
臨床研究 実施状況一覧

【2018年度（H30年度）】

研究No 開催年月日 議題 科 診療科長 実施責任者

444 2018年5月2日
JCOG1202「根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS-1療法
の第Ⅲ相試験」の付随研究

胆膵内科 宮川　宏之 宮川　宏之

445 2018年5月1日
潰瘍性大腸炎における週2回の顆粒球単球吸着除去療法の有効性とそ
の背景因子に関する検討-単施設後ろ向き観察研究-

IBDセンター 田中　浩紀 那須野　正尚

446 2018年5月7日 肝細胞がん腹膜播種に対する後方視的観察研究 外科 高橋　周作 石津　寛之

447 2018年5月18日
C型肝炎ウイルス排除後の病態、生命予後、QOLに関する包括的研究
（追加）

肝臓内科 小関　至 狩野　吉康

448 2018年5月11日 大腸ｐT1癌のリンパ節転移のリスク因子 胃腸内科 前田　聡 寺門　洋平

449 2018年6月6日 慢性肝疾患患者における低亜鉛血症の実態調査 肝臓内科 小関　至 小関　至

450 2018年6月6日
肝癌治療後のDAA療法によりSVRを達成したC型慢性肝疾患症例にお
ける肝癌再発例の検討

肝臓内科 小関　至 小関　至

451 2018年6月6日
B型慢性肝疾患に対するTenofovir alafenamide減量投与が抗ウイルス効
果・腎機能に与える影響-Adefovir disoproxil ,Tenofovir disoproxil投与で
腎機能低下を来した拡散アナログ減量投与例を対象に-

肝臓内科 小関　至 小関　至

452 2018年6月8日
人工膝関節全置換術後患者の家庭用体重計を用いた膝伸展筋力の推
移について

理学療法技術科 高山　学 本間　有夏

453 2018年5月30日 Stiff  Person症候群患者の胸腺摘出術をTivaで管理した一例 麻酔科 大久保　和章 大東　有香

454 2018年7月2日
重症下肢虚血患者においてサルコペニアによるバイパス術後成績への
影響

心臓血管外科 内田　恒 奥田　紘子

455 2018年6月18日 妊婦のGBSスクリーニング検査における増菌培養の有用性の検討 臨床検査技術科 菅原　昌章 増永　伸吾

456 2018年6月4日 胃切除術を受けた胃がん患者の体重減少についての要因分析 看護部 大井　希 三原　将昭

457 2018年8月8日
当院における術後再建腸管に対するS-SBEでの胆膵領域の内視鏡治療
成績

胆膵内科 宮川　宏之 畑山　加奈

458 2018年8月21日
銀増幅イムノクロマトグラフィーを用いた肺炎マイコプラズマ迅速診断シ
ステムの評価試験

小児科 高橋　美智子 高橋　美智子

459 2018年8月28日 北海道における急性リンパ性白血病症例の後方視的解析研究 血液内科 岩崎　博 平野　貞一

460 2018年8月28日
緩和ケア病棟における臨終前後のケア評価　遺族による患者のQOL評
価から

看護部 川向　零子 堀　加容子

461 2018年9月10日
ETV（エンテカビル）投与中の腎機能障害例に対するETV減量投与また
はTAF（テノフォビル　アラフェナミドフマル）への変更投与が腎機能に及
ぼす影響の比較検討

肝臓内科 小関　至 狩野　吉康

462 2018年9月19日
アダリムマブ投与中のクローン病患者におけるシリンジ製剤と比較した
ペン製剤の有用性に関するアンケート調査（COMFORT　survey)

IBDセンター 田中　浩紀 田中　浩紀

463 2018年10月10日
潰瘍性大腸炎におけるインフリキシマブの有効性とその背景因子に関す
る検討-単施設後ろ向き観察研究-

IBDセンター 田中　浩紀 那須野　正尚

464 2018年10月26日
重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建術の有効
性に関する多施設・前向き観察研究

心臓血管外科 内田　恒 内田　恒



研究No 開催年月日 議題 科 診療科長 実施責任者

465 2018年11月27日 腹部大動脈瘤患者におけるサルコペニアの臨床的意義 心臓血管外科 内田　恒 奥田　紘子

466 2018年11月27日
「潰瘍性大腸炎におけるMMX(Multi Matrix System)5-アミノサリチル酸製
剤の有効性とその背景因子に関する検討-単施設後ろ向き観察研究-」

