
研究課題名 実施責任者

地域に潜在する食道アカラシア症例抽出のための基礎的研究 石橋　悟

「減圧を要するfStage II/III閉塞性大腸癌に対する術前大腸ステントの意義に関する研究 神山　篤史

成人レジオネラ症診療における尿中抗原検査の有用性についての検討 小林　誠一

脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 及川　崇紀

原発性自然気胸の治療法と再発率に関する前向き観察研究 植田　信策

当院において低侵襲な方法で計測された冠血流予備能比に基づいて治療を受けた症例の臨床転帰 石垣　大輔

日本人工関節登録制度への参加 今村　格

疫学調査「血液疾患登録」 高川　真徳

RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブとFOLFOXIRI+ベバシズマブの最大腫瘍

縮小率(DpR)を検討する無作為化　第II相臨床試験におけるバイオマーカー研究(JACCRO CC-13AR)
大堀　久詔

RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブと 
FOLFOXIRI+ベバシズマブの最大腫瘍縮小率(DpR)を検討する無作為化 第II相臨床試験 (JACCRO CC-13)

大堀　久詔

腎盂腎炎におけるCTでの腎周囲脂肪組濃度上昇の検討 長澤　将

拡散アナログ既投与のB型慢性肝疾患におけるテノホビルの有効性のランダム化比較試験 赤羽　武弘

初発乳がんに対する定量的上肢体席測定の追跡調査 古田　昭彦

腎機能障害がたこつぼ型心筋症の急性期合併症に与える影響について検討 安藤　薫

DNAR合意文書の現状調査 鈴木　聡

好酸球性炎症をともなうCOPDの治療 小林　誠一

切除不能進行・再発大腸癌におけるBRAF遺伝子変異に関する 多施設共同観察研究 大堀　久詔

終末期がん患者の入院から在宅移行後までのQOLと総コストに及ぼす影響を探るための前向き調査

研究
菅野　喜久子

宮城県石巻地域における東日本大震災の周産期医療への影響についてのコホート研究 田上　可桜

肺腫瘍における遺伝子異常の解析研究 小林　誠一

化学療法前の去勢抵抗性前立腺癌に対して新規ホルモン治療薬を用いた適切なストラテジーを探

索する研究 （Michinoku Study-1010） 臨床研究登録番号；UMIN 000016783
石井智彦

宮城県内新規維持透析導入患者の実態と予後に関する多施設調査 長澤　将

消化管ストーマ早期合併症の重症度分類確率を目指した多施設共同研究 神山　篤史

脳血管障害を発症した慢性維持透析患者における予後と関連因子の後方視的研究 長澤　将

常染色体劣性多発性嚢胞腎(ARPKD)が疑われた新生児死亡例の遺伝子変異検索 佐々木　恵
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BRCA1/2遺伝子変異を有する女性に対する卵巣卵管切除時における検体処理方法について 吉田　祐司

T-CORE1401-
付随研究：フッ化ピリミジンを含む化学療法に不応の高齢者治癒切除不能進行・再発大腸癌患者

に対するトリフルリジン・チピラシル塩酸塩療法の治療効果予測バイオマーカーの探索と、有害

事象と薬物代謝遺伝子多型の関連に関する研究

大堀　久詔

T-
CORE1501:高齢者切除不能進行・再発胃癌を対象としたRamucirumab+Paclitaxel併用療法の第Ⅱ相臨

床試験

大堀　久詔

T-CORE1501-
付随研究:高齢者切除不能進行・再発胃癌を対象としたRamucirumab+Paclitaxel併用療法の治療効果

予測バイオマーカーの探索と、有害事象と薬物代謝遺伝子多型の関連に関する研究

大堀　久詔

CurebestTM
 95GC Breastを用いた乳がんの術後補助療法の選択及び術後の再発/非再発の評価 古田　昭彦

COPDの病態に対するgrowth differentiation favtor11の関与に関する研究 小林　誠一

早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後の同時性・異時性の多発胃癌・食道癌発生関連因子に関する

前向き観察研究
前嶋　隆平

血液・尿を用いたライソゾーム病のスクリーニング検査法の検討 石垣　大輔

非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 高川　真徳

宮城県の小児の細菌性髄膜炎の診療実態調査 伊藤　健

遠隔診断による胎児心臓スクリーニング確立のための研究 吉田　祐司

妊娠中の強迫性障害患者に対する認知行動療法 千葉　浩太郎

日本内視鏡外科学会アンケート調査への協力 市川　宏文

医師臨床研修制度における地域医療研修の実態調査 石橋　悟

乳癌術後放射線治療の個別化に関する研究 古田　昭彦

一般病棟に勤務する医療者のエンドオブライフケアに対する態度とその関連要因に関する研究 菅野　喜久子

非典型溶血性尿毒症症候群(αHUS)の遺伝子診断及び全国調査研究への参加 長澤　将

臨床研修病院における漢方医学教育プログラムの構築 小林　誠一

「抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対す

る三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバイオマーカー研究　(JACCRO CC-
09AR)

