
急性冠症候群患者における残余リスクとしてのhigh densitylipoprotein(HDL)コレス
テロールの意義

2295 保健看護学部
高齢心不全患者に対する筋パワートレーニングがバランス機能および移動能力に
及ぼす影響

2296 腎臓内科学講座
維持透析導入後の生命予後へ影響をおよぼす導入時臨床所見、血液検査デー
タ、および薬剤の検討

2297 外科学第二講座
膵頭十二指腸切除術の膵空腸吻合におけるポリグリコール酸シート被覆の有用
性を検証する　日本－韓国　他施設無作為化比較第Ⅲ相試験

2298 看護部（９階東） 消化器疾患患者の術前後栄養指導に関する満足度調査

2300 内科学第二講座
胆嚢炎に対する経皮的胆嚢ドレナージ留置後の超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ
による内瘻化の有用性を評価する多施設共同後ろ向き試験

2301 内科学第一講座 診療情報を利用したＡＩ甲状腺専門医の開発

2302 循環器内科学講座
実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（Xience VTM）とシロリムス溶出性
ステント（Cypher SelectTM+）の有効性及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

2303 内科学第二講座
膵腫瘍診断において、ROSE(Rapid on-Site Evaluation)を行うEUS-
FNA(Endoscopic guided fine needle aspiration)とEUS-FNA単独施行とを比較した
多施設共同無作為試験

2304 皮膚科学講座 炎症性皮膚疾患に対するサンスクリーン剤の使用試験

2305 内科学第一講座 甲状腺疾患患者の眼病変に関する観察研究

2306 血液内科学講座
未治療ＣＣＲ４陽性高齢者ＡＴＬに対するモガムリズマブ併用ＣＨＯＰ-１４の第Ⅱ相
試験

2308 衛生学講座 努力-報酬不均衡モデルに基づく女性勤労者のストレス状況の横断調査

2309 リハビリテーション医学講座 人工膝関節全置換術待機患者に対する術前リハビリテーションの効果
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2311 内科学第一講座 ＩｇＧ４関連疾患患者の膵内分泌異常に関する後ろ向き観察研究

2314 リハビリテーション医学講座
表面筋電図パワースペクトル解析を用いた脳卒中片麻痺患者の大腿四頭筋繊維
組成評価に関する研究

2315 内科学第二講座
遠隔転移を有する高齢者膵癌に対する標準用量と低用量Gemcitabine+nab-
Paclitaxel併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

2316 内科学第二講座
閉塞性黄疸に伴う掻痒症に対するナルフラフィン塩酸塩の有効性と安全性に関す
るパイロット試験

2318 外科学第二講座 高度肥満症に対する肥満外科手術の有効性と安全性に関する第Ⅱ相試験

2320 循環器内科学講座
ＳＴ上昇型急性心筋梗塞治療に対するエベロリムス溶出性ステントの早期および
慢性期血管反応の比較：生体吸収型ポリマーと永続型ポリマーステント間のラン
ダム化比較試験

2321 産科婦人科学講座
日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業および登録情報に基づく研
究

2323 看護部（７階東）
心臓リハビリテーションを受ける患者の「心臓血管手術前のパンフレット」の内容の
検討

2325 内科学第二講座
ビフィズス菌食品とガラクトオリゴ糖を添加したビフィズス菌食品による便通改善機
能の有効性に関するランダム化二重盲検比較試験

2326 保健看護学研究科 急性期脳血管障害患者の自己効力感への影響因子

2328 内科学第三講座 リキッドバイオプシーに用いる新規保存管の開発研究

2329 内科学第二講座
ウイルス性肝炎以外の慢性肝炎患者に対するF-indexを用いた超音波肝線維化
診断に関する前向き観察研究

2330 内科学第二講座
Ｃ型肝炎患者に対するF-indexを用いた超音波肝線維化診断に関する前向き観察
研究

2331 内科学第二講座
Ｂ型肝炎患者に対するF-indexを用いた超音波肝線維化診断に関する前向き観察
研究

2332 中央放射線部
前立腺癌における外照射併用高線量率密封小線源治療での下部尿路有害事象
を減らすための新たな指標の検討

2333 内科学第三講座
進行肺がんにおける脳転移制御の実現へ向けた薬力学的及び分子生物学的検
討

2334 内科学第三講座
On-chip Sortを用いた原発性肺癌における血中循環腫瘍細胞（CTCs:circulating
tumor cells）の検出及び評価法の研究開発

2335 内科学第三講座
肺癌登録合同委員会
胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究

2336 衛生学講座
幼児の発達障害傾向の評価における発達性協調運動障害評価の有用性に関す
る介入研究

2337 産科婦人科学講座
Helical Tomotherapyを用いた、婦人科癌に対する放射線治療に関する、後ろ向き
観察研究

2338 内科学第二講座
ルストロンボパグが血小板輸血に比べ経皮的ラジオ波焼灼術による腹腔内出血を
減少させるか否かを明らかにする後ろ向きコホート研究

2339 内科学第三講座 原発性肺癌におけるDLL3発現に関するバイオマーカー研究

2341 内科学第三講座
T790M変異によってEGFRチロシンキナーゼ阻害剤に耐性化したEGFR遺伝子変異
陽性非小細胞肺癌の遺伝子プロファイルを次世代シークエンサーにて検討する観
察研究

