
年度 研 究 課 題 名 がん関連 研 究 期 間 研究代表者 診 療 科 研究規模

2022 京都大学医学部附属病院腎臓内科関連病院腎疾患データベース構築と解析に関する研究 2022.9,9～ 2023,11.21 戸田 尚宏 腎臓内科 多施設共同

2022 集中治療室入室患者の睡眠障害 (不眠)およびせん妄発症に関する実態調査 (期間延長 ) 2022.9.9～ 2023.9.30 端野 琢哉 救急集中治療部 当院のみ

2022 PD患者におけるPD+HD併用療法開始および終了時期が臨床結果に与える影響 2022.7.8～ 2023.3.31 戸田 尚宏 腎臓内科 多施設共同

2022 造血細胞移植医療の全国調査 0 2022.7.8～ 継続 平田 大三 血液内鵜 多施設共同

2022 乳癌診断におけるMRI撮影標準化に向けた複数施設前向き研究 0 2022.6.10～ 2026.3.5 本田Dr 放射線診断科 多施設共同

2022 プロトンポンプ阻害薬中止による胃過形成性ポリープ縮小効果に関する多施設共同前向き観察研究 2022.4.8～ 2027.4.7 ′卜山Dr 消化器内科 多施設共同

2022 婦人科悪性腫瘍におけるがんパネル検査の役割 :実臨床における運用実態の解明 0 2022.4.8～ 2027.12.31 山本Dr 婦人科 多施設共同

2022 半側空間無視の検査と動作についての検証 (期間延長 ) 2022.4.8～ 2024.3.31 リハ尾崎 リハビリテーション部 多施設共同

2022 半側空間無視のVR治療についての検証 (期間延長 ) 2022.4.8～ 2024.3.31 リハ尾崎 リハビリテーション部 当院のみ

2021 電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に関する研究 2022.3.11～ 2027.3.31 浜本 芳之 糖尿病・内分泌代謝センター 多施設共同

2021 成人における遺伝子 (家族性)造血器疾患に関する遺伝子解析研究 2022.3.11～ 2025.3.31 平田 大三 血液内科 多施設共同

2021 外来化学療法を行う進行・再発肺がん/膵がん患者に対する定期的外来がんリハビリテーションの有効性を検証するpibt study(附 随研究) 0 2022.3.11～ 2024.3.31 車場 正彦 リハビリテーション科 当院のみ

2021 非典型溶血性尿毒症症候群 (aHus)の前項調査研究 2022.1.¬ 4～ 2029.12.31 戸田 尚宏 腎臓内科 多施設共同

2021 切除不能尿路上皮癌の治療に関する多施設共同観察研究 ● 2022.1.14～ 2024.12.31 今井 ―登 泌尿器科 多施設共同

2021 集中治療室重症患者のPICS発生に関する調査研究 2022.1.14～ 2024.3.31 松木 良介 リハビリテーション科 多施設共同

2021 高グルカゴン血症と膵α細胞過形成と多発性腺1重の存在によりMahvash症候群が疑われる患者に対するグルカゴン受容体の遺伝子異常探索 ● 2022.1.14～ 2023.4.30 今村 正之 神経内分泌腫瘍センター 当院のみ

2021 静脈血栓塞栓症患者の診察実態とその予後を検討する多施設ヒルトリカルコホート研究 2021.12.10～ 2024.10.31 宇佐美Dr 循環器内科 多施設共同

2021 遺伝子情報に基づくバンコマイシン耐性腸球菌の完成制御に関する研究 2021.11.12～ 2025.3.31 山田 祐―郎 糖尿病・内分泌代謝センター 多施設共同

2021 OLIF51 TM手 術のデータベース構築に関する研究 2021.10.8～ 2025.3.31 井関 雅紀 整形外科 多施設共同

2021 糖尿病患者におけるグルカゴン分泌、インクレチン分泌能の検討 2021.9.10～ 2023.12.31 臼井Dr 糖尿病・内分泌代謝センター 当院のみ

2021 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技全国規模データベース構築 2021.7.9～ 2024.12,31 池田 ―毅 消化器内科 多施設共同

2021 2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化比較試験介入後の追跡研究 」―DOIT3(追 跡) 2021.5.14～ 2026.6.30 浜本 芳之 糖尿病・内分泌代謝センター 多施設共同

