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番号 承認番号 課題名 所属 研究責任者

1 2012-0085

初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的
完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験

 A prospective randomized study to compare the cumulative achievement
 of complete molecular response for adult de novo chronic myeloid

leukemia in chronic phase between nilotinib and dasatinib

血液内科 清井 仁

2 2012-0220

小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相

臨床試験  ALL-T11
A multicenter phase II clinical trial for T-cell acute lymphocytic leukemia in children
and young adults

小児科 小島 勢二

3 2012-0229

切除不能進行膵癌の二次治療例に対するS-1通常投与法とS-1隔日投与法の無作為化
第Ⅱ相試験
Randomized Phase II Study of consecutive-day versus alternate-day treatment with
S-1 as Second-line chemotherapy in advanced pancreatic cancer.

光学医療診療部 廣岡 芳樹

4 2012-0273

CBD療法を寛解導入療法とする自己末梢血幹細胞移植の初発多発性骨髄腫に対する
有効性と安全性の検討
CBD induction and autologous stem cell transplantation for patients with newly
diagnosed multiple myeloma patients

血液内科 村田 誠

5 2012-0282

フッ化ピリミジン系薬剤、プラチナ系薬剤、trastuzumab に不応となった進行・再発HER2
陽性胃癌・食道胃接合部癌に対するweekly paclitaxel + trastuzumab 併用療法vs.
weekly paclitaxel 療法のランダム化第Ⅱ相試験

Randomized phase II study comparing Trastuzumab beyond progression in
combination with weekly Paclitaxel vs. weekly Paclitaxel alone after failure of a
Trastuzumab, fluoropyrimidine and platinum containing chemotherapy for patients
with HER2-positive advanced gastric or gastro-esophageal junction cancer.

消化器外科 小寺 泰弘

6 2012-0309

腫瘍径2 cm 以下の子宮頸癌IB1 期に対する準広汎子宮全摘術の非ランダム化検証的

試験  (JCOG1101)
Nonrandomized confirmatory trial of modified radical hysterectomy for patients with
FIGO stage Ib1 (< 2 cm) uterine cervical cancer

産科婦人科 吉川 史隆

7 2012-0317

小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相および第III相臨床試

験  (ALL-B12)
A multicenter phase II/III clinical trial for B-cell precursor acute lymphocytic
leukemia in children (ALL-B12)

小児科 小島 勢二

8 2012-0348

メサラジン製剤使用潰瘍性大腸炎患者の再燃時におけるpH依存型メサラジン製剤（ア

サコール®）の最高用量（3,600mg/日）と時間依存型メサラジン製剤（ペンタサ®）の最高

用量（4,000mg/日）の有用性の検討試験

The efficacy of Mesarazine drugs treatment for clinical relapse in ulcerative colitis
 patients

, compared 3600mg of Asacolo® with 4000mg Pentasa®

消化器内科 後藤 秀実

9 2013-0015
重度嗅覚障害を呈するパーキンソン病を対象としたドネペジルの予後改善効果に関する
研究　Efficacy of donepezile for improvement of prognosis in Parkinson’s disease
patients with severe olfactory impairment

脳とこころの研究センター 渡邉 宏久

10 2013-0021

JCOG1205/1206：高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン+シスプラ

チン療法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比較試験

JCOG1205/1206：A Phase III Study Comparing Irinotecan and Cisplatin with
Etoposide and Cisplatin for Adjuvant Chemotherapy of Completely Resected
Pulmonary High-grade Neuroendocrine Carcinoma

呼吸器外科 横井 香平

11 2013-0025

StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel併用療

法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

Phase Ⅲ study of TS-1 plus docetaxel versus TS-1 alone as adjuvant
chemotherapy for stage Ⅲ gastric cancer patients who underwent curative
gastrectomy

消化器外科 小寺 泰弘

12 2013-0026
小児の造血幹細胞移植におけるブスルファン用量調節の研究
Target dose adjustment of busulfan in pediatric patients undergoing hematopoietic
stem cell transplantation

小児科 小島 勢二

13 2013-0064
粘膜生検材料を用いた消化管生物学的マーカーの探索的研究　

 Evaluation of gastrointestinal biomarkers using biopsy specimen 消化器内科 中村 正直

14 2013-0090

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5-FU/l-LV 療法

vs. FLTAX（5-FU/l-LV+PTX)療法のランダム化第II/III 相比較試験

Randomized phase II/III study of 5-fluorouracil /l-leucovorin vs. 5-fluorouracil /l-
 leucovorin plus paclitaxel in

gastric cancer with severe peritoneal metastasis

消化器外科 小寺 泰弘

15 2013-0091

ダ・ヴィンチS手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下子宮全摘出術（単純または広

汎子宮全摘出術）・骨盤リンパ節郭清術の有用性と安全性の検討 (The evaluation for
safety and usefulness of the robotic assisted laparoscopic total or radical
hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy and pelvic lymphadenectomy)

総合周産期母子医療センター 岩瀬 明

16 2013-0094

次世代医療機器・ナビゲーション下経頭蓋磁気刺激（nTMS）システムを用いた新たな術
前・脳機能マッピング法の確立
Establishment of a novel preoperative brain mapping system by navigated
navigated transcranial magnetic stimulation (nTMS)

脳神経外科 本村 和也

17 2013-0144

高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄腫患者に対する
melphalan+predonisolone+bortezomib(MPB)導入療法のランダム化第Ⅱ相試験

Randomized phase II study of two Induction treatments of Melphalan,
 PRednisolone,plus

bOrtezomib, JCOG-MPB Versus modified PETHEMA-MPB, in Elderly or transplant-
 ineligible

patients with untreated symptomatic myeloma

血液内科 島田 和之

18 2013-0147
小児白血病に対するKIRリガンドミスマッチ同種臍帯血移植の有効性に関する研究

KIR ligand mismatched allogeneic cord blood transplantation for Leukemia in
children

小児科 小島 勢二



番号 承認番号 課題名 所属 研究責任者

19 2013-0156

胸部薄切CT所見に基づくすりガラス影優位のcT1N0肺癌に対する区域切除の非ランダ
ム化検証的試験
Confirmatory Trial of Segmentectomy for Clinical T1N0 Lung Cancer dominant with
Ground Glass Opacity based on Thin-section Computed Tomography

呼吸器外科 横井 香平

20 2013-0200
幽門側胃切除術Roux-Y再建における再建経路の比較試験；結腸前　VS　結腸後

A prospective randomized controlled trial comparing antecolic route and retroclic
route with Roux-Y reconstruction after distal gastrectomy.