2342 皮膚科学講座 皮膚動脈炎の本邦皮膚科アンケート調査

2343 内科学第一講座 血中小胞体ストレスマーカーに関する縦断的検討

2346 内科学第二講座
肝硬変患者の血小板減少に対するルストロンボパグの反復使用における血小板
増加効果についてする後ろ向き観察研究

2347 外科学第一講座
冠動脈バイパス術後の予後に関する検討－生理学的評価による虚血改善度も含
めて－後ろ向き観察研究

2348 循環器内科学講座
3D OCTシステムを用いた冠動脈分岐部病変に対するPCIの前向き観察研究－
Japanese 3D-OCT Bifurcation Registry－

2349 保健看護学部 若年女性の冷えに対する手浴の効果

2350 中央検査部 凝固検査における異常反応の回避方法の研究



承認番号
（受付番号）

実施講座等 研究課題名

2357 保健看護学部 産後4ヶ月の母親のインターネットによる育児情報の活用と育児不安との関連

2358 脳神経外科学講座 ヘリカルＣＴによる頚椎椎間孔狭窄症の評価についての後ろ向き観察研究

2359 脳神経外科学講座 難治性振戦に対する脳深部刺激術の最適なターゲットを探索する前向き観察研究

2361 中央放射線部
前立腺癌に対する高線量密封小線源治療の尿道輪郭描出の違いによる線量評
価への影響

2362 腫瘍センター
外来化学療法センター患者における免疫チェックポイント阻害剤の安全性に関す
る単施設後ろ向き観察研究

2363 皮膚科学講座
難治性皮膚疾患の血中・皮膚組織内物質等測定のための血清・皮膚組織保存に
ついて

2364 産科婦人科学講座 当院で管理した18トリソミー症例の予後因子についての後ろ向き観察研究

2367 脳神経外科学講座 定位脳手術の至適ターゲットにおける拡散テンソル画像所見の後ろ向き観察研究

2369 泌尿器科学講座
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

2371 皮膚科学講座 Classification of Cutaneous Lupus Erythematosus Part2

2372 内科学第一講座
膵神経内分泌腫瘍におけるミスマッチ修復遺伝子の発現に関する後ろ向き観察研
究

2373 脳神経内科学講座 ニュープロ®パッチ関連皮膚障害のヒルドイド®クリームによる予防効果に対する前
向き比較試験

2374 保健看護学部 在宅療養者と家族の思いに即した看護の在り方

2375 外科学第二講座 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)に対する手術適応に関する後ろ向き観察研究

2377 外科学第二講座 膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)の検証－多施設共同後ろ向き研究－

2378 紀北分院（脊椎ケアセンター） 脊椎疾患におけるサルコペニアの有無とその関連因子の検討

2382 外科学第二講座
腹腔鏡手術における、創部局所麻酔を併用した、硬膜外麻酔とアセトアミノフェン
の鎮痛効果比較前向き探索的研究

2383 外科学第一講座
組織培養法抗癌剤感受性試験を用いた乳癌手術検体におけるhormesis現象の定
量的測定のための観察研究

2384 内科学第二講座
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後出血リスクスコアリングシステムの
開発に関する後ろ向き観察研究

2385 腎臓内科学講座
腎代替療法導入時における短時間作用型および長時間作用型エリスロポエチン
製剤が血中ヘモグロビン値に及ぼす影響に関する研究

2386 皮膚科学講座 希少がんの多施設共同レジストリ研究（皮膚科領域）

2387 内科学第二講座
20mm以下の十二指腸非乳頭部表在性腫瘍に対するUnderwater Endoscopic
Mucosal Resection(UEMR)の有効性に関する多施設共同観察研究

2388 人体病理学講座
膀胱尿路上皮癌及び皮膚扁平上皮癌の浸潤と微小管関連蛋白（MAP）の発現様
式に対する後ろ向き観察研究

2389 臨床工学センター 体外式心肺補助管理から離脱に関連する影響因子の後ろ向き観察研究

2390 保健看護学部
クリーンルーム入室患者の不適応感尺度（Cleanroom non-Adaptation Scale：
CnA-S2）の妥当性の検討

2391 紀北分院脊椎脊髄病学教室 骨粗鬆症性椎体骨折における早期離床と長期ベッド上安静の治療成績の比較

2392 小児科学講座
小児死因究明制度の導入に向けた全国版後方視的調査(2014-2016年）
Retrospective National Study on Applying Child Death Review in 2014-2016