大堀　久詔

抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する

三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験(JACCRO CC-09)
大堀　久詔

アッヴィ合同会社　HCV耐性検査データの無償提供プログラム(採血） 赤羽　武弘

全国肺癌登録調査：2010年肺がん手術症例に対する登録研究 植田　信策

治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2＋ベバシズマブ療

法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ併用療法の多施設共同

ランダム化第Ⅲ相臨床試験における治療効果予測分子生物学的機構の探索的研究(C-Prime Study)
大堀　久詔

IgA腎症の治療法による体重ならびに代謝マーカー変化に対する検討 長澤　将

ANCA関連血管炎の治療法による寛解率や予後、副作用発症リスクの検討 長澤　将

大動脈弁狭窄症に対する人工弁の臨床的評価 篠崎　滋

ヒト神経内分泌腫瘍における、性ステロイドレセプターおよび性ステロイド合成酵素発現動態に関板倉　裕子



慢性呼吸器疾患患者の外来指導における、連続パルスオキシメトリーの有用性の検証 両角　和恵

ジェノタイプ2のC型慢性肝炎またはC型肝硬変に対するソフォスブビル＋リバビリンの有効性と安

全性の検討
赤羽　武弘

褥婦への保健指導及びその反応について 真坂　雪衣

非血管系IVRにおける医療従事者の水晶体被ばく線量評価に関する多施設共同研究 高橋　和也

特発性大腿骨頭壊死症の全国疫学調査 今村　格

乳癌の転移巣における局所エストロゲン産生機構の解明 板倉　裕子

蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬膵局所動注療法の有効性と安全性の検討 海野　純

石巻喘息コホート研究 小林　誠一

成人におけるRSウィルス感染症の疫学研究 小林　誠一

休薬指導における失敗事例の現状 和地　徹

東日本大震災後の仮設住宅入居によるHbA1c平均値への影響 杉村　和彦

保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究-ダルべポエチン　アルファ製剤低反応に関する検討-
(BRIGHTEN)

長澤　将

円形脱毛症に対し、squaric acid dibtylester 
(SADBE)、diphenylcyclopropenone(DPCP)の使用(保険適応外の使用)

江川　貞恵

開心術時の体外循環による、経皮的吸収性ビソプロロールの血中濃度の変化 篠崎　滋

ファブリー病診療におけるLyso-Gb3の有用性の検討 長澤　将

看護系教育機関における防災対策上の課題に関する研究-
その2　ー東日本大震災時の学生経験からー

森岡　薫

胆管結石用バスケットカテーテルReformaの保険適応外使用：膵石（膵管内結石）除去への使用 赤羽　武弘

日常臨床における医療行為に関する倫理審査 ケース 1 長澤　将

リンチ症候群の拾い上げ及び遺伝子診断に関する多施設共同研究 神山　篤史

週一回プロゲステロン250mg筋注での頚管無力症治療 佐々木　恵

C型慢性肝炎又はC方代償性肝硬変患者が保有するC型肝炎ウィルス(HCV)遺伝子中のNS5A薬剤耐性

変異情報-HCV NS5A薬剤耐性検査導入について
赤羽　武弘

剖検肺を用いた肺炎におけるリンパ管新生に関する研究 高橋　徹

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に対するm
FOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較す

る第Ⅲ相無作為比較試験における治療感受性、予後予測因子の探索的研究

大堀　久詔

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に対するm
FOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較す

る第Ⅲ相無作為比較試験PARADIGM study
大堀　久詔

フッ化ピリミジンを含む化学療法に不応の高齢者治癒切除不能進行・再発大腸癌患者に対するト

リフルリジン・チピラシル塩酸塩療法の第Ⅱ相臨床試験
大堀　久詔

全国胃癌登録 初貝　和明

確定診断を目的とした遺伝性ヘモクロマトーシス関連遺伝子の解析 竹内　陽一



緑内障に関連する遺伝子多型の解析 渡邉　　亮

RT-PCR法によるALK融合遺伝子診断 矢満田　慎介

気道過敏性検査 小林　誠一

てんかん発作時のモニター録画 及川　崇紀

1%クロルへキシジンアルコール」の術野消毒への使用について 矢内　勝

COPD患者における尿路悪性腫瘍有病率およびCKD有病率の検討 小林　誠一

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対するレゴラフェニブの効果と副作用の予知のため

の前向き観察研究
大堀　久詔

臨床研修病院における研修医の漢方医学教育に対するニーズ 小林　誠一

石巻COPDコホート研究 小林　誠一

経皮的腎生検後の出血量と臨床像ならびに腎生検組織の検討 長澤　将

本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析：多研究施設共同 鈴木　聡

透析導入時の各種検査データおよび臨床症状と腎、生命予後の関連 長澤　将

東日本大震災後被災地域におけるANCA関連血管炎の臨床像の検討 長澤　将

当院における腎梗塞の臨床的背景と腎予後の観察研究 長澤　将

母体血清マーカー検査「トリプルマーカー検査」の院内導入に関して 吉田　祐司

原因遺伝子αガラクトシダーゼA遺伝子（GLA遺伝子）の解析含むFabry病の診断 長澤　将

がん対策の進捗管理のためのがん診療体験調査 鈴木　聡

文部科学省　次世代がん研究戦略推進プロジェクト―がん薬物療法の個別適正化プログラム―

TARGET(Tamoxifen Response by CYP2D6 Genotype-based 
Treatment)-１Studyホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンのCYP2D6遺伝子