腫瘍外科 梛野 正人

21 2013-0217

膵頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術における上腸間膜動脈神経叢の右半周郭清の
意義に関する多施設共同無作為化比較第Ⅱ相臨床試験
Randomized Phase II trial of right half dissection of superior mesenteric artery
nerve plexus in pancreatoduodenectomy for pancreatic head cancer
Randomized Phase II trial of right half dissection of superior mesenteric artery
nerve plexus in pancreatoduodenectomy for pancreatic head cancer

消化器外科 小寺 泰弘

22 2013-0223

フッ化ピリミジン系抗癌剤を含む初回治療に抵抗性を示した切除不能または進行再発胃
癌に対する早期減量を考慮した二次治療としてのnab-paclitaxel単独療法の臨床第Ⅱ
相試験
Phase II study of nab-paclitaxel as second-line chemotherapy for advanced gastric
cancer refractory to fluoropyrimidine with modified dose reduction criteria

消化器外科 小寺 泰弘

23 2013-0234
難治性Clostridium difficile感染症に対するドナー便移植療法

Infusion of Donor Feces for Recurrent Clostridium difficile Infection
小児科 小島 勢二

24 2013-0236
網膜硝子体手術治療における網膜・眼内各組織の術中評価

Intraoperative evaluation of the retina and intraocular tissue in the treatment of
vitreoretinal surgery

眼科 寺崎　浩子 

25 2013-0240

球脊髄性筋萎縮症患者に対するクレアチン療法のランダム化二重盲検並行群間比較試
験
Effect of creatine in SBMA patients:  A double-blind, placebo-controlled clinical
study

神経内科 祖父江 元

26 2013-0245

間質性肺炎を合併する未治療非小細胞非扁平上皮肺癌に対するペメトレキセド＋カル
ボプラチン併用臨床第II相試験

 Phase II study of Pemetrexed + Carboplatin as first line therapy for nonsquamous
 non-small cell lung cancer with interstitial pneumonia

呼吸器内科 長谷川 好規

27 2013-0255

成人Ｔ細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェロンα/ジドブジン併用療法とWatchful
Waiting療法の第III相ランダム化比較試験（JCOG1111C）

A phase III study comparing interferon-alpha and zidobudine with watchful waiting
for indolent adult T-cell leukemia-lymphoma

血液内科 島田 和之

28 2013-0260

JCOG1114：初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療
法＋放射線治療と、照射前大量メトトレキサート療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テ
モゾロミド維持療法とのランダム化比較試験
Phase III Study of High-dose Methotrexate and Whole Brain Radiotherapy With or
Without Concomitant and Adjuvant Temozolomide in Patients with Primary CNS
Lymphoma

脳神経外科 若林 俊彦

29 2013-0266

２型糖尿病患者の血中脂質に対するDPP4阻害薬スイニー（アナグリプチン）の効果に
関する研究

The effects of anaglipitin, a DPP-4 inhibitor, on blood lipids in type 2 diabetic
patients

糖尿病・内分泌内科 有馬 寛

30 2013-0291
高位除睾術後Stage Iセミノーマ症例におけるカルボプラチンの薬物動態解析

Pharmacokinetic analysis of carboplatin in postoperative patients with Stage I
seminoma

化学療法部 安藤 雄一

31 2013-0308

高悪性度非円形細胞肉腫に対するadriamycin, ifosfamideによる補助化学療法と

gemcitabine,docetaxelによる補助化学療法とのランダム化第II/III相試験（JCOG1306)
Randomized phase II/III study of adjuvant chemotherapy with
Adriamycin+Ifosfamide vs Gemcitabine+Docetaxel for high-grade soft tissue
sarcoma.(JCOG1306)

整形外科 西田 佳弘

32 2014-0002
覚醒下機能マッピングによる感情認識及び内受容感覚に関わる島回機能研究
Investigate the insular function associated with the emotional and interoceptive
awareness and using a brain mapping study

脳神経外科 本村 和也

33 2014-0009
胞状奇胎患者に対する子宮内容除去術施行回数変更の検討

The effect of omission of second evacuation for hydatidiform mole on the incidence
of post-molar trophoblastic disease

産科婦人科 新美 薫

34 2014-0018

臨床病期IB/II/III食道癌(T4を除く)に対する術前CF療法/術前DCF療法/術前CF-RT療法

の第III相比較試験
 A randomized controlled phase III comparing CF versus DCF versus CF-RT

as neoadjuvant treatment for locally advanced esophageal cancer

消化器外科 小池 聖彦

35 2014-0061

非切除悪性中下部胆道閉塞に対するFully Covered Metallic Stentの外径別臨床成績
の多施設共同無作為化比較試験
A Multicenter Prospective Randomized Study of 8mm versus 10mm Fully Covered

 Metallic Stent in Patients with Distal Malignant biliary Obstruction
 -Nagoya Biliary Stent Study (NABIS study)-

光学医療診療部 廣岡 芳樹

36 2014-0063
小腸粘膜透過性が慢性肝疾患の病態に与える影響についての研究
Evaluation of intestinal permeability in patients with chronic liver disease 消化器内科 石上 雅敏

37 2014-0064
栄養状態に関する膵・小腸臓器相関の探索的研究
Exploratory study of nutritional status influenced by correlation between pancreas
and small intestine

光学医療診療部 廣岡 芳樹

38 2014-0083

若年女性がん、免疫疾患における妊孕性温存を目的とした卵巣組織凍結・体外培養な
らびに自家移植
Autotransplantation and culture of cryopreserved ovarian tissue in patients with
cancer or immunologic diseases to preserve fertility.

総合周産期母子医療センター 岩瀬 明

39 2014-0091
慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予防効果の検討
Randomized trial for Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of Combination
Therapy – Statin and Eicosapentaenoic Acid（RESPECT-EPA）

循環器内科 石井 秀樹



番号 承認番号 課題名 所属 研究責任者

40 2014-0092

冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓療法に関する検討(多施設

共同前向き無作為割付研究  )

Study of antithrombotic therapy for atrial fibrillation patients who underwent
coronary artery stenting (Multicenter prospective randomized study)

循環器内科 室原 豊明

41 2014-0099
粘膜生検材料を用いた大腸バイオマーカーと大腸疾患に関する探索的研究
Evaluation of biomarkers in the colonic mucosa using biopsy specimen 消化器内科 中村 正直

42 2014-0102

食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討す
る介入研究
Prospective multicenter study on efficacy of the mediastinal and para-aortic lymph
node dissection for esophagogastric junction cancer

消化器外科 小寺 泰弘

43 2014-0144

低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における
消化管出血リスクについての多施設共同無作為比較試験

 Acute and delayed bleeding risk of endoscopic
 submucosal dissection for gastric neoplasia in

 patients with low-dose aspirin administration
;multicenter randomized control study

