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26-108-280509 三室　仁美 細菌学分野 病原細菌による宿主感染機構の解明 H28.5.9-H33.3.31

27-79-280531 河岡　義裕 ウイルス感染分野
インドネシアのヒト血液を用いた抗インフルエンザモノクローナル

抗体の作製
H28.5.31-H33.3.31

27-85-280415 東條　有伸 血液腫瘍内科 アグレッシブATL前向きコホート研究(付随研究/検体バンキング) H28.4.15-H32.3.31

27-90-280402 篠崎　大 外科
一般社団法人National Clinical Database(日本臨床データベース機構）

への手術・治療情報登録に基づく研究
H28.4.2-H31.3.31

28-01-0509 植松　智 自然免疫制御分野
レビー小体病（パーキンソン病を含む）患者の変性ニューロン細胞質内

封入体における核酸解析
H28.5.9-H31.3.31

28-2-0502 東條　有伸 分子療法分野 成人ランゲルハンス細胞組織球症の臨床像に関する研究 H28.5.2-H31.3.31

28-3-0427 石木　寛人 緩和医療科 がん患者における緩和ケア介入時の筋筋膜性疼痛の頻度を調査する研究 H28.4.27-H29.3.31

28-4-0729 谷井　真弓 看護部 周術期看護の質向上への取り組み-周術期看護の業務の効率化と見える化- H28.7.29-H29.5.30

28-5-0511 安達　英輔 感染免疫内科 抗HIV療法中断時の臨床所見の増悪に関する研究 H28.5.11-H31.4.30

28-6-0523 篠崎　大 外科 クローン病術後吻合部潰瘍に関する後方視的多施設研究 H28.5.23-H29.12.31

28-7-0723 篠崎　大 外科
炎症性腸疾患患者におけるチオプリン関連副作用とNUDT15遺伝子多型との

相関性に関する他施設共同研究（MENDEL Study）
H28.7.23-H29.9.30

28-8-0531 東條　有伸 分子療法分野
ワルデンシュトレームマクログロブリン血症に関する多施設共同後方視的

調査研究
H28.5.31-H28.8.31

28-9-0622 佐藤　朋子 看護部 同種造血幹細胞移植後の味覚変化に関する調査 H28.6.22-H31.3.31

28-10-0705 井元　清哉 健康医療データサイエンス分野 岩木健康増進プロジェクトにおける健康医療データからの疾患発症予測 H28.7.5-H29.6.30

28-11-0616 東條　有伸 分子療法分野
血液疾患のゲノム解析により同定された遺伝子変異の生物学的意義に

関する研究
H28.6.16-H33.3.31

28-12-0620 菊地　正 感染症分野 抗ＨＩＶ療法開始・変更前後の臨床経過の検討 H28.6.20-H31.3.31

28-14-0704 ハイジッヒ・ベアーテ 幹細胞ダイナミクス解析分野 造血幹細胞（CD34+）の増殖におけるEgf17/Emilinsの役割に関する研究 H28.7.4-H33.3.31

28-15-0721 鯉渕　智彦 感染免疫内科 βラクタム系薬耐性腸内細菌科細菌に関する多施設共同研究 H28.7.21-H29-3.31

28-16-0629 三輪　依子 看護部 造血器疾患患者の転倒要因調査 H28.6.29-H31.3.31

28-17-0708 東條　有伸 分子療法分野 日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察研究 H28.7.8-H34.3.31

28-18-0713 古賀　道子 感染症分野 HIV感染者における非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD)の検討 H28.7.13-H31.3.31

28-19-0907 加藤　直也 先端ゲノム医学分野
健康マーカー探索のための任意型検診の残血清を用いたバイオバンクの

構築
H28.9.7-H33.3.31

28-21-1109 石木　寛人 緩和医療科
悪液質を有するがん患者のQOL評価におけるEORTCがん悪液質モジュール
（EORTC QLQ-CAX24)ならびにEORTC QLQ-C30質問票の信頼性と有効性に

ついての国際共同研究（Phase IV study)
H28.11.9-H30.12.31

28-23-0901 篠崎　大 外科
大腸癌腫瘍組織および培養大腸癌細胞を用いた大腸癌の病態解明と

治療法開発に関する研究
H28.9.1-H33.9.30

28-24-0905 山下　直秀 先端診療部
個別化予防医療に向けての単一遺伝子病を含むDNA検査と家族歴聴取の

有用性に関する調査
H28.9.5-H29.3.31

28-25-1014 篠崎　大 外科 炎症性腸疾患の病態における腸管粘膜免疫異常の解明 H28.10.14-H32.3.31
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28-27-1017 古川　洋一 臨床ゲノム腫瘍学分野 家族性腫瘍の発症リスクと病態に関するゲノム解析研究 H28.10.17-H33.9.30