型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究

肺血栓塞栓症患者の予後調査 植田　信策

東北メディカル・メガバンク事業　三世代コホート調査 吉田　祐司

急性腎障害についての国際レジストリー研究（国際腎臓学会による多施設共同研究 長澤　将

術後膵瘻による仮性動脈瘤破裂・腹腔内出血に対する血管内ステント留置 乙供　茂

石巻地域COPDネットワーク（ICON）における患者教育の身体活動性への影響とその関連因子 千葉　史

病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 石橋　悟

子供の健康と環境に関する全国調査（エコチル調査） 伊藤　健

家族性乳がんにおけるBRCA1/2遺伝子変異とBRCA1結合分子の発言の相関 古田　昭彦

呼吸器内科外来での患者教育の効果に関する研究 阿部　なつみ

古田　昭彦



慢性閉塞性肺疾患の安定期にある外来患者の自己管理行動の実態と関連要因の検討 矢内　勝

慢性閉塞性肺疾患を合併した慢性心不全患者における抗コリン薬の効果についての検討 祐川　博康

COPDにおける活性化内皮特異的エクソソームの研究 小林　誠一

間質性肺炎における血管内皮微小粒子の研究 小林　誠一

石巻地域COPDネットワーク登録患者におけるCOPDの特徴 小林　誠一

地域基幹病院における職員健診QFTに関する検討 小林　誠一

超音波画像計測による胃幽門洞横断面積とCT計測による胃内容量の比較 岡田　吉史

周術期患者の安全性の検討 岡田　吉史

Oncotype DXを用いた乳がんの術後補助療法の選択および術後再発リスクの評価 古田　昭彦

遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究 清崎　雅宣

Li-Fraumeni症候群（LFS）の遺伝子診断（TP53遺伝子検査）の実施について 古田　昭彦

東日本大震災における停電時の酸素吸入とその後の転帰に関するアンケート調査結果の解析 矢内　勝

Gitelman症候群の遺伝子解析（SLC12A3遺伝子） 長澤　将

発作性ジスキネジアの遺伝子 沼田　有里佳

東北セプシスレジストリー東北地方救急・集中治療施設における重症敗血症継続的多施設共同デ

ータ登録
石橋　悟

医療用ヒルによる静脈環流の改善 工藤　宏之

T-
COREトラスツズマブを含む初回化学療法に不応のHER2過剰発現を有する治癒切除不能進行・再発

胃がんに対するトラスツズマブ／ドセタキセル併用療法の第Ⅱ相臨床試験

大堀　久詔

病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 石橋　悟

KRAS 
野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法とmFOLFOX＋セツキシマブ療法

のランダム化比較第II 相試験における治療感受性予測の探索的研究

乙供　茂

切除不能大腸癌1次治療におけるTS-
1,irinotecan,bevacizumab併用療法の有用性を検証する臨床第Ⅲ相試験（TRICOLORE試験）

大堀　久詔

T-CORE1201 
KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する2次治療としてのCetuxima
b（q2w）＋mFOLFOX6またはCetuximab（q2w）＋mFOLFIRI療法の臨床第Ⅱ相試験及び治療効果を予

大堀　久詔

T-CORE1102 S-
1術後補助化学療法後再発HER2陰性胃癌に対するXP（カペシタビン＋シスプラチン）療法の第Ⅱ相

臨床試験

大堀　久詔

顔面神経麻痺による兎眼に対する顔面神経麻痺静的再建術 工藤　宏之

体脂肪量の推定のためのホルタインキャリパーを使用しての皮脂厚の測定 伊藤　健

T-
COREトラスツズマブを含む初回化学療法に不応のHER2過剰発現を有する治癒切除不能進行・再発

胃がんに対するトラスツズマブ／ドセタキセル併用療法の第Ⅱ相臨床試験

大堀　久詔

全国泌尿器癌登録 小野　久仁夫

バンコマイシン（VCM）を長期投与している腎不全患者に対する薬物治療モニタリング（Therapeut   長澤　将



プライマリケアにおける「COPD集団スクリーニング質問票」の有用性に関する研究 小林 誠一

COPD患者における「COPD集団スクリーニング質問票」の有用性に関する研究 小林 誠一

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) 乙供　茂

マルファン症候群等類縁動脈疾患の病因解明のための遺伝子解析 石橋 悟

冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索 
多施設共同後ろ向きコホート研究

植田 信策

東日本大震災で発生した真菌汚染と健康被害との相関に関する調査研究 矢内 勝

非小細胞肺癌におけるALK-4EML4キメラmRNA定性 矢満田 慎介

肺炎コホート研究 小林 誠一

COPDコホート研究 小林 誠一

COPDにおける血管内皮微小粒子の研究 小林 誠一

がん薬物療法治療中のがん患者の意識調査研究---
患者居住地と医療機関所在地との二次医療圏が同一である患者と相違する患者との比較検討

小林 誠一
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