
所属 氏名

自013-0178 UMIN000016100
造影超音波検査による健常大腸壁の造影効果の探索的臨
床試験

消化器内科 桂田　武彦

自013-0212 UMIN000015456
頭部外傷後の高次脳機能障害のメカニズム
セロトニントランスポーター機能に関する研究

核医学診療科 志賀　哲

自013-0243 UMIN000016128
炭素11標識メチオニンによるPET診断-放射線治療後の再
発の検出-

核医学診療科 志賀　哲

自013-0334 UMIN000015020
頭頸部癌放射線療法の口腔粘膜炎疼痛に対するインドメタ
シンスプレーの有効性および安全性に関する調査（二重盲
検クロスオーバー無作為化プラセボ比較試験）

口腔診断内科 北川　善政

自014-0051 UMIN000014637
末梢血管機能障害と3次元収集PET/CTを用いた冠血管機
能異常の包括的検出法の構築

核医学診療科 真鍋　治

自014-0058 UMIN000016527
胸水貯留を伴う進行、再発卵巣癌、子宮癌に対するパクリタ
キセル胸腔投与についての非対照試験

婦人科 三田村　卓

自014-0110 UMIN 000014860
難治性間質性膀胱炎に対するDimethyl sulfoxide(DMSO)膀
胱内注入治療の有効性と安全性の検討

泌尿器科 橘田　岳也

自014-0131 UMIN000016528
子宮内膜異型増殖症に対するレボノルゲストレル放出子宮
内避妊システム使用についての非対照試験

婦人科 小林　範子

自014-0133 UMIN000016788
切除不能・再発胃癌に対するS-1，Nab-paclitaxel，
Oxaliplatin併用療法第Ⅰ/Ⅱ相試験 (SNOW study)

腫瘍センター 小松　嘉人

自014-0139 UMIN000015827
脳腫瘍におけるMRIを用いた血流・血管透過性・酸素代謝の
評価

放射線部 工藤　與亮

自014-0147 UMIN000015794
ステロイド性骨粗鬆症を合併する関節リウマチ患者を対象と
したsodium risedronateの骨密度に対する影響の検討(プラ
セボ対照多施設共同二重盲検比較研究)

内科Ⅱ 保田　晋助

自014-0161 UMIN000015963
造影超音波を用いた肘部管症候群患者における尺骨神経
内血流の評価

整形外科 岩崎　倫政

自014-0187 UMIN000015696
治療抵抗性および進行性重症肺高血圧症症例に対するチ
ロシンリン酸化酵素阻害薬の安全性および効果

内科I 辻野　一三

自014-0189 UMIN000016067
ヒト用次世代型半導体高分解能SPECT試作機(SPICA)の評
価（I-123 DAT scan/Tc-99m ECD２核種同時収集）

核医学診療科 志賀　哲

自014-0203 UMIN000016311
超音波内視鏡下経穿刺針的膵嚢胞壁生検の有用性と安全
性を検討する前向き探索的研究

消化器内科 川久保　和道

自014-0235 UMIN000017002
治癒切除不能な膵がんの一次治療に対するOxaliplatin
+Irinotecan+S-1併用療法（OX-IRIS療法）の第Ⅰ相臨床試
験

腫瘍センター 小松　嘉人

自014-0239 UMIN000022067
炭素11標識メチオニンによるPET診断-神経膠腫を疑われた
患者における有用性-

核医学診療科 志賀　哲

当院で実施されている特定臨床研究*

*特定臨床研究： 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則り実施 される、介入および侵襲を伴う臨床研究

研究番号 UMIN試験ID 研究課題名
研究責任者
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自014-0266 UMIN000017605
ハイリスク生体腎移植における抗体除去効率および安全性
の向上のための至適血漿分離膜の研究

泌尿器科 岩見　大基

自014-0309 UMIN000019740
広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同無作為化非盲
検比較対照試験

先進急性期医療セ
ンター

丸藤　哲

自014-0320 UMIN000016573 前立腺癌に対する動体追跡陽子線治療に関する臨床研究 放射線治療科 白土　博樹

自014-0350 UMIN000017694
局所進行膵癌患者に対するMetformin併用術前放射線化学
療法の有効性の検討

消化器外科Ⅰ 武冨　紹信

自014-0377 UMIN000017370
インドシアニングリーンと近赤外線イメージングシステムを用
いた肝胆膵領域のリンパ流の同定・同領域におけるセンチ
ネルリンパ節理論の実証のための探索的臨床試験