2393 循環器内科学講座
冠動脈CT画像より算出される心筋血流予備量比(CT-FFR)とプレッシャーワイヤー
による心筋血流予備量比（FFR)を比較検証する後ろ向き観察研究

2395 神経精神医学講座 がん患者における認知機能についての後ろ向き観察研究

2397 眼科学講座 Vogt-小柳-原田病の再発、再燃に関する後ろ向き研究

2400 整形外科学講座 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーション手術患者の前向き登録調査
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2401 内科学第二講座
術後膵液瘻に対する超音波内視鏡下経消化管的ドレナージ療法の有用性につい
て：後ろ向き比較研究

2402 内科学第二講座 肝血管腫における造影超音波検査に関する後ろ向き研究

2403 外科学第二講座 高齢者肝細胞癌切除症例に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2404 血液内科学講座
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリドミド及び
デキサメタゾン併用療法の多施設共同前向き観察研究

2406 内科学第三講座 肺癌終末期におけるチロシンキナーゼ阻害薬の終了時期に関する後ろ向き検討

2407 循環器内科学講座
大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁植込み術施行症例の予後に関す
る前向き観察研究

2409 病態栄養治療部
肥満症に対する効果的な治療戦略と健康障害の改善に資する減量数値目標を見
出すための介入研究

2410 眼科学講座 小児視神経炎に関する後ろ向き観察研究

2411 眼科学講座 下垂体腫瘍に関する後ろ向き観察研究

2412 救急・集中治療医学講座 外傷性頸髄損傷患者における呼吸急変の危険因子に関する後ろ向き観察研究

2413 眼科学講座 近視性脈絡膜新生血管に関する後ろ向き観察研究

2414 麻酔科学講座 TEMPLE TOUCH PRO®を用いて橈骨動脈上で測定した体温は中枢温を反映する
か　～前向き観察研究～

2416 内科学第三講座
「原発不明癌に対するNivolumab(ONO-4538)の有効性を検討する第Ⅱ相試験」に
おける附随研究

2418 救急・集中治療医学講座
重症熱傷患者におけるヘパリン起因性血小板減少症（heparin-induced
thrombocytopenia：HIT）発症およびHIT抗体陽性化のメカニズム探索のための多
施設共同研究前向き観察研究

2419 外科学第二講座
切除境界膵癌に対する術前治療後の炎症／免疫栄養関連因子と予後に関する
後方視的観察研究

2420 救急・集中治療医学講座 急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎の全国調査（二次調査）

2421 麻酔科学講座
心拍出量測定法の比較
血管収縮薬投与後の追従性についての前向き観察研究

2422 血液内科学講座 造血細胞移植医療の全国調査

2424 小児科学講座
日本腎生検レジストリーを利用したわが国における巣状文節性糸球体硬化症の
variantの予後についての二次調査

2425 リウマチ・膠原病科学講座
我が国の若年全身性エリテマトーデス患者の現状と妊娠転帰を含む長期・短期予
後に関する前向きコホート研究

2426 内科学第三講座 当院における血液培養検査に関する単施設後ろ向き観察研究

2428 リハビリテーション医学講座
脊髄損傷後患者における疼痛発症にかかわる中枢神経系の機能的・構造的変化
の探索

2429 病態栄養治療部 糖尿病性腎臓病の発症進展に関与する臨床的因子に関する後ろ向き観察研究

2430 循環器内科学講座
製品開発のため血管内光干渉断層法（OCT）施行症例の画像データの収集と提
供

2431 血液内科学講座
携帯型マルチヘルスモニタを用いた患者状態変化の予兆検知に関する前向き観
察研究

2432 血液内科学講座 遠隔モニターシステムを利用した在宅輸血の安全管理に資する前向き観察研究

2433 内科学第二講座
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後の穿刺経路腫瘍細
胞播種(Needle tract seeding)の実態調査

2434 眼科学講座 選定療養費導入に伴う眼科時間外受診状況の変化の検討

2436 内科学第三講座
微細流体デバイスを用いた原発性肺がんにおける血中循環腫瘍細胞(CTC)の開
発研究

2437 臨床検査医学講座 超音波エラストグラフィーによる膵高度に関する後ろ向き観察研究

2439 産科婦人科学講座 胞状奇胎の掻爬回数と続発症頻度に関する調査研究
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2442 循環器内科学講座

急性心筋梗塞における外気温とコレステロール結晶によるプラーク破裂の関係の
検討
Association with ambient temperature and plaque rupture caused by cholesterol
crystal in patient with acute myocardial infarction

2443 中央検査部 導出18誘導心電図波形を用いた心室中隔欠損症の肺高血圧予測

2445 内科学第二講座
術後再建腸管症例における切除不能悪性胆管閉塞に対し、超音波内視鏡下胆管
ドレナージ術とバルーン内視鏡下胆管ドレナージ術の有効性に関する多施設共同
前向き比較研究