消化器内科 宮原 良二

44 2014-0148

初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン（ACNU）化学放射線療法先行再

発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療法と比較する ランダム化第III相
試験 (JCOG1016)
Phase III randomized Study in patients with ANaplastic glioma of radiotherapy with
Temozolomide versus nimustine hydrochloride（ACNU） followed by temozolomide
(SANTA study）

脳神経外科 若林 俊彦

45 2014-0155
高齢者における認知症予防に向けた介入プログラムの開発と効果検証
Development and validation of intervention program for prevention of dementia in
community-dwelling older adults

老年内科 葛谷 雅文

46 2014-0165

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
Phase II study of panitumumab rechallenge in the third-line therapy in patients with
KRAS wild-type metastatic colorectal cancer

消化器外科 小寺 泰弘

47 2014-0175

腎癌患者を対象としたda Vinciサージカルシステム（DVSS）による ロボット支援腹腔鏡

下腎部分切除術の有効性および安全性に関する 多施設共同非盲検単群臨床試験

Feasibility of robot-assisted laparoscopic partial nephrectomy: a multicenter non-
randomized single-arm study

泌尿器科 後藤 百万

48 2014-0191

根治切除可能な漿膜浸潤を伴う胃癌に対する周術期化学療法（TS-1、パクリタキセル経
静脈・腹腔内投与併用療法）第Ⅱ相試験
Peri-operative chemotherapy with intraperitoneal and intravenous Paclitaxel plus
TS-1 for serosa positive　gastric cancer patients（GAPS study）

消化器外科 小寺 泰弘

49 2014-0213
パーキンソン病、健常者に対する水素水飲用時における血液中消化管ペプチドの変化
に関する研究
The effect of rich-hydrogen water drinking to gut peptide

医療技術学専攻病態解析学 平山 正昭

50 2014-0215

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法につ
いてのランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する
多施設共同シームレス第Ⅱ -Ⅲ相臨床試験

A multi center randomised study for children with acute myeloid leukemia using
cytarabine in the first induction therapy and a study of analysis of minmal residual
disease after the first induction therapy (Phase Ⅱ、Phase Ⅲ study)

小児科 濱 麻人

51 2014-0250
切除不能胃癌に対するconversion surgery の意義に関する臨床第II 相試験

Phase II clinical trial to verify the evidence about the efficacy and safety of
conversion surgery for unresectable gastric cancer

消化器外科 小寺 泰弘

52 2014-0262

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤
併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
Phase II study of multi-agent chemotherapy in patients with adult Philadelphia
chromosome negative precursor B acute lymphoblastic leukemia.（JALSG Ph(-)B-
ALL213）

血液内科 清井 仁

53 2014-0263

初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダサチニ

ブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験（JALSG
Ph+ALL213）
Phase II study of dasatinib (DA) in combination with chemotherapy and allogeneic
stem cell transplantation (SCT) for newly diagnosed Philadelphia chromosome-
positive acute lymphoblastic leukemia by Japan Acute Leukemia Study Group
(JALSG Ph+ALL213)

血液内科 清井 仁

54 2014-0264

成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Burkitt-
ALL213）
Phase II study of multi-agent chemotherapy in patients with adult Burkitt acute
lymphoblastic leukemia.（JALSG Burkitt-ALL213）

血液内科 清井 仁

55 2014-0265

成人precursor T細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相

臨床試験（JALSG T-ALL213-O）

Phase II study of multi-agent chemotherapy in patients with adult precursor T acute
lymphoblastic leukemia.（JALSG T-ALL213-O）

血液内科 清井 仁

56 2014-0273

手術後残存腫瘍のあるWHO Grade II星細胞腫に対する放射線単独治療とテモゾロミド

併用放射線療法を比較するランダム化第III相試験

Randomized phase III study for unresectable WHO Grade II diffuse astrocytoma
with radiotherapy alone or chemoradiotherapy with temozolomide (DARTS (P-III))

脳神経外科 若林 俊彦

57 2014-0282

高尿酸血症を合併する慢性心不全患者を対象とした尿酸降下薬フェブキソスタットの効
果に関する多施設共同ランダム化比較試験
Effect of urate LowEring Agent Febuxostat in Chronic Heart Failure patients with
hyperuricemia

循環器内科 室原 豊明

58 2014-0283

JCOG1203：上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ランダム化検証
的試験
JCOG1203: A non-randomized confirmatory study to expand the indication of
fertility-sparing surgery for patients with epithelial ovarian cancer

産科婦人科 吉川 史隆



番号 承認番号 課題名 所属 研究責任者

59 2014-0300

消化管粘膜下腫瘍に対する直視型超音波内視鏡を用いた粘膜切開下生検の有用性に
関する検討

EUS-guided cutting biopsy using forward-viewing echoendoscope in the diagnosis
of gastrointestinal subepithelial tumors

光学医療診療部 廣岡 芳樹

60 2014-0318

下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下直腸切除術における腹腔鏡下側方骨盤リンパ節郭
清の安全性と有効性に関する前向き研究

A prospective study for laparoscopic low anterior resection of rectum with lateral
pelvic lymph node dissection in patients with advanced lower rectal cancer

消化器外科 中山 吾郎

61 2014-0344

冠動脈疾患を有した慢性腎臓病患者に対するAST-120を用いた頸動脈硬化度および血
管内皮機能への影響についての検討
The efficacy of AST-120 on chronic kidney disease with stable angina: randomized
controlled open-labeled trial

循環器内科 室原 豊明

62 2014-0363

心臓外科手術の胸骨正中切開に対する傍胸骨肋間神経ブロックの有効性に関する研
究
The effectiveness of the parasternal intercostal nerve  block for median sternotomy
in cardiac surgery

麻酔科 西脇 公俊

63 2014-0378

乳がん術前・術後補助化学療法における、エピルビシン＋シクロフォスファミド療法2週間
毎投与の忍容性確認試験
A feasibility study of dose-dense epirubicin and cyclophosphamide for primary
breast cancer in neoadjuvant and adjuvant setting

化学療法部 安藤 雄一

64 2014-0380

超音波ガイド下傍脊椎ブロックのアプローチ方法の違いによるカテーテル留置位置およ
び薬液の広がりに関する分析
An analysis of paravertebral catheters placement and spread compared
ultrasound-guided paravertebral block transverse plane approach and sagittal plane
approach.