28-28-1011 千葉　創 緩和医療科 終末期乳がん患者のQOLを代替するイベントの実態調査：多施設共同研究 H28.10.11-H29.3.31

28-29-1125 宮野　悟 DNA情報解析分野
日本人DNA多型データを用いた腸内細菌叢に影響する宿主遺伝因子の

探索研究
H28.11.25-H33.9.30

28-30-1021 柴田　龍弘 ゲノム医科学分野
進行胃がんを対象とした予後予測・治療適正化を目指したバイオマーカー

探索の事前検討
H28.10.21-H30.9.30

28-31-1006 山下　直秀 先端診療部 胎盤を用いた皮膚損傷治癒を主とした再生医療に関する基礎的検討 H28.10.6-H29.3.31

28-32-1006 中井　謙太 機能解析イン・シリコ分野
同種歯根膜幹細胞シートの安全性・有効性評価指標の確立と歯周組織の

再建
H28.10.6-H33.3.31

28-33-1205 安達　英輔 感染免疫内科 日本で流行する梅毒のゲノムタイピングによる報告数増加の原因分析 H28.12.5-H33.3.31

28-34-1004 大野　伸広 血液腫瘍内科 ATLに対するモガムリズマブ投与後の日和見感染症の解析 H28.10.4-H29.3.31

28-35-1011 砂田　純子 看護部 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査 H28.10.11-H29.3.31

28-36-1020 井元　清哉 健康医療データサイエンス分野 医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査 H28.10.20-H29.3.31

28-37-1020 山口　智之 幹細胞治療分野 免疫不全ラットへのヒト造血幹前駆細胞の構築によるヒト化ラットの作成 H28.10.20-H33.3.31

28-38-1211 四柳　宏 感染免疫内科 HIV感染者の罹患するHIV及び微生物に関する研究 H28.12.11-H33.10.30

28-39-1014 高橋　聡 血液腫瘍内科 非寛解期急性白血病における同種移植の成績：KSGCT多施設共同研究 H28.10.14-H33.6.30

28-40-1202 幸　義和 炎症免疫学分野 ヒトノロウイルスのオルガノイドを用いる培養法の樹立とその応用 H28.12.2-H32.3.31

28-41-1202 竹谷　英之 関節外科 バイクロット（pd-FVlla/FX)を用いた手術症例の多施設共同調査 H28.12.2-H30.10.31

28-42-0110 尾山　大明
疾患プロテオミクスラボラト

リー
脳腫瘍組織由来の癌幹細胞株を用いたタンパク質情報解析 H29.1.10-H33.9.30

28-43-0120 安達　英輔 感染免疫内科
肺トキソプラズマ症を合併した骨髄異形成症候群症例における

サイトカインの網羅的解析
H29.1.20-H30.3.31

28-44-1202 小林　俊介 薬剤部
成人造血器悪性腫瘍症例における腫瘍崩壊症候群予防に対する

ラスブリカーゼの効果
H28.12.2-H31.9.30

28-45-0126 甲斐　知惠子 実験動物研究施設 我が国の乳癌患者における血清中nectin-4量と癌悪性度との関連性の解析 H29.1.26-H31.3.31

28-46-1213 北村　俊雄 細胞療法分野 造血器腫瘍が骨形成に及ぼす影響の検討 H28.12.13-H31.9.30

28-47-1226 島田　直樹 緩和医療科 終末期がん患者の在宅療養への移行を規定する因子の探索 H28.12.26-H31.3.31

28-48-1221 安　武夫 薬剤部 モガムリズマブによる皮膚有害反応の発生状況とリスク因子の探索 H28.12.21-H29.9.30

28-49-0130 松原　康朗 先端診療部 ボノプラザン後におけるヘリコバクター・ピロリ診察 H29.1.30-H31.9.30

28-50-0112 鯉渕　智彦 感染免疫内科 血液製剤によるHIV/HCV重複感染者の肝細胞癌(HCC)合併に関する全国調査 H29.1.12-H31.9.30

28-51-0120 鯉渕　智彦 感染免疫内科 HIV感染症に伴う日和見合併症・悪性腫瘍の全国実態調査 2015年 H29.1.20-H29.3.31

28-52-0210 植松　智 自然免疫制御分野
消化管疾患および全身性疾患における消化管微生物叢の構成解析と

病態への関与
H29.2.10-H32.3.31
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28-53-0210 植松　智 自然免疫制御分野 難治性副鼻腔炎の病態に関する検討 H29.2.10-H30.7.31

28-54-0131 篠崎　大 外科
クローン病手術例の再発危険因子の検討-多施設共同研究による

前向き研究
H29.1.31-H32.1.31

28-55-0330 四柳　宏 感染症分野 HIV感染症に関する臨床ゲノム情報に関する研究 H29.3.30-H33.3.31

28-56-0309 小林　康司 看護部 看護管理者のコンピテンシーと看護管理アウトカムの関連に関する研究 H29.3.9-H33.9.30

28-57-0223 高橋　聡 血液腫瘍内科
同種臍帯血移植におけるmethotrexate(MTX)およびmycophenolate

mofetil(MMF)の投与量に関する後方視的検討
H29.2.23-H29.12.31

28-58-0216 川俣　豊隆 血液腫瘍内科
成人T細胞性白血病治療後に発症したMLL遺伝子再構成を伴う骨髄性腫瘍

3例の症例検討
H29.2.16-H31.3.31

28-59-0308 安井　博規 緩和医療科 終末期患者における日常生活活動性の低下と予後との関連について H29.3.8-H30.3.31

28-63-0330 川俣　豊隆 血液腫瘍内科
髄液の過凝固状態を認めた中枢神経浸潤合併成人T細胞白血病・リンパ腫

症例の症例検討
H29.3.30-H32.3.31

＊主任研究者の肩書きや所属は、倫理審査委員会で承認された時点のものです。　　

＊研究課題名につきましては、知的財産等の理由により一部変更している場合がございます。