2446 皮膚科学講座
自己免疫疾患・自己炎症性疾患の血液・皮膚組織内物質等測定による病態解明
に関する研究

2447 外科学第二講座 肝胆膵外科領域におけるAeromonas hydrophila感染症の後ろ向き観察研究

2448 内科学第三講座
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同
前向き観察研究：(J-TAIL)

2449
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

甲状腺癌組織における癌発生・進展に関わる蛋白異常の解明と臨床応用に向け
た研究

2450 放射線医学講座
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

2451 救急・集中治療医学講座
日本外傷データバンクに登録された外傷患者における病院前qSOFAスコアと院内
死亡の関連：外傷レジストリを用いた解析

2452 人体病理学講座 鼻腔および副鼻腔の悪性黒色腫に対する多施設共同後ろ向き観察研究

2453 内科学第二講座
急性胆嚢炎に対する超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術の有用性についての研
究：後ろ向き研究

2455 内科学第二講座
膵癌に伴う癌性疼痛に対する超音波内視鏡ガイド下腹腔内神経融解術の有効性
を検討する多施設前向き登録研究

2457 内科学第二講座
超音波内視鏡下処置時の鎮静におけるプロポフォールとデクスメデトミジン＋ミダ
ゾラム併用との有効性と安全性に関する後ろ向き研究

2458 内科学第二講座
画像検査（CT、MRI、EUS（超音波内視鏡））による小膵癌診断能に関する後ろ向き
観察研究

2459 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのshear wave法を用いた膵線維化診断に関する前向き観察研
究

2460 血液内科学講座 本学における集中治療管理を要した造血器腫瘍例の転帰及び予後因子の解析

2461 整形外科学講座 2017年に施行された脊柱変形手術における合併症の発生頻度に関する調査

2462 内科学第二講座
メサラジン製剤のみでは寛解維持できない潰瘍性大腸炎に対するサラゾピリン、
チオプリン製剤の有用性に関する後ろ向き観察研究

2464 外科学第二講座 膵癌臨床検体を用いた創薬研究とorgan-on-a-chipの開発

2465 内科学第三講座
WJOG10718LTR
PD-Ll 高発現非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブの
バイオマーカー研究

2466 産科婦人科学講座 我が国における子宮および卵巣原発の悪性黒色腫の現状に関する調査研究

2467 循環器内科学講座
日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析
（2017-2019年度日本医療研究開発機構事業「冠動脈疾患に係る医療の適正化を
目指した研究」の内容を包括）

2469 循環器内科学講座
冠動脈CT血管造影と数値流体力学を応用して急性冠症候群のプラーク破裂の機
序を探究するための試験II (EMERALD II)

2471 内科学第二講座 人工知能の利活用を見据えた超音波デジタル画像のデータベース構築

2472
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

急性中耳炎および急性鼻副鼻腔炎患者検体を用いた起炎菌迅速検査キット性能
評価に関する前向き観察研究

2473 麻酔科学講座
腹腔鏡下手術における新しい非侵襲連続推定心拍出量の信頼性に関する前向き
観察研究

2474 麻酔科学講座 瞳孔径を用いた全身麻酔下神経ブロックの鎮痛効果判定～パイロット試験～

2475 外科学第二講座
切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマーカー探索を含めた観
察研究(DELIVER試験）： JACCRO GC-08
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2477 皮膚科学講座
全身性強皮症・皮膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診察ガイドラインの妥
当性に関する疫学調査

2478 血液内科学講座
「HBV既往感染歴を有する同種造血細胞移植レシピエントに対する、HBワクチン
によるHBV再活性化予防法のランダム化検証的試験」 UMIN000034113

2479 皮膚科学講座 VISIAを用いた皮膚疾患患者の顔面皮膚画像解析（前向きコホート研究）

T2480 内科学第三講座

ALK融合遺伝子陽性、PS不良の進行再発非細胞肺癌に対するアレクチニブの第
Ⅱ相試験（LOGIK1401)」の附随研究
ALK融合遺伝子陽性、PS不良の進行再発非小細胞肺癌に対するアレクチニブの
長期的な予後に関する後ろ向き研究(LOGIK1401-B)

2481 脳神経外科学講座
脳腫瘍患者に対する抗てんかん薬治療における使用薬剤と治療効果に関する研
究

2483 放射線医学講座
腹部大動脈瘤ステントグラフト術（EVAR)後のendoleak(EL)評価に関する造影
Subtraction MRIの有用性の検討

2484 外科学第二講座
膵癌術前治療の組織学的治療効果判定・予後予測スコアリングシステムの有用
性に関する後ろ向き観察研究

2485
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

飛込競技パフォーマンスに影響する睡眠についての前向き研究

2486
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

飛込競技パフォーマンスに影響するバランス制御についての前向き研究

2487 眼科学講座 ぶどう膜炎後ろ向き疫学調査

2488 整形外科学講座 日本語版LSDI(Lumbar Stiffness Disability Index)の開発

2490 腎臓内科学講座
腎生検レジストリーを利用したわが国における巣状分節性糸球体硬化症のvariant
の予後についての二次調査

2491 整形外科学講座 腰部脊柱管狭窄の症状尺度とQOL尺度の妥当性の検証プロジェクト

2492 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのDetective Flow Imagingを用いた胆嚢腫瘍診断に関する前向
き観察研究