麻酔科 西脇 公俊

65 2014-0392

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法の第Ⅱ相臨

床試験肉眼的腹膜播種陰性・腹腔洗浄細胞診陽性(P0CY1)症例対象

Phase II study of intravenous and intraperitoneal paclitaxel combined with S-1 for
gastric cancer with peritoneal metastasis

消化器外科 小寺 泰弘

66 2014-0400
診療報酬表に収載されていない小児内視鏡手術に関する前方視的研究

The prospective study for the pediatirc endoscopic operations which are not
published by a fee-for service list

小児外科 内田 広夫

67 2014-0409
AdaptResponse試験

AdaptResponseStudy
循環器内科 因田 恭也

68 2014-0427

成人T細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み込んだ治療法に
関する非ランダム化検証的試験
Single-arm confirmatory trial for the strategy including allogeneic hematopoietic

 stem cell transplantation for adult T-cell leukemia-lymphoma
ATL-alloHSCT

血液内科 島田 和之

69 2014-0428

胸腔鏡観察による超音波ガイド下傍脊椎ブロックにおけるカテーテル挿入および薬液の
広がりに関する研究

 An analysis of catheterization and solution spread in
ultrasound-guided　paravertebral block under thoracoscopy

麻酔科 西脇 公俊

70 2015-0005
集中治療におけるメラトニン受容体アゴニスト「ラメルテオン」の有効性の検討
The efficacy of ramelteon, selective melatonin receptor agonist, during the critical
care：MELIT trial（Melatonin Evaluation of Lowered Inflammation in ICU Trial）

救急科 沼口 敦

71 2015-0042

高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前

trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第II相試験

A randomized phase II study of sysemic chemotherapy with and without
trastuzumab followed by surgery in HER2 positive advanced gastric or
esophagogastric junction adenocarcinoma with extensive lymph node metastasis

消化器外科 小寺 泰弘

72 2015-0047

切除不能進行膵癌に対するFOLFIRINOX療法におけるペグフィルグラスチム（ジーラス

タ®）の一次予防的投与の安全性、有効性についての研究

A Feasibility Study of the use of peg-filgrastim as primary prophyraxis for
FOLFIRINOX therapy for unresectable pancreatic cancer

化学療法部 安藤 雄一

73 2015-0059
手根管症候群手術症例に対するトラニラストの臨床的検討

 The efficacy of tranilast after carpal tunnel release; randomized 
controlled trial

手の外科 平田 仁

74 2015-0063

カスタムメイド手術ガイド及びカスタムメイド骨接合プレートを用いた上肢骨の変形を矯正
するためのデバイス・インプラントの安全性及び有効性に関する臨床研究
Clinical trial on the efficacy and safety of corrective osteotomy for the upper
extremity using custom-made surgical guide and bone plate

手の外科 平田 仁

75 2015-0069

膵癌切除後の腹膜再発（ゲムシタビンとフッ化ピリミジン系抗癌剤不応）に対するパクリタ
キセル経静脈・腹腔内併用療法の治療効果を検証するための第I/Ⅱ相臨床試験

Phase I/II study of intravenous and intraperitoneal paclitaxel for peritoneal
metastasis after resection of pancreatic cancer refractory to gemcitabine and
fluoropyrimidine chemotherapy

消化器外科 小寺 泰弘

76 2015-0098

膵頭十二指腸切除術後胃排出遅延発症と胃・空腸の解剖学的位置関係についての研
究
Impact of the gastro-jejunal anatomical position on the incidence of delayed gastric
emptying following pancreatoduodenectomy.

腫瘍外科 梛野 正人

77 2015-0111

がん患者の神経障害性疼痛に対するデュロキセチンの有用性：探索的無作為化二重盲
検プラセボ比較試験
Efficacy　of　duloxetin　for　cancer　patinets　with　neuropathic　pain：
Doubleblind,Randomized,Placebo controlled,exploratory trial

化学療法部 安藤 雄一

78 2015-0124

特発性肺線維症の進行防止におけるピルフェニドンおよびピルフェニドン＋N-アセチル

システイン(NAC)吸入併用療法に関する前向き多施設共同治療研究

Multicenter clinical trial about combined therapy of pirfenidone and inhalated N-
acetylcysteine (NAC) for prevention of idiophathic pulmonary fibrosis

呼吸器内科 長谷川 好規
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79 2015-0126

ダ・ヴィンチSまたはXi手術システムを用いた、ロボット支援下直腸癌手術の有用性と安
全性の検討
Prospective study of robotic assisted rectal cancer surgery using the da Vinci
Surgical System

腫瘍外科 梛野 正人

80 2015-0127
乳がん手術に対する超音波ガイド下胸壁ブロックの有効性に関する研究
The effectiveness of the ultrasound-guided thoracic wall nerve blocks to the breast
surgery.

麻酔科 西脇 公俊

81 2015-0128

臨床病期II、III期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術の安全性の検討

A prospective safety study of laparoscopic total　gastrectomy for clinical stageII or
III gastric cancer

消化器外科 小寺 泰弘

82 2015-0130

LDLアフェレシス療法の重度尿蛋白を伴う糖尿病性腎症に対する多施設臨床試験

LDL cholesterol apheresis treatment for diabetic nephropathy with severe urinary
 protein: a

multicenter prospective study (LICENSE study)

腎臓内科 丸山 彰一

83 2015-0134
ダ･ヴィンチ手術システムを用いたロボット支援胃切除術の安全性と有効性の検討
A prospective safety and feasibility study of robotic　gastrectomy for gastric cancer 消化器外科 小寺 泰弘

84 2015-0141

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバン単剤
療法に関する臨床研究
Atrial fibrillation and ischemic events with rivaroxaban in patients with stable
coronary artery disease study

循環器内科 室原 豊明

85 2015-0162

既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab-パクリタキセルのランダ

ム化比較第III相試験(略称: Japanese Intergroup Study of Nab-Paclitaxel (J-AXEL))
A phase III study comparing nab-paclitaxel with docetaxel in patients with previously
treated advanced non-small-cell lung cancer (l (J-AXEL)

呼吸器内科 長谷 哲成

86 2015-0164
18F- Na PET/CTにおける骨疾患診断に関する臨床的研究

Clinical studies on diagnosis of bone diseases with 18F-Na PET/CT
医療技術学専攻医用量子科学 加藤 克彦

87 2015-0165
18F-FLT PET/CTにおける悪性腫瘍診断に関する臨床的研究

Clinical studies on diagnosis of malignant tumors with 18F-FLT PET/CT
医療技術学専攻医用量子科学 加藤 克彦

88 2015-0169
パーキンソン病発症予防のための運動症状発症前biomarkerの特定

J-PPMI;The Japan Parkinson’s Progression Markers Initiative
脳とこころの研究センター 渡邉 宏久

89 2015-0172

Borderline resectable膵癌に対するFOLFIRINOXまたはnab-paclitaxel +gemcitabine
術前補助化学療法のランダム化第II相試験

Phase II study of neoadjuvant FOLFIRINOX or nab-paclitaxel with gemcitabine for
 borderline resectable pancreatic cancer