消化器外科Ⅱ 野路　武寛

自014-0405 UMIN000018350
進行胃癌(StageII,III)に対する腹腔鏡下胃切除の有効性，安
全性に関する検証的臨床研究（多施設共同研究）

消化器外科Ⅰ 武冨　紹信

自014-0426 UMIN000018255
tPA静注療法不応の内頚動脈系主幹動脈閉塞例に対する
血管内血栓除去治療と簡易局所脳低温治療の併用につい
ての探索的臨床研究

脳神経外科 寳金　清博

自014-0455 UMIN000022377
内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)後潰瘍治癒におけるボノ
プラザンとランソプラゾールのランダム化比較試験

光学医療診療部 清水　勇一

自015-0096 UMIN000018872
抗重力トレッドミルが人工膝・股関節置換術後患者の歩行に
与える効果の評価

保健科学研究院/
リハビリテーション
科

遠山　晴一

自015-0099 UMIN000017984
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの
長期投与時の安全性に関する多施設共同継続臨床研究

小児科 白石　秀明

自015-0144 UMIN000019508
高度大動脈弁狭窄症患者に対する各種治療
(PTAV/SAVR/TAVR)による交感神経機能改善効果の比較
検討

循環器内科 横式　尚司

自015-0173 UMIN000019275
インドシアニングリーンと近赤外線イメージングシステムを用
いた消化器領域のリンパ流の同定・同領域におけるセンチ
ネルリンパ節理論の実証のための探索的臨床試験

消化器外科Ⅱ 海老原　裕磨

自015-0194 UMIN000018645
抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたHLA適合ドナーから
の同種末梢血幹細胞移植の多施設共同第II相試験

血液内科 豊嶋　崇徳

自015-0198 UMIN000019547
治癒切除不能(Stage IV)胃癌に対する姑息的腹腔鏡下手術
の完遂率および安全性に関する探索的臨床研究
（多施設共同研究）

消化器外科Ⅰ 武冨　紹信

自015-0230 UMIN000018882

S-1またはカペシタビンを含む標準治療に不応・不耐の切除
不能進行・再発胃がんに対するbolus ５-FU/l-LV(RPMI)療
法の有効性・安全性に関する多施設共同前向き非対照第II
相臨床試験

腫瘍センター 小松　嘉人

自015-0269 UMIN000020596
切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する陽子線治療
の多施設共同臨床試験

放射線治療科 白土　博樹

自015-0271 UMIN000021732
脳外傷後高次脳機能障害に対するIomazenil SPECTの経時
的変化に関する研究・探索的臨床試験

核医学診療科 志賀　哲

自015-0277  UMIN000020380 人工膝関節置換術のデバイス開発に関する基礎研究 整形外科 小野寺　智洋
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自015-0293 UMIN000023159
二分脊椎症患者の便秘症に対するアミティーザ®カプセルの
効果

泌尿器科 橘田　岳也

自015-0419 UMIN000020655
骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた
血縁者間HLA半合致移植の多施設共同第II相試験

血液内科 豊嶋　崇徳

自015-0420 UMIN000020656
強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血
縁者間HLA半合致移植の多施設共同第II相試験

血液内科 豊嶋　崇徳

自015-0427 UMIN000020706 緑内障患者と視神経症患者における点滴負荷試験の評価 眼科 陳　進輝

自015-0462 UMIN000022403
肝切除術における目標指向型循環管理が術中出血量に与
える影響

麻酔科 森本 裕二

自015-0518 UMIN000024458
オセルタミビル（タミフル®）3日間投与によるインフルエンザ
曝露後予防に関する多施設・前向き単群試験

感染制御部 石黒　信久

自015-0522 UMIN000023523
歩行解析および9 hole peg testの健常データベース作成に
関する研究

神経内科 佐々木　秀直

自015-0532 UMIN000023851
歯周炎患者におけるプロービング時に出血するメインテナン
ス期の歯周ポケットに対するSP-Tメディカルガーグルを用い
た超音波洗浄の有効性に関する研究