2493 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのDetective Flow Imagingを用いたリンパ節転移診断に関する
前向き観察研究

2494 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのDetective Flow Imagingを用いた消化管粘膜下腫瘍診断に関
する前向き観察研究

2495 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのDetective Flow Imagingを用いた膵腫瘍及び腫瘤診断に関す
る前向き観察研究

2496 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのDetective Flow Imagingを用いた膵管内乳頭粘液性腫瘍
（IPMN)悪性度評価に関する前向き観察研究

2502 内科学第三講座
WJOG8815LFS
血漿中cell free DNA を用いて血漿中EGFR T790M遺伝子変異が確認された
EGFR-TKI既治療非小細胞肺癌患者に対するオシメルチニブ治療の観察研究

2503 麻酔科学講座
低体温人工心肺中における新しい体温連続モニタリングシステムの信頼性に関す
る後ろ向き観察研究

2506 皮膚科学講座 難治性静脈奇形及びクリッペル・トレノネー症候群を対象とした前向き観察研究

2507 救急・集中治療医学講座 重症患者の半年後の障害とQOLの評価に関する多施設レジストリ

2508 内科学第三講座
呼吸困難を有する、PS不良の進行癌患者におけるHFNCの有用性を検討する第
Ⅱ相試験

2509 循環器内科学講座
冠動脈瀰漫性病変に対する、instantaneous wave-free ratio Pullbackを用いた後
ろ向き観察研究（多施設共同研究）

2510 外科学第二講座
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN)症例における膵液細胞診と切除標本による最終病
理診断の比較－多施設共同研究（付随研究）－

2511 整形外科学講座 脊椎骨盤固定術後の股関節症に対する三次元動作解析を用いた観察研究

2512 歯科口腔外科学講座 口腔扁平上皮癌における免疫チェックポイント機構に関する後ろ向き観察研究

2513 皮膚科学講座 新規乾癬患者の疫学調査

2514 脳神経内科学講座 紀伊ALSの臨床的特徴の固定を目的とした多施設共同レジストリー研究



承認番号
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実施講座等 研究課題名

2515 循環器内科学講座 カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジストリ）

2516 循環器内科学講座
瞬時血流予備量比、心筋血流予備量比と冠動脈バイパス術後のグラフト開存率に
関する検討

2517 血液内科学講座 血液悪性腫瘍の保存検体を用いた薬剤感受性に関する研究

2521 外科学第二講座
メチル基置換酵素／脱メチル基酵素の肝細胞癌における機能解析－後ろ向き観
察研究－

2523 脳神経外科学講座 脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査）

2524 脳神経外科学講座
ICTのリアルタイム性を活かした医師対医師による遠隔医療の効果に関する調査
研究

2525 皮膚科学講座
本邦とカナダにおける乳房外Paget病、Paget病の疫学調査と重複がん発症リスク
因子の分析

2526 内科学第三講座 がん化学療法に対する制吐薬としてのオランザピンの使用実態調査

2529 内科学第二講座
超音波内視鏡下でのshear wave法を用いた膵線維化診断に関する後ろ向き観察
研究

2533 リハビリテーション医学講座 健常者における交代浴が血中BDNF動態に与える影響の検証

2534
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

スイミングクラブの競技選手における耳鼻咽喉科疾患についての前向き研究

2537 外科学第二講座
消化器癌患者あるいは前癌病変患者の口腔ケアにおける細胞叢の網羅的探索に
よるデータベース構築を通じた新たな診断方法・治療法・予後解析の確立

2539 分子遺伝学講座
去勢抵抗性前立腺癌に対する新規治療薬の効果を予測するバイオマーカーの探
索的研究

2540 分子遺伝学講座
新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と治療指針確
立

2541 口腔顎顔面外科学講座 口腔診査情報標準コード仕様の可用性に関する研究

2542 皮膚科学講座 キャピラロスコピーを用いた膠原病患者の汗の分泌能の評価

2543 病態栄養治療部
身体測定・体組成分析による栄養状態および代謝異常の評価のための後ろ向き
観察研究

2544 内科学第三講座
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同
前向き観察研究：(J-TAIL)におけるバイオマーカー探索研究

2545 小児成育医療支援学講座 MRIを用いた小児てんかん患者の脳機能異常についての前向き横断研究

2546 循環器内科学講座
繰り返し入退院する漫性心不全患者を対象としたASV療法の予後に関する前向き
コホート研究：再入院や脂肪に関する影響を検討する縦断的観察研究（SAVIOR-
L)