腫瘍外科 梛野 正人

90 2015-0189
白点状眼底に対するドナリエラ経口摂取の影響の検討
Effect of oral intake of Dunaliella on fundus albipunctatus 眼科 上野 真治

91 2015-0199

 JCOG1210/WJOG7813L 高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセ
ル単剤療法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセド維持療法のランダム化
比較第III相試験

A phase III study comparing carboplatin plus pemetrexed followed by maintenance
pemetrexed with docetaxel in elederly patients with advanced non-squamous non-
small-cell lung cancer

呼吸器内科 森瀬 昌宏

92 2015-0213

初発膠芽腫に対する放射線療法併用テモゾロミド、ベバシズマブ療法および増悪または
再発後のベバシズマブ継続投与の有効性と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験
Phase 2 study of BevacIzumab beyOnd progression disease for GlioblastoMA
tReated with Key therapeutics (BIOMARK)

脳神経外科 若林 俊彦

93 2015-0217

タウイメージング用PETトレーサー[18F]THK-5351を用いた認知症もしくはパーキンソニ
ズムを来す神経変性疾患の評価および解析
Evaluation and analysis of patients presenting neurodegenerative dementia or
parkinsonism with [18F]THK-5351 positron emission tomography

脳とこころの研究センター 渡邉 宏久

94 2015-0223

化学療法未治療のHER2陽性進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン + S-1 + トラス
ツズマブ併用療法について検討する第Ⅱ相臨床試験
A phase II clinical trial examining oxaliplatin + S-1 + trastuzumab for treatment of
HER2-positive advanced/recurrent gastric cancer previously untreated with
chemotherapy

消化器外科 小寺 泰弘

95 2015-0224

化学療法未治療のHER2陰性進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン + S-1療法につ
いて検討する第Ⅱ相臨床試験
A phase II clinical trial examining oxaliplatin + S-1 for treatment of HER2-negative
advanced/recurrent gastric cancer previously untreated with chemotherapy

消化器外科 小寺 泰弘

96 2015-0226

子宮頸癌[IA2期、IB期、IIA期症例、腫瘍長径4cm以下]を対象とした腹腔鏡下広汎子宮
全摘出術、骨盤リンパ節郭清術の安全性と有効性に関する検討

The evaluation for safety and effectiveness of the laparoscopic radical
hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for stage IA, IB and IIA uterine cervical
cancer.

総合周産期母子医療センター 岩瀬 明

97 2015-0252

非小細胞肺癌に対するクリゾチニブ治療の予防制吐を目的とした経口グラニセトロン、デ
キサメサゾン併用療法の有効性・安全性を検討する第II相試験

Efficacy and safety of oral granisetron and dexamethasone for crizotinib-induced
nausea and vomiting in patient with non-small cell lung cancer (NSCLC)

呼吸器内科 森瀬 昌宏

98 2015-0262

高LDL血症を合併する慢性腎臓病（CKD）患者に対する　アトルバスタチンの腎血行動
態に与える影響
Additive effect of Lipid-Lowering by atrovaSTatin on Amelioration of Renal
hemodynamic in patients with CKD(ALL-STAR-CKD)

腎臓内科 丸山 彰一
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99 2015-0286

内視鏡的局注法によるIndocyanine Green (ICG) 蛍光法を用いた早期胃癌のマーキン
グ法

Indocyanine Green (ICG) fluorescence imaging for accurate intraoperative
 detection of early gastric cancer

 injection

消化器外科 小寺 泰弘

100 2015-0287

カプセル内視鏡施行におけるポリエチレングリコールを用いた前処置の量とタイミングに
関する単純盲検ランダム化前向き多施設試験
The best dosage and timing of PEG for bowel preparation before capsule
endoscopy a prospective, single−blind, randomized, multi-center study

消化器内科 中村 正直

101 2015-0288

卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術後の卵巣予備能低下に対するジェノゲスト投与の有効性
の検討
The evaluation for usefulness of dienogest to prevent decline of ovarian reserve by
cystectomy for endometriomas

総合周産期母子医療センター 岩瀬 明

102 2015-0296

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベバシズマブ

+ エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲検無作為化比較第III
相臨床試験
Randomized phase III study comparing erlotinib plus bevacizumab to erlotinib alone
in patients with previously untreated non-small cell lung cancer harboring EGFR
mutation

呼吸器内科 森瀬 昌宏

103 2015-0302

腹膜転移を有する膵癌に対するGemcitabine +nab-paclitaxel+paclitaxel腹腔内投与併

用療法の第I/Ⅱ相多施設共同臨床試験

Phase I/II study of Gemcitabine plus nab- paclitaxel and intraperitoneal paclitaxel
for pancreas cancer with peritoneal metastasis

消化器外科 小寺 泰弘

104 2015-0328

アミロイドイメージング用PETトレーサー[11C]PiBを用いた認知症を来す神経変性疾患
の評価と解析
Evaluation and analysis of patients presenting neurodegenerative  dementia  with

 [11C]PiB positron emission tomography
 

脳とこころの研究センター 渡邉 宏久

105 2015-0340

タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた神経変性疾患の臨床像と神経放射
線所見の比較検討
Comparison of clinical and neuroimaging features of neurodegenerative disease
using [11C]PBB3 PET

脳とこころの研究センター 渡邉 宏久

106 2015-0343

病理病期II期およびIII期皮膚悪性黒色腫に対するインターフェロンβ局所投与による術後

補助療法のランダム化比較第III相試験

A randomized phase III trial of adjuvant therapy with locoregional IFN-β versus
observation in stage II/III cutaneous melanoma

皮膚科 横田 憲二

107 2015-0371

切除不能あるいは遠隔転移を有する軟部肉腫（コホート1：悪性末梢神経鞘腫瘍患者、コ

ホート2：抗がん剤抵抗性軟部肉腫患者）を対象としたpazopanibの第II相臨床試験

Phase II clinical trial of pazopanib with unresectable or metastatic malignant
peripheral nerve sheath tumor (1st cohort) and in patients with chemoresistant
tumors; alveolar soft part sarcoma, epithelioid sarcoma, and clear cell sarcoma
(2nd cohort)

整形外科 西田 佳弘

108 2015-0372

パテンシーカプセルと大腸カプセル内視鏡を用いた全消化管評価についての前向き研
究
Prospective study for the evaluation of whole gastrointestinal tract using patency
capsule and colon capsule endoscopy (Popcon study)

消化器内科 中村 正直

109 2015-0381
大腸疾患に対する直視型超音波内視鏡の有用性に関する前向き探索的研究
Preliminary study of the forward-viewing endoscopic ultrasonography for the
colorectal disease

光学医療診療部 廣岡 芳樹

110 2015-0410
間脳下垂体疾患患者における高張食塩水負荷試験による血漿バソプレシンの検討
Evaluation of plasma arginine vasopressin in hypertonic saline test in patients with
diencephalohypophysial diseases

糖尿病・内分泌内科 有馬 寛

111 2015-0414

ドライバー体調アシストシステムの開発に向けた心疾患患者のストレス時生体信号モニ
タリング調査
Biosignal monitoring in cardiovascular patients for development of new driver-safety
system.

