
課　　　　題　　　　名 所　　　属 判定日

連続的携行腹膜透析（CAPD）患者の腹膜生検組織と腹膜機能と
の相関についての研究

腎臓内科 平成15年11月17日

IgA腎症進行症例に対する扁桃摘出術の効果 腎臓内科 平成15年11月17日

脳動脈硬化特に脳梗塞の発生機序に関する分子疫学的研究 脳血管内科 平成16年4月20日

熱性けいれんの遺伝的背景因子に関する研究 小児科 平成16年4月20日

拡張期心不全の治療法確立のための大規模臨床試験 循環器内科 平成16年4月20日

慢性心不全の憎悪のため入院治療を要する患者を対象とした調
査研究

循環器内科 平成16年4月20日

行動制限（抑制・拘束）基準の検討 看護部 平成16年4月20日

腹膜透析患者における腹腔内MMP発現と、EPSとの関連について
の検討

腎臓内科 平成16年9月15日

MPO-ANCA関連腎炎に対するステロイドパルス療法と白血球除
去療法の併用治療の有効性と安全性に関する検討（多施設共同
研究）

腎臓内科 平成16年9月15日

慢性腎不全患者における経口吸着炭素製剤（クレメジンR）の腎不
全進行抑制効果に関するランダム化並行群間比較臨床試験

腎臓内科 平成16年9月15日

小児難治性腎疾患治療研究会小児ネフローゼ症候群治療研究プ
ロトコルへの参加

小児科 平成16年9月15日

小児難治性腎疾患に対する薬物療法ガイドライン作成のための
多施設共同研究（厚生労働科学研究費）プロトコルへの参加

小児科 平成16年9月15日

輸血拒否者の輸血（血液製剤の使用含む）についての病院として
の統一見解の決定

麻酔科 平成16年9月15日



課　　　　題　　　　名 所　　　属 判定日

十分なインフォームドコンセントを受けずに死亡された患者へのか
かわりについて振り返る

看護部 平成16年9月15日

川崎病の遺伝的背景因子に関する研究 小児科 平成16年10月20日

小児難治性腎疾患に対する薬物療法ガイドライン作成のための
多施設共同研究（厚生労働科学研究費）プロトコルへの参加（IgA
腎症）

小児科 平成17年1月19日

難治性ネフローゼ症候群におけるプレドニゾロンとシクロスポリン
の併用療法に関する多施設共同研究

腎臓内科 平成17年1月19日

血液透析患者における経皮的血管形成術（PTA）後再狭窄に対す
るアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬の抑制効果に関する検討

腎臓内科 平成17年1月19日

運動が透析患者の脂質代謝および骨代謝に及ぼす影響 看護部 平成17年1月19日

イコデキストリン透析液の残腎機能に与える影響について検討 腎臓内科 平成17年1月19日

意識障害で患者の意思確認ができず家族不在時の緊急手術等
の治療実施について～医の倫理に基づく治療の実施基準を考え
る

看護部 平成17年1月19日

急性冠症候群患者におけるカンデサルタンおよびロサルタンの心
肥大BNPに及ぼす影響と予後に関する検討

循環器内科 平成17年2月18日

夜間・休日の緊急時の対策　～患者・家族の意思確認ができない
状況での治療方針の決定について

看護部 平成17年2月18日

救急救命士の気管挿管に関する病院実習 麻酔科 平成17年2月18日

小児難治性腎疾患に対する薬物療法ガイドライン作成のための
多施設共同研究（厚生労働科学研究費）プロトコルへの参加
（JSKDC０３）

小児科 平成17年5月17日

小児難治性腎疾患に対する薬物療法ガイドライン作成のための
多施設共同研究（厚生労働科学研究費）プロトコルへの参加
（JSKDC０２）

小児科 平成17年5月17日
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看護学生実習についての同意説明書 看護部 平成17年5月17日

夜間・休日の緊急時の対策　～患者・家族の意思確認ができない
状況での治療方針の決定について

看護部 平成17年5月17日

Genotype1(Serotype1)C型慢性肝炎に対するPeg-
Interferon/Ribavirin併用療法の実態調査～アンケートによる意識
調査および臨床効果の実態調査

肝臓内科 平成17年5月17日

コンプライアンス向上を目指したPEG－IFNα－2aのC型慢性肝炎
に対する検討

肝臓内科 平成17年5月17日

アントラサイクリン系抗癌剤の治療歴のある手術不能又は再発乳
癌患者を対象としたカペシタビンとシクロフォスファミド併用療法の
第Ⅱ相臨床試験

外科 平成17年9月27日

B－SAFE(BMIPP SPECT analysis for decreasing cardiac events
in hemodialysis patients)（血液透析患者の心疾患診療における
123I-BMIPPSPECTの有用性検討のための調査研究）