2547 中央内視鏡部 膵癌における膵微小免疫環境の検討－後ろ向き観察研究－

2548 救急・集中治療医学講座
鈍的外傷による腸管・腸間膜損傷の手術適応因子と手術までの時間に関する後
向き観察研究

2550 神経精神医学講座 電気けいれん療法の再発予測指標を明らかにする前向き観察研究

2551 看護部（６階西）
特定妊婦への虐待予防における継続した支援の検討～A県の保健師と当院の助
産師との連携の現状から～

2552 救急・集中治療医学講座
重症外傷患者に対する制限輸血戦略
クラスターランダム化クロスオーバー非劣性試験

2553 薬剤部
Calvert式によるカルボプラチン投与量算出時に用いる腎機能推算値と毒性に関
するレトロスペクティブ研究

2554
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
講座

摘出検体のホルマリン固定までに関する医師アンケート調査

2555 リハビリテーション医学講座
和歌山県立医科大学げんき開発研究所トレーニングジム会員のロコモ度と骨格筋
量指数に関連する因子の横断的観察研究

2557 循環器内科学講座
光干渉断層法（optical coherence tomography:OCT）使用中における圧ワイヤーを
用いての冠内圧変動の検証

2560 眼科学講座 当院における白内障術後屈折の後ろ向き観察研究
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2562 分子遺伝学講座
がん患者の免疫機能や生活の質等に「笑い」の機会が与える影響の検証
「笑い」を楽しむ機会があるとがん患者の免疫機能や生活の質はどう変わるか
（WAROTEMAE 2018 Study）

2563 外科学第二講座
AJCC第8版によるT1膵癌の新分類のバリデーション試験と臨床病理学的特徴－
日韓共同プロジェクト研究－

2565 皮膚科学講座
自己炎症性皮膚疾患（Sweet病、Schnitzler症候群、Weber-Christian症候群）の全
国皮膚科疫学調査

2566 放射線医学講座
腹部大動脈瘤に対するN-buty1- 2-cyanoacrylate-Lipiodol-Ethanol(NLE)を用い
た瘤内塞栓術併用EVERの中期成績に関する後方視的臨床研究

2567 産科婦人科学講座 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設の広汎子宮全摘出術の実態調査

2568 産科婦人科学講座
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　絨毛性疾患地域登録事業及び登録情
報に基づく研究

2570 内科学第三講座
WJOG 11518L 根治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後
デュルバルマブ維持療法のバイオマーカーを探索するための多施設前向き観察
研究

2572 救急・集中治療医学講座 急性期における病院前トリアージとICT情報連携(Cloud ER)に関する研究

2575 病態栄養治療部
ロウ糠層除去玄米の2型糖尿病患者における食後血糖上昇抑制作用の比較検討
試験

2578 内科学第三講座 血漿中DNAによるロルラチニブの効果予測に関する研究

2579 中央放射線部 強度変調放射線治療における体内構造の変化が線量分布に及ぼす影響の評価

2583 リハビリテーション医学講座
表面筋電図パワースペクトル解析を用いた中高齢男性の大腿四頭筋線維組成評
価に関する研究

2584 リハビリテーション医学講座
和歌山県立医科大学げんき開発研究所トレーニングジム利用者に対する体組成
と個人特性及び会員属性との関連性の横断的後ろ向き観察研究

2585 リハビリテーション医学講座 障がい者スポーツ選手を対象とした熱中症対策の実施に関する実態調査

2587 内科学第二講座
切除不能悪性腫瘍による遠位胆管閉塞に対する細径デリバリーシステムのステン
トによる超音波内視鏡下経十二指腸的胆管ドレナージの後ろ向き研究

2588 小児科学講座
小児全身性エリテマトーデス患者におけるループス腎炎活動性バイオマーカーと
予後因子の多施設後方視的コホート研究（国際共同研究）

2589 外科学第二講座

切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法またはゲムシタビン＋ナブパクリタキセ
ル併用療法により切除可能と判断された膵癌患者の登録解析研究
Cohort study of patients with initially unresectable pancreatic cancer in whom
conversion surgery is planned after FOLFIRINOX or gemcitabine plus nab-
paclitaxel therapy（PC-CURE-1）

2590 血液内科学講座
本学・関連施設における発作性夜間ヘモグロビン尿症に対するEculizumabの臨床
的効果についての後方視的解析

2591 内科学第一講座 甲状腺髄様癌における甲状腺機能異常に関する観察研究

2592 外科学第一講座 ロボット支援下胸腔鏡手術の有用性と安全性に関する前向き観察研究

2593 保健看護学部
ザンビアにおける入院時胎児モニタリング異常波形と母体リスク因子の関連に対
する観察研究

2594 脳神経外科学講座
頭蓋内胚細胞腫における(1)bifocal tumorの意義、(2)髄液細胞診陽性症例の治療
についての後方視的研究

2595 救急・集中治療医学講座 外傷患者における急性腎障害の危険因子に関する後向き観察臨床研究

2596 外科学第二講座
早期胃癌に対する新規内視鏡治療における有効性安全性に関する後ろ向き観察
研究

2597 看護部（１２階西）
脳血管障害患者における日常生活自立度と座位から起立による血圧変動の関連
に対する観察研究

2599 内科学第二講座
当院での大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic Submucosal
Dissection:ESD）におけるSOクリップ®の使用成績