歯周・歯内療法科 菅谷　勉

自016-0014 UMIN000024453
糖尿病患者における簡易インスリン負荷試験を用いたイン
スリン抵抗性評価法の検討

内科Ⅰ 渡部　拓

自016-0042 UMIN000022804
2型糖尿病におけるチアゾリジン薬からSGLT2阻害薬切り替
えによる体重及びメタボリック関連因子への影響に関する検
討

内科Ⅱ 三好　秀明

自016-0146 UMIN000025143
ロボット支援腹腔鏡下前立腺癌摘除術患者に対する個別骨
盤底筋体操が術後尿禁制回復に及ぼす影響　－無作為化
単盲検比較試験－

泌尿器科 篠原　信雄

自016-0159 UMIN000025221
声帯振動・喉頭運動の追跡と音響の同時記録を用いた痙攣
性発声障害の病態解析

耳鼻咽喉科 本間　明宏

自016-0181 UMIN000025727
胆管狭窄に対する初回経乳頭的胆道ドレナージに伴う膵炎
発症への内視鏡的乳頭括約筋切開術の影響

光学医療診療部 桒谷　将城

自016-0191 UMIN000024552
2型糖尿病におけるGLP-1受容体作動薬連日投与製剤から
デュラグルチド切り替えによる患者満足度ならびに有用性、
安全性の検討

内科Ⅱ 三好　秀明

自016-0212 UMIN000025686
乾燥性皮膚を有するアトピー性皮膚炎およびEGFR阻害薬
投与患者に対する保湿外用剤(医薬部外品)の使用試験
-非ランダム・非盲検化試験-

皮膚科 清水　宏

自016-0216 UMIN000025283
部分欠損症例に対するインプラント支持部分床義歯の有効
性の検討―pilot study―

義歯補綴科 高山　芳幸

自016-0228 UMIN000025199
2型糖尿病患者におけるインスリンデグルデク・インスリング
ラルギンからインスリンデグルデク/アスパルトへの切り替え
による糖代謝への影響に関する検討

内科Ⅱ 三好　秀明

自016-0256 UMIN000024830
歯科外来手術室での術前不安に対する音楽介入の効果
-自律神経活動の面からの検討:単盲検群間比較試験-

歯科麻酔科 藤澤　俊明
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自016-0274 UMIN000025815
腹腔鏡下大腸手術前処置におけるアスコルビン酸含有PEG
腸管洗浄剤の有効性と安全性に関する検討

消化器外科Ⅰ 武冨　紹信

自016-0285 UMIN000025399
リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リン
パ節郭清の治療的意義に関するランダム化第III相試験
（JCOG1412）

婦人科 渡利　英道

自016-0296 UMIN000025431
心肺運動負荷検査（CPX）指標に基づいた個別化運動プロ
グラムによるうつ病改善効果およびPBMCミトコンドリアに着
目したうつ病改善効果メカニズムの検討

精神科神経科 久住　一郎

自016-0306 UMIN000026565
ガドブトロール投与時の脳灌流MRI定量評価についての検
討（無作為化・非盲検・非劣性試験 ）

放射線部 工藤　與亮

自016-0358 UMIN000025737
カルニチンによる心臓弁膜症手術後の心房細動の予防 ―
介入、単群試験―

循環器・呼吸器外
科

松居　喜郎

自016-0362 UMIN000026868
消化器悪性腫瘍に対するスペクトル測定を併用した光線力
学診断の臨床試験

消化器外科Ⅱ 平野　聡

自016-0372 UMIN000029237 障害者に対するPRGバリアコートのう蝕進行抑制効果 小児・障害者歯科 八若　保孝

自016-0432 UMIN000026001
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

血液内科 豊嶋　崇徳

自016-0433 UMIN000026002
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

血液内科 豊嶋　崇徳

自017-0037 UMIN000029628
2型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬からSGLT2阻害薬カ
ナグリフロジンないしカナグリフロジン/テネリグリプチン配合
錠への切り替えによる血糖変動への影響に関する検討

内科Ⅱ 三好　秀明

自017-0091 UMIN000029935
健康成人におけるPSO17を用いたMRI脳血流測定に関する
研究

放射線部 工藤　與亮

自017-0154 UMIN000029507
悪性腫瘍患者を対象とする[18F]DiFA注射薬の探索的臨床
研究

核医学診療科 志賀　哲
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