循環器内科 平成17年9月27日

脳血管疾患・心疾患に伴う血管イベント発症に関する全国実態調
査

循環器内科 平成17年9月27日

脳血栓症急性期治療に関する多施設共同研究 脳血管内科 平成17年9月27日

腎疾患患者のステロイド性骨粗鬆症におけるビスフォスフォネート
製剤の至適投与量および有効性・安全性に関する臨床試験

腎臓内科 平成17年9月27日

高LDLコレストロール血症患者に対するロスバスタチンおよびアト
ルバスタチンの有効性と安全性に関する無作為化比較試験

循環器内科 平成18年2月9日

糖尿病患者における治療継続への支援－生活習慣の実証的記
録に基づくアプローチ

佐賀大学　　　　看護学科 平成18年2月9日

シベレスタットナトリウム水和物　市販後臨床試験　全身性炎症反
応症候群に伴う急性肺障害に対するオープン試験（従来治療群）

救急部 平成18年2月9日

長期腹膜透析患者における腹膜透析排液中の各種マーカーと被
嚢性腹膜硬化症（EPS）発症進展の関与についての研究

腎臓内科 平成18年2月9日



課　　　　題　　　　名 所　　　属 判定日

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

腎臓内科 平成18年2月9日

IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する後ろ向き多施設共
同研究

腎臓内科 平成18年2月9日

潰瘍性大腸炎に関するゲノム疫学的研究 消化器内科 平成18年5月26日

多施設共通データベースを用いた脳卒中急性期患者の病態解明
に関する疫学研究

脳血管内科 平成18年5月26日

既治療転移性腎細胞癌に対する天然型インターフェロンアルファ
とcyclooxygenase－2阻害薬の併用療法の検討

泌尿器科 平成18年5月26日

大腿骨頭壊死に対する人工骨頭置換術における適切なサイズの
prosthetic headの選択　臼蓋径計測による大腿骨頭径の推測

整形外科 平成18年5月26日

術後補助化学療法におけるフッ化ピリミジン系薬剤の有用性に関
する比較臨床試験（治癒切除直腸癌に対するUFT療法とTS－１療
法との比較検討）

外科 平成18年5月26日

全身エリトマトーデス小児初発患者を対象としたミゾリビン、プレド
ニゾロン併用療法の有効性と安全性の多施設共同比較試験－ミ
ゾリビン非使用例のヒストリカルデータとの比較

小児科 平成18年7月25日

ステロイド感受性小児ネフローゼ症候群初発患者を対象としたミ
ゾリビンの有効性と安全性の多施設共同比較試験－ミゾリビン非
使用例のヒストリカルデータとの比較

小児科 平成18年7月25日

冠動脈バイパス術を受けた患者のセルフケアに関する因子の構
造とその影響要因

心臓血管外科 平成18年7月25日

Acarbose臨床試験（多施設共同研究）　（外来受診糖尿病患者の
酸化ストレス、アディポネクチンおよび血管機能に及ぼす
Acarbose追加投与の影響）

循環器内科 平成18年10月24日

限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性 泌尿器科 平成18年10月24日

腎細胞癌におけるインターフェロン－αの治療効果と一塩基多型
（SNPｓ）の関連性研究

泌尿器科 平成18年10月24日



課　　　　題　　　　名 所　　　属 判定日

IgA腎症患者を対象としたミゾリビンの腎炎進行抑制効果に関する
ランダム化並行群間比較試験

腎臓内科 平成19年1月17日

中心動脈圧（オムロンヘルスケア製の血圧脈波検査装置を用いて
非侵襲的に測定した収縮期後方血圧）へのカルシウム拮抗薬とア
ンジオテンシン１型受容体拮抗薬の影響の比較

健康管理疾病予防セン
ター

平成19年1月17日

腎障害を伴う心不全治療におけるPhosphodiesterase3inhibitorの
有用性

循環器内科 平成19年1月17日

バルサルタンの用量依存性降圧および腎保護作用に関する試験 循環器内科 平成19年5月21日

慢性血液透析患者のミネラル骨代謝異常に関するコホート調査 腎臓内科 平成19年5月21日

慢性腎臓病患者を対象とした疫学研究「日本CKDコホート研究」 腎臓内科 平成19年5月21日

日本人本態性高血圧患者における降圧利尿薬の安全性、降圧効
果、費用対効果に関するランダム化臨床試験　DIME Study

健康管理疾病予防セン
ター

平成19年5月21日

糖尿病と糖尿病網膜症に関する分子遺伝学的研究（九州大学眼
科と共同研究）

眼科 平成19年8月3日

平成19年度厚生労働科学研究費補助金医療技術実用化総合研
究事業「小児ネフローゼ症候群に対する初期治療確立を目指した
多施設共同臨床研究と拡大臨床試験体制整備」（研究課題番号
19110201）　初発小児特発性ネフローゼ症候群患者を対象とした
プレドニゾロン国際法（2ヶ月投与）と長期投与法（6ヶ月投与）の有
効性と安全性の多施設共同オープンランダム化比較試験プロトコ
ルへの参加（JSKDC04）

小児科 平成19年8月3日

心血管系疾患の危険因子を有す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

循環器内科 平成19年8月3日

集中治療室入院患者のせん妄予防に対するブライトケアの有効
性

山口大学院　医学系研究
科

平成19年10月5日

腎移植患者におけるメタボリックシンドロームの検討 外科 平成19年10月5日
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生体腎移植術 外科 平成19年10月5日

「AⅡ受容体拮抗薬・利尿薬合剤を用いた積極的降圧療法の有用
性（特に神経体液性因子）の検討」

循環器内科 平成19年11月27日

TAK－583の糖尿病性神経因性疼痛患者を対象とした第Ⅱ相用
量設定試験

糖尿病内分泌内科 平成19年11月27日

福岡県糖尿病患者データベース研究 糖尿病内分泌内科 平成19年11月27日

脳梗塞急性期患者に対するピオグリタゾンの心血管系イベント予
防効果に関する検討

脳血管内科 平成20年2月15日

HMG－CoA還元酵素阻害薬（スタチン）の慢性心不全改善効果
－多施設共同無作為割付試験

循環器内科 平成20年2月15日

オルメサルタン及びバルサルタンのインスリン感受性に及ぼす影
響に関する比較試験　　　（OVIS試験）

健康管理疾病予防セン
ター

平成20年2月15日