循環器内科 室原 豊明

112 2015-0416
先天性乏毛症，縮毛症に対するミノキシジルの効能に対する研究
Investigation of the effect of minoxidil for congenital hypotrichosis and woolly hair 皮膚科 秋山 真志

113 2015-0420
消化器疾患と腸内細菌叢の相関
Correlation between digestive disease and gut microbiota 光学医療診療部 廣岡 芳樹

114 2015-0422
加算心電図を用いた微細な放射線心筋障害に関する探索研究
An exploratory research of minute radiation myocardium disorder by the added
electrocardiogram device.

親と子どもの心療科 岡田 徹

115 2015-0427
Interim PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対するABVD療法及びABVD／増

量BEACOPP療法の非ランダム化検証的試験

Interim response adapted strategy for the advanced stage of Hodgkin Lymphoma
血液内科 島田 和之

116 2015-0455

局所進行切除不能膵癌に対するゲムシタビンおよびnabパクリタキセル併用化学放射線
療法の第Ⅰ相臨床試験
Phase I study of chemoradiotherapy using gemcitabine plus nab-paclitaxel for
unresectable locally advanced pancreatic cancer

消化器外科 小寺 泰弘

117 2015-0457

ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の 上皮性卵巣がん、卵管がん、原発性

腹膜がんにおける化学療法単剤に対する 化学療法＋ベバシズマブ併用のランダム化

第Ⅱ相比較試験 (JGOG3023)
An open-label, randomized, phase II trial evaluating the efficacy and safety of
standard of care with or without Bevacizumab in Platinum-resistant ovarian cancer
patients previously treated with Bevacizumab for front-line or Platinum-sensitive
ovarian cancer

産科婦人科 鈴木 史朗

118 2015-0461
小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験AML-P13
A Multi-Center Phase II Study in Children with Newly Diagnosed Acute
Promyelocytic Leukemia (APL)

小児科 小島 勢二
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119 2015-0467
心臓外科手術の胸骨正中切開に対する静注アセトアミノフェン定時投与の有効性に関
する研究
The effectiveness of scheduled intravenous acetaminophen in cardiac surgery

心臓外科 碓氷 章彦

120 2015-0492

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mFOLFOX6 + 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相無作為化比較試験（PARADIGM study）
PARADIGM study

腫瘍外科 上原 圭介

121 2015-0512

成人造血器悪性疾患に対する骨髄内臍帯血移植法の有効性に関する臨床第II相試験

Phase II study to evaluate the efficacy of intra-bone marrow cord blood
transplantation for adult patients with hematological malignancy

血液内科 村田 誠

122 2015-0513
消化器疾患と呼気中水素の相関
Correlation between digestive disease and hydrogen concentration in breath 光学医療診療部 廣岡 芳樹

123 2015-0515

高度侵襲外科手術における術前運動・栄養療法導入の筋量・筋力増大および術後合併
症抑制効果に関する研究
The investigation for the impact of preoperative physical and nutritional support on
the muscle strength　and muscle mass, and the incidence of postoperative
complications following highly invasive surgeries.

腫瘍外科 梛野 正人

124 2016-0010

 JCOG1201
高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポシド併用療法(CE療法)とカ

ルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI療法)のランダム化比較第II/III相試験
 JCOG1201

A Phase II/III Study Comparing Carboplatin and Irinotecan (CI) with Carboplatin and
 Etoposide (CE)

for the Treatment of Elderly Extended-Stage Small-Cell Lung Cancer

呼吸器内科 森瀬 昌宏

125 2016-0011

慢性心不全合併糖尿病患者におけるカナグリフロジンの安全性評価試験ーランダム化
非劣性試験ー
Safety of canagliflozin in diabetic patients with chronic heart failure: randomized,
non-inferiority trial (CANDLE trial)

循環器内科 室原 豊明

126 2016-0031

胸腔鏡下手術における超音波ガイド下傍脊椎ブロックの方法（単回複数投与、持続投
与）の違いによる鎮痛効果の検討
A study of perioperative pain management by ultrasound-guided thoracic
paravertebral block method (multiple injection vs. continuous infusion) in video-
assisted thoracoscopic surgery

麻酔科 西脇 公俊

127 2016-0080

HER2陽性進行・再発胃癌に対するフッ化ピリミジン経口薬，オキサリプラチン，トラスツ
ズマブ併用療法の安全性確認試験
A feasibility study of combination with oral fluoropyrimidine, oxaliplatin and
trastuzumab for HER2-positive advanced or recurrent gastric cancer

消化器内科 前田 修

128 2016-0081

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

A randomized phase II study to investigate the deepness of response of
FOLFOXIRI plus cetuximab (Erbitux) versus FOLFOXIRI plus bevacizumab as the
first-line therapy in metastatic colorectal cancer patients with RAS wild-type
tumors:DEEPER

消化器外科 小寺 泰弘

129 2016-0082

大腸疾患に対する超音波内視鏡下吸引針生検の有用性に関する前向き探索的研究
Preliminary study of the fine needle aspiration using endoscopic ultrasonography
for the colorectal disease

光学医療診療部 廣岡 芳樹

130 2016-0086

関節リウマチに対するトシリズマブ治療におけるメトトレキサート併用中止後の治療効果
持続性に関する研究
Tocilizumab treatment with Reducing and stopping methotreXate in patients with
rheumatoid arthritis in stable low disease activity-state (T-ReX study)

整形外科 小嶋 俊久

131 2016-0107

経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例に対するmFOLFOX6＋パクリタキセル腹腔内
投与併用療法の探索的臨床試験
Exploratory study of intraperitoneal paclitaxel combined with mFOLFOX6 for gastric
cancer patients with peritoneal metastasis and inadequate oral intake

消化器外科 小寺 泰弘

132 2016-0123

JCOG1404/WJOG8214L EGFR遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対

するゲフィチニブ単剤療法とゲフィチニブにシスプラチン+ペメトレキセドを途中挿入する
治療とのランダム化比較試験
A phase III study comparing gefitinib and inserted cisplatin and pemetrexed with
gefitinib as a first-line treatment for patients with advanced non-squamous non-
small cell cancer harboring EGFR activating mutaion