2600 内科学第二講座
消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築
Japan Endoscopy Database（JED）Project

2601 内科学第二講座
閉塞性黄疸を有する１型自己免疫性膵炎に対する胆管ステント非留置下ステロイ
ド投与の安全性評価試験

2603 腎臓内科学講座 標準化腎生検組織評価法の確立を目指した多施設共同後ろ向き観察研究
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2604 中央検査部 ミュータスワコーi50用トロポニンT測定試薬、NTproBNP測定試薬の性能評価

2605 看護部（９階東） 食道癌術後嚥下障害の実態調査

2606 外科学第二講座

漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象とした大網切除に対する大網温
存の非劣性を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験（Randomised control phase Ⅲ
trial to evaluate Omentum preserving gastrectomy for patients with ADvanced
Gastric Cancer:ROAD-GC）

2607 中央検査部 新規感染症体外診断用医薬品の有効性の評価

2608 内科学第三講座 ICI治療に伴う薬剤性肺障害に対するBALの後方視的検討

2609 リハビリテーション医学講座
健常成人における上肢・下肢エルゴメーター駆動時の傍脊柱筋表面筋電図信号
に与える影響についての前向き観察研究

2610 内科学第二講座
肝細胞癌に対するレンバチニブの早期治療効果と安全性を評価する後ろ向き観
察研究

2613 公衆衛生学講座 大学生の食習慣に影響を及ぼす因子の検討

2620 眼科学講座 角膜感染症におけるテガダーム®を用いた抗生剤湿潤療法の有用性の検討

2621 人体病理学講座
腎深部に発生した進行期高異型度乳頭状腎細胞癌の有する変異および遺伝子発
現プロファイルに関する後ろ向き観察研究

2622 人体病理学講座
非淡明細胞腎細胞癌における脂質代謝状態と臨床病理像との関連に関する後ろ
向き観察研究

2623 内科学第三講座
当院におけるPD-1/PD-L1阻害剤に対して非長期奏功であった非小細胞肺がん
症例における生存期間に関する単施設後ろ向き観察研究

2624 外科学第二講座
GEM/CDDP/S-1（GCS）療法不応または不耐後の切除不能胆道癌に対する二次
治療の有効性に関する多施設共同後ろ向き観察研究：KHBO1401-3A

2625 外科学第二講座
KHBO1401附随研究：切除不能胆道癌肺転移に対するGEM/CDDP/S-1と
GEM/CDDPの有用性の比較検討（KHBO1401-3B）

2626
総合周産期母子医療セン
ター

バセドウ病合併妊娠における児の甲状腺機能異常の予測因子の探索

2627 内科学第二講座 参加型臨床実習導入前後の学生による授業評価に関する後ろ向き観察研究

2628 中央放射線部
肝細胞癌のカテーテル治療支援画像自動作成手法開発のための後ろ向き観察研
究

2629
総合周産期母子医療セン
ター

超低出生体重児の後天性上気道病変による気管切開症例に関する後ろ向き観察
研究

2630 泌尿器科学講座 本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基盤創出

2631 放射線医学講座
大腿膝窩動脈内再狭窄を有する閉塞性動脈硬化症患者に対するELUVIA薬剤溶
出型末梢ステントを用いた血管内治療に関する多施設・前向き研究

2632 救急・集中治療医学講座
日本外傷データバンクに登録された外傷患者におけるqSOFAスコアの繰り返し測
定と院内死亡の関連：外傷レジストリを用いた解析

2633 神経精神医学講座
精神疾患における反復経頭蓋磁気刺激と経頭蓋直流電気刺激のシミュレーション
研究

2634 血液内科学講座
患者腫瘍組織移植モデルを用いた造血器悪性腫瘍の病態解明と新規治療法の
探索

2635 看護部（ＨＣＵ） 血液培養検査手技の統一が検体の汚染率に与える影響

2636 循環器内科学講座 光干渉断層イメージングのＡＩ解析に基づく急性心筋梗塞発症予測法の開発

2637 内科学第二講座
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後の穿刺経路腫瘍細
胞播種(Needle tract seeding)の二次調査

2638 内科学第二講座
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)後の穿刺経路腫瘍細
胞播種(Needle tract seeding)の三次調査

2639 薬剤部
シスプラチン誘発性悪心・嘔吐に対するパロノセトロン、アプレピタント、オランザピ
ンによる３剤併用制吐療法の有効性および安全性を検討する多施設共同第Ⅱ相
試験