2021 咽頭がんの内視鏡的切除(ESDの手法による) 0 2021.5.14～ 2024.5.7 魚瀬 優 消化器内科 当院のみ

2020 頚椎人工椎間板置換術手術データベース構築に関する研究 2021.2.12～ 継続 井関 雅紀 整形外科 多施設共同

2020 インテグリン制御による新規膠原病治療法の開発 2021.2.12～ 2023.3.31 藤田Dr 腎臓内科 多施設共同

2020 自己免疫疾患及び悪性腫瘍患者におけるCRPアイソフォームと疾患活動性の相関についての検討 ● 2021.2.12～ 2023.3.31 藤田Dr 腎臓内科 多施設共同

2020 成人2型糖尿病患者を対象とした日本の実臨床におけるゾルトファイ投与時の血糖コントロール及び治療パターンを検討する前向き、多施設共同、単群、非介入研究 2021.2.12～ 2023.4.1 山田 祐一郎 糖尿病・内分泌代謝センター 多施設共同

2020 京都府立医科大学附属病院関連施設における急性冠症候群の実態調査 2021.1.8～ 2031.1.7 宮川Dr 循環器内科 多施設共同

2020 側方進行椎間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究 2021,1.8～ 2022.12.31 井関 雅紀 整形外科 多施設共同

2020 2型糖尿病患者のリベルサス使用効果の検証試験 2020.12.11～ 2023.1.31 中谷Dr 糖尿病・内分泌代謝センター 当院のみ

2020 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 0 2020.11.13～ 2027.12,31 刀K里予Dr 婦人科 多施設共同

2020 心不全患者の症状緩和におけるモルヒネ投与の有効性と安全性に関する多施設共同前向き観察研究 2020.11.13～ 2024.11.12 青野Dr 循環器内科 多施設共同

2020 慢性心不全患者のフレイル実態調査 2020.11.13～2023.3.31 久堀 リハビリテーション科 多施設共同

2020 Wrap around ttapに よる再建指のサイズ変化および機能と整容について 2020.11.13～ 2025.11.12 松末 武雄 形成再建外科 当院のみ

2020 足部におけるWrap around ttap手 術の影響について 2020.11.13～ 2025.11.12 松末 武雄 形成再建外科 当院のみ

2020 尿中ポドサイHこよる糸球体腎炎の病態評価 2020.10.9～ 2023.12.3¬ 戸田 尚宏 腎臓内科 多施設共同

2020 」ROAD一 DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 2020.10.9～ 2025.4.9 石井 克尚 循環器内科 多施設共同

2020 ミシガン手の健康調査質問表(MHQ)を用いた手指術後評価 2020.9.11～ 2025.9.10 松末 武雄 形成再建外科 当院のみ



2020 新型コロナウイルス感染症の疫学 E臨床像の解析と検査法の検討 2020.8.7～ 2022.12.31 佐藤Dr 子し腺外科 多施設共同

2020 未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象としたボルテゾミプを用いた寛解導入・地回め・維持療法および大量抗がん剤併用自家末梢血幹細胞移植の安全性と有効性の検討 :追加後方視的研究 0 2020 7.10～ 2024.4.9 平田 大二 血液内科 多施設共同

2020 PCSK9阻害薬使用実態調査 2020.6.12～ 2025.6.11 宮川Dr 循環器内科 多施設共同

2020 新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいたCOⅥD19ワクチン開発と評価系の構築 2020.6.12～ 2030.3.31 山田 祐―郎 病院 多施設共同

2019 院内心停止登録に関する多施設共同登録研究への参加 2020.3.13～ 2023.3.31 端野 琢哉 救急集中治療部 多施設共同

2019 Rapid Response System(RRS)デ ータレジストリーに関する多施設合同研究への参加 2020.3.13～ 2023.7.31 端野 琢哉 救急集中治療部 多施設共同

2019 日本国内の脳血管内治療に関する登録研究4 2020.3.13～ 2022.12.31 中島 英樹 脳神経外科 多施設共同

2019 中枢神経悪性リンパ腫における髄液Tim-1測定の有用性の検討 2019.12.13～2025.1.31 平田 大三 血液内科 多施設共同

2019 心アミロイドーシス患者の臨床的特徴と予後を検討する多施設前向きコホート研究 2019.12.13～ 2026.12.12 多田 英司 循環器内科 多施設共同