呼吸器内科 森瀬 昌宏

133 2016-0155

化学療法未治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌に対するCapeOX療法の第II相臨床
試験
Phase II study of CapeOX regimen in elderly patients with untreated metastatic
gastric cancer

消化器外科 小寺 泰弘

134 2016-0158
脳深部刺激術後のパーキンソン病患者における言語障害の病態解析
Pathophysiology of speech and voice disorders in Parkinson’s disease patients
treated with deep brain stimulation

神経内科 勝野 雅央

135 2016-0169
急性高山病のスクリーニングテストの開発
Development of screening test for acute mountain sickness 総合保健体育科学センター 石田 浩司

136 2016-0175

高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験
Randomized Phase III Study of mFOLFOX7 or CAPOX plus Bevacizumab versus
5-Fluorouracil/Leucovorin or Capecitabine plus Bevacizumab as First-line
Treatment in Elderly Patients with Metastatic Colorectal Cancer

先端医療・臨床研究支援セン
ター

安藤 昌彦

137 2016-0193
患者のモビリティを拡大するための看護介入の検討
Development of a nursing intervention to increase patients’ mobility 基礎・臨床看護学講座 永谷 幸子

138 2016-0195

心臓サルコイドーシスにおけるFDG-PETガイド下治療介入研究
 Optimal Medical Therapy Estimated by FDG PET/CT in 

 Myocardial Sarcoidosis
 

循環器内科 室原 豊明
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139 2016-0198

膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離-個別処理と脾静脈同時切断の多施
設共同無作為化比較第Ⅲ相試験
COmbined resection versus Separated resection after MObilization of the Splenic

 vein
during Distal Pancreatectomy; A multicenter, prospective, randomized phase III

 trial
- COSMOS-DP trial –

消化器外科 小寺 泰弘

140 2016-0199

広汎子宮全摘出術に起因する低活動膀胱と尿中ニューロトロピンの関係に関する検討
Correlation between extended hysterectomy-induced underactive bladder and
urinary neurotropine

泌尿器科 松川 宜久

141 2016-0208

総胆管結石治療後の再発予防に対するウルソデオキシコール酸の有効性と安全性の評
価に関する臨床試験
Clinical study of ursodeoxycholic acid to evaluate the efficacy and safety of
ursodeoxycholic acid for the prevention of common bile duct stones following
successful removal.

消化器内科 川嶋 啓揮

142 2016-0210

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋パクリタキセル腹腔内投与併用療法

の第II相臨床試験

Phase II study of intraperitoneal paclitaxel combined with S-1 plus cisplatin for
advanced gastric cancer with peritoneal metastasis

消化器外科 小寺 泰弘

143 2016-0244
臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する胸腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較

第 III 相試験実施計画書 ver1.0
A phase III study of minimally invasive versus open esophagectomy for thoracic

先端医療・臨床研究支援セン
ター

安藤 昌彦

144 2016-0245

JCOG0912　臨床病期I 期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の開腹幽門側胃切
除に対する非劣性を検証するランダム化比較試験研究
A phase III study of laparoscopy assisted versus open distal gastrectomy with nodal
dissection for clinical stage I gastric cancer

先端医療・臨床研究支援セン
ター

安藤 昌彦

145 2016-0246

早期声門癌の短期通院治療によるS-1併用化学放射線療法に関する臨床的研究

Prospective Study of Concurrent Chemoradiotherapy with S-1 and hypofractionated
 radiotherapy for outpatients with early glottic squamous cell carcinomas 放射線科 伊藤 善之

146 2016-0262
胎児発育不全に対するタダラフィル母体経口投与の有効性・安全性に関する臨床試験
Efficacy and safety of the maternal Tadarafir treatment for fetal growth restriction 産科婦人科 津田 弘之

147 2016-0264

大腸内視鏡検査における腸管洗浄剤の分割投与(2日法)の検討

A randomized controlled study evaluating the efficacy and tolerance of morning-
only compared with split-dose reduced volume polyethylene glycol for afternoon
colonoscopy

先端医療・臨床研究支援セン
ター

安藤 昌彦

148 2016-0272

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌髄膜癌腫症におけるオシメルチニブ療法の多施設
共同単群第Ⅱ相試験
A multicenter, single arm phase Ⅱ study to examine efficacy and cerebrospinal

 fluid transitivity of Osimertinib 
in leptomeningeal carcinomatosis (LMC) patients　with non-small cell lung cancer
harboring EGFR mutation

先端医療・臨床研究支援セン
ター

安藤 昌彦

149 2016-0290

JCOG1315C 切除可能肝細胞癌に対する陽子線治療と外科的切除の非ランダム化同

時対照試験実施計画書 ver1.01
Non-randomized controlled study comparing proton beam therapy and hepatectomy
for resectable hepatocellular carcinoma

先端医療・臨床研究支援セン
ター

安藤 昌彦

150 2016-0306

胆道閉鎖症の臨床経過における脂肪酸プロファイルとエイコサノイドの変化およびその
補正の予後に与える影響についての研究
The difference of the profile of fatty acid and eicosanoid in clinical course and the
effect to the prognosis by collection of biliary atresia

小児外科 住田 亙

151 2016-0315

局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証す
ることを目的としたランダム化比較第III相試験

Phase III trial to evaluate the efficacy of neoadjuvant chemotherapy with　S-1 plus
oxaliplatin followed by D2 gastrectomy with　adjuvant S-1 in locally advanced
gastric cancer

消化器外科 小寺 泰弘

152 2016-0329

頭頸部癌患者の頸部リンパ節を対象とした造影超音波検査の有用性についての検索

The search of the usefulness of contrast-enhanced ultrasonography intended for
the cervical lymph nodes of head and neck cancer patients

耳鼻咽喉科 藤本 保志

153 2016-0346

妊娠高血圧症候群に対するタダラフィル母体経口投与の有効性・安全性に関する臨床
試験
Efficacy and safety of the maternal Tadarafir treatment for pregnancy induced
hypertension

産科婦人科 牛田 貴文

154 2016-0356

腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静脈・腹
腔内併用療法の臨床研究
Combination chemotherapy with S-1 plus intravenous and intraperitoneal
administration of paclitaxel for gastric cancer with peritoneal metastasis

消化器外科 小寺 泰弘

155 2016-0374

切迫性尿失禁を有する女性過活動膀胱患者に対するフェソテロジン、ミラベグロンの治
療効果比較試験
Comparison of fesoterodine and mirabegron in the treatment of female overactive
baldder patients with urgency incontinence: A randomized, prospective study
(Feminine study)

泌尿器科 松川 宜久

156 2016-0384

限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用治療期間短縮VDC-IE療法を

用いた集学的治療の第II相臨床試験

A Phase 2 Trial of Multimodal Treatment based on VDC-IE with Interval
Compressed Schedule by using G-CSF for Patients with Non-metastatic Ewing
Sarcoma Family Tumor