2640 皮膚科学講座 乳児血管腫の病態に関連するバイオマーカーの探索的研究
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2641 皮膚科学講座 日光角化症における老化関連遺伝子の発現に関する後ろ向き観察研究

2648 放射線医学講座
腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置術時の下腸間膜動脈塞栓の有用性の
評価：多施設前向き無作為化比較試験（Clarify-IMA）

2651 循環器内科学講座
冠動脈バイパス術前のQuantitative Flow Ratio（QFR）による生理学的評価と冠動
脈バイパス術による移植グラフトの開存性の関連について

2652 リハビリテーション医学講座 補高歩行が健常成人のヒラメ筋H反射に与える影響

2654 内科学第三講座
非小細胞肺がんに対するPD-1/PD-L1阻害剤単剤療法における有効性・安全性
に関するバイオマーカーの探索　単施設後ろ向き研究

2656 内科学第二講座
上部内視鏡検査における病変拾上げ・鑑別AI開発に向けた画像および鑑別デー
タ取得

2657 外科学第二講座 消化器固形がん患者におけるneoantigen解析に関する基礎研究

2659 救急・集中治療医学講座
敗血症性ショックにおける持続的腎代替療法でAN69ST膜が循環動態に与える影
響：後ろ向き観察研究

2660 循環器内科学講座
遠位橈骨動脈アプローチによる経皮的冠動脈形成術での適正な止血時間に関す
る多施設前向き観察研究

2661 内科学第三講座

JCOG1701「非小細胞肺癌に対するPD-1経路阻害薬の継続と休止に関するラン
ダム化比較第III相試験」の附随研究
PD-1経路阻害薬の休薬に関する血液検体による効果予測因子および予後因子
に関する探索的研究

2662 泌尿器科学講座 尿路結石患者の国内データバンク設立研究

2664 脳神経外科学講座 安静時機能的MRIを用いた異常てんかん回路の研究

2665 皮膚科学講座
上皮系皮膚悪性腫瘍に対する抗PD-1抗体療法の医師主導による多施設共同第
Ⅱ相臨床試験（NMSC-PD1）の付随研究

2666 脳神経内科学講座
新たなバイオマーカー・脳脊髄液C-マンノシルトリプトファンの神経疾患に対する
有用性評価

2667 人体病理学講座 脂腺腫瘍の分子学的・臨床病理学的解析

2668 内科学第三講座 がんゲノムパネル検査結果のがんゲノム情報管理センターへの提出について

2670
総合周産期母子医療セン
ター

極低出生体重児が発症する合併症と、その発症に影響を及ぼす因子の検討

2671 外科学第二講座 十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関する研究

2672 外科学第二講座 肝細胞癌切除後ミラノ基準内再発症例に対する再肝切除の有用性

2673 外科学第二講座 大腸癌腹膜播種に関する後ろ向き観察研究

2674 人体病理学講座
悪性黒色腫、消化管癌、尿路上皮癌におけるMTAPとp16の状態に関する後ろ向
き観察研究

2676 内科学第三講座 多発肺がんの遺伝子変異と環境因子の関係についての検討

2677 リハビリテーション医学講座 当院リハビリテーション医療中に発生したアクシデント発生要因の後ろ向き検討

2678
総合周産期母子医療セン
ター

18トリソミー児の生命予後に関する後ろ向き観察研究

2680 内科学第三講座
切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後のデュル
バルマブの長期安全性及び有効性に関する観察研究

2682 血液内科学講座 再発難治性悪性リンパ腫に対するACES療法に関する後ろ向き観察研究

2683 血液内科学講座
成人リンパ系腫瘍のメトトレキサート大量療法における排泄遅延の危険因子に関
する研究：単施設後方視的検討

2684 血液内科学講座
未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関
するランダム化比較第Ⅲ相試験JCOG1411（FLORA study）

2685 血液内科学講座
「JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの試料の提供と将来の利用に
ついて」～JCOG1411試験付随研究～

2690 泌尿器科学講座
トリア尿管ステントとポラリスウルトラ尿管ステントの、結石付着に関する単盲検・
前向きランダム化比較試験～短期留置編～
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2692 内科学第二講座
抗凝固薬内服例の胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）におけるダビ
ガトラン置換の有効性を検証する多施設共同前向き試験

2693 皮膚科学講座 色素斑病変部における細胞内ミトコンドリア状態の前向き調査

2696 内科学第三講座 FcRカラムを用いた原発性肺癌におけるADCC活性解析システムの研究開発

2698 脳神経内科学講座
パーキンソン病の衝動性に対するマインドフルネス瞑想法の有効性に関する単
群、オープンラベル、パイロット試験（パーキンソン病患者に対するマインドフルネ
ス瞑想法の有効性研究）

2699 リハビリテーション医学講座
若年健常者男性における温熱を併用した運動療法が血中BDNF濃度に与える影
響