2019 心房細動アブレーションの多施設レジストリー 2019.8.9～ 2028.10.31 早野 護 循環器内科 多施設共同

2019 日本脳神経外科学会データベース研究事業 2019.8.9～ 2023.9.30 中島 英樹 脳神経外科 多施設共同

2019 急性骨髄性白血病の疾患分類ごとのWTl― mRNA値の評価、および治療経過における推移の解析 0 2019.8.9～ 2024.3.31 井尾 克宏 血液内科 多施設共同

2019 自己免疫疾患における自己抗原同定 2019.7.12～ 2025.3.5 千葉 勉 消化器内科 多施設共同

2019 京都造血幹細胞移植グループの造血幹細胞移植データを用いた移植成績の解析 0 20¬ 8.6.7～ 2023.6.6 平田 大三 血液内科 多施設共同

2019 外来化学療法を行う進行日再発肺がん/膵がん患者に対する定期的外来がんリハビリテーションの有効性を検証するpilot study ● 2020.2.14～ 2024.5.9 勝島 詩恵 腫瘍内科 当院のみ

2019 尿路上皮がんに対する免疫チェックポイント阻害薬治療の多施設共同観察研究 0 2019.4.12～ 2024.3.31 今井 一登 泌尿器科 多施設共同

30 ホルモン感受性転移性前立腺癌の治療実態に関する前向き観察研究 0 2019.2.8～ 2025.2.7 今井 ―登 泌尿器科 多施設共同

30 耳科治療における生活の質の改善に対する研究 2019.1.7～ 2023.12.30 和田 忠彦 耳鼻咽喉科 多施設共同

30 腰椎椎体間固定術における仲延型椎体間ケージ(expandable interbody cage)の有用性に関する臨床検討 2018.12.14～ 2022.12.13 井関 雅紀 整形外科 当院のみ

30 大動脈弁狭窄症患者に対する治療選択とその予後を検討する他施設前向きコホート研究 (CURRENT AS Re」 stry-2) 2018.12.14～2023.4.18 澤田 賢一郎 循環器内科 多施設共同

30 本邦における心血管インターベンションの実態調査 (」 ―PCI) 2018.12.14～ 継続 宮川 浩太郎 循環器内科 多施設共同

30 日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析(2017-2019年度 日本医療研究開発機構事業「冠動脈疾患に係る医療の適正化を目指した研究」の内容を包括) 2018.12.14～ 2022.12.13 宮川 浩太郎 循環器内科 多施設共同

30 オンコマインDx Tatget Test CDxシ ステムによるBRAF V600E検 査結果提供プログラム 0 2018.8.21～ 継続 勝島 詩恵 腫瘍内科 多施設共同

30 高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対するmFOLFOX6療 法の第Ⅱ相試験 (W」OG10517G)第 2_1版 0 2018.9.14～ 2023.12.31 柳原 ―広 腫瘍内科 多施設共同

30 骨髄腫関連疾患患者の臨床データおよび治療経過に関する疫学的観察研究 0 2018.6.7～ 2027.7.31 平田 大三 血液内科 多施設共同

30 抗がん薬適正使用のための薬薬連携 ● 2018.4.13～ 2023.3.31 黒岩 勇人 薬斉1音[ 当院のみ

29 特定大規模施設における門脈血行異常症の記述疫学に関する研究 (定点モニタリングシステム ) 2018.1.12～ 2027.3.31 池田 一毅 消化器内科 多施設共同

29 骨髄不全患者におけるPNH型血球割合とPNH関連の臨床症状を経時的にみる観察研究(SUPREMACY) 2016.4.1～ 2023.5.31 平田 大三 血液内科 多施設共同

28 ROOとSAOの併用に関する安全性の検討 0 2015.4.1～ 継続 塚本 泰彦 薬斉1告[ 当院のみ

27 膵・消化管および肺・気管支日胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登録研究 0 2015.6.30～ 2024.11.30 河本 泉 外科 多施設共同

26 日本における経皮的冠動脈インターベンション(PCI)お よび冠動脈バイパス手術(CABG)のレジストリー (コ ホートⅢ) 2015.1.23～ 2025.3.31 多田 英司 循環器内科 多施設共同