IBDセンター 田中　浩紀 那須野　正尚

467 2018年11月14日
76歳以上の切除非適応膵癌患者に対する非手術療法の前向き観察研
究

胆膵内科 宮川　宏之 宮川　宏之

468 2018年11月14日
利尿剤抵抗性の腹水患者における集学的治療の現状に関する多施設
共同研究

肝臓内科 小関　至 木村　睦海

469 2018年11月14日
水利尿薬反応例におけるループ利尿薬の肝・腎機能に与える影響に関
する多施設共同研究

肝臓内科 小関　至 木村　睦海

470 2018年11月26日
JCOG1612：局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下
層浸潤癌（pT1癌）に対するカペシタビン併用放射線療法の単群検証的
試験

外科 髙橋　周作 山上　英樹

471 2018年12月21日
ニボルマブ（オプジーボ®）及びペムブロリズマブ（キイトルーダ®）によに
よる免疫関連有害事象（irAE）の発現状況とリスク因子について

薬剤部 石津　寛之 道貝　優太

472 2018年12月21日
クローン病に対するインフリキシマブとアダリムマブの有効性；
傾向スコアを用いた後方視的比較検討

薬剤部 小原　郁司 山下　友輝

473 2018年12月5日 胆管空腸吻合術後例に対する内視鏡治療の現状 胆膵内科 宮川　宏之 川村　駿介

474 2018年12月13日
直腸癌手術における側方リンパ節郭清後に発生する鼠径部ヘルニアに
関する後向き臨床研究

外科 髙橋　周作 石津　寛之

475 2019年1月17日 肝細胞癌に対する分子標的治療の有効性・安全性の検討 肝臓内科 小関　至 小関　至

476 2019年1月17日 門脈血栓症に対する抗凝固療法の有効性・安全性の検討 肝臓内科 小関　至 小関　至

477 2019年1月18日 肝細胞がんに対するレンバチニブの使用実態調査 薬剤部 小関　至 浅見　祥崇

478 2019年1月16日
日本における薬剤塗布バルーンの冠動脈小血管新規病変に対する使
用の現状と成績の検討

循環器内科 佐藤　俊也 加藤　康寛

479 2019年1月16日
炎症性腸疾患の病態解明と治療法確立に向けた北海道多施設共同後
ろ向きコホート研究（Phoenix Cohort -Retrospective Study-）

IBDセンター 田中　浩紀 田中　浩紀

480 2019年1月17日 母子感染でのピロリ菌活動のエピゲノムレベルでの解明 小児科 高橋　美智子 今野　武津子

481 2019年3月25日
小児炎症性腸疾患における血清亜鉛およびセレン値の臨床的有用性に
関する研究

小児科 高橋　美智子 高橋　美智子

482 2019年1月29日 膵仮性嚢胞に対する造影EUS 胆膵内科 宮川　宏之 北川　翔

483 2019年1月22日
腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの多施設共同前
向き無作為化比較試験(Castle Study)

IBDセンター 田中　浩紀 田中　浩紀

484 2019年2月5日 最終監査画像記録システム（記録システム）の導入と効果 薬剤部 小原　郁司 北川　裕也

485 2019年3月7日 当院臨床検査技術科における持続血糖モニター(CGM)導入の取り組み 臨床検査技術科 関口　雅友 森井　秀光

486 2019年3月7日
切除不能膵退形成癌の治療成績に関する多施設共同後ろ向き観察研
究

胆膵内科 宮川　宏之 岡村　圭也



研究No 開催年月日 議題 科 診療科長 実施責任者

487 2019年3月27日 ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌後に発生した胃癌の検討 胃腸内科 前田　聡 萩原　武

488 2019年3月25日 リファキシミンの有効性・安全性の検討 肝臓内科 小関　至 小関　至

489 2019年3月27日
炎症性腸疾患におけるバリア異常の新規メカニズム解析および治療へ
の応用

IBDセンター 田中　浩紀 田中　浩紀