小児科 髙橋 義行
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157 2016-0393

未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関するラ
ンダム化比較第Ⅲ相試験（JCOG1411）
Phase III study of watchful waiting versus rituximab as first-line treatment in patients
with low tumor burden of advanced stage follicular lymphoma

血液内科 島田 和之

158 2016-0408

新生児黄疸における光線療法の照射強度についての前方視的多施設共同非劣性試験
A prospective multicenter non-inferiority randomized controlled trial of the irradiance
level of phototherapy for neonatal jaundice

総合周産期母子医療センター 佐藤 義朗

159 2016-0435

本邦における高用量スタチンを用いた心臓カテーテル検査後の造影剤腎症予防効果に
関する臨床研究
PREVENTion of Contrast-Induced Nephropathy after Cardiac catheterization by
high dose statin therapy in Japan(Prevent CINC-J study)

循環器内科 室原 豊明

160 2016-0446
せん妄患者と非せん妄患者での血漿中オレキシン濃度の差に関する研究
Serum orexin level in patients with delirium 地域連携・患者相談センター 中嶋宏貴 

161 2016-0447
拡張型心筋症に対するテイラーメイド方式心臓形状矯正ネットの臨床試験
Clinical study of tailor-made system RSHAPE-CORNET for dilated cardiomyopathy 心臓外科 碓氷 章彦

162 2016-0448
パワードプラ―カラースコア（PDCS)を用いた胎盤ポリープに対する待機的管理プロト
コールの前方視的検討
A prospective study for the expectant management of placental polyp

総合周産期母子医療センター 岩瀬 明

163 2016-0458
閉塞性黄疸患者に対する茵チン蒿湯の利胆作用と腸内環境の関連に関する研究
The investigation for the association between the choleretic effects of Inchinkoto
and intestinal microenvironment in patients with obstructive jaundice

腫瘍外科 梛野 正人

164 2016-0466

Borderline resectable膵癌に対するgemcitabine+nab-paclitaxel術前化学療法の生存
期間に対する有効性・安全性に関する多施設共同第Ⅱ相試験
Phase II study of neoadjuvant chemotherapy of gemcitabine+nab-paclitaxel therapy
 for patients with borderline resectable pancreatic cancer.

消化器外科 小寺 泰弘

165 2016-0488

Borderline resectable膵癌に対するFully Covered Metallic StentとTube Stentの臨床

成績に関する多施設共同無作為化比較試験(TOBIP-01/NUPAT-04 study)
A Multicenter Prospective Randomized Study of Fully Covered Metallic Stent

 versus Tube Stent in Patients with Borderline Resectable Pancreatic Carcinoma
 -Tokai Biliary Pancreatic Endoscopic Study Group Study 01(TOBIP-01)-

-Nagoya University Pancreatic Tumor Board trial 04（NUPAT-04）  -

光学医療診療部 廣岡 芳樹

166 2016-0489

再発または難治性の髄芽腫/PNET/ATRTに対するチオテパを用いた自家末梢血幹細
胞移植に関する研究
Autologous peripheral blood stem cell transplantation using Thiotepa, Carboplatin
and Etoposide conditioning in patients with relapsed or refractory Medulloblastoma,
Primitive neuroectodermal tumor (PNET) and Atypical teratoma and rhabdoid tumor
(ATRT)

小児科 髙橋 義行

167 2016-0501

球脊髄性筋萎縮症患者に対するメキシレチン塩酸塩経口摂取の有効性及び安全性を検
討する多施設共同ランダム化二重盲検クロスオーバー比較試験
Safety and efficacy of mexiletine hydrochloride in spinal and bulbar muscular
atrophy (SBMA) :a multicenter, randomised, double-blind, placebo-controlled trial

神経内科 勝野 雅央

168 2016-0521
腹膜転移を有する膵がんに対するS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内投与併用療法の

無作為化比較第III相多施設共同臨床試験
消化器外科 小寺 泰弘

169 2016-0524

RSウイルス性細気管支炎に対するプランルカストの有用性についての前方視的多施設
共同研究
A prospective study of the efficacy of pranlukast hydrate on respiratory syncytial
virus bronchiolitis

総合周産期母子医療センター 佐藤 義朗

170 2016-0525

多焦点型ファンビームコリメータによる201Tlと123Iを用いた心筋二核種同時収集法に関
する研究
Studies on simultaneous myocardial imaging with 123I and 201Tl dual
radionuclides using cardiac focusing collimator

医療技術学専攻医用量子科学 加藤 克彦

171 2016-0526
肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の安全性と有効性の検討

Safety and effectiveness of laparoscopic sleeve gastrectomy
消化器外科 小寺 泰弘

172 2016-0527

切除不能進行・再発大腸癌に対する二次治療としての   
FOLFIRI+ramucirumab療法の臨床第II相試験

A multicenter, single-arm, phase II study of FOLFIRI plus ramucirumab as a
second-line treatment for Japanese patients with metastatic colorectal cancer

消化器外科 中山 吾郎

173 2016-0528

パーキンソン病の幻視における瞳孔自律神経異常の関与の解明
Association between pupillary autonomic dysfunction and visual hallucination in

 Parkinson’s disease 神経内科 勝野 雅央

174 2016-0529
Alfacalcidolのクローン病に対する治療効果に関する研究

The study of effect of Alfacalcidol treatment on Crohn's disease
消化器内科 渡辺 修

175 2016-0530

肝門部領域胆管癌術前胆道ドレナージにおけるFully Covered Metallic Stentの忍容性

に関する前向き試験   (NABIS-02 study)

A Prospective Tolerability Study of Fully Covered Metallic Stent for Preoperative
 Biliary Drainage of Perihilar Cholangiocarcinoma 

-Nagoya Biliary Stent Study 02(NABIS-02)-

光学医療診療部 廣岡 芳樹

176 2016-0531
自転車運動時の筋酸素動態に関する研究
Skeletal muscle oxygenation during cycling 総合保健体育科学センター 石田 浩司

177 2016-0532

フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対する自家末梢血幹細胞移植に関
する臨床研究 (Auto-Ph17 study)
Autologous peripheral blood stem cell transplantation for Ph+ALL (Auto-Ph17
study)

先端医療・臨床研究支援セン
ター

西脇 聡史

178 2016-0545
タウイメージング剤18F-THK-5351の臨床応用に向けた基礎的研究

Basic research for the clinical application of 18F-THK-5351
医療技術学専攻医用量子科学 加藤 克彦
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179 2016-0548

JCOG1507：病理学的Stage II/IIIで“vulnerable”な80歳以上の高齢者胃癌に対する開

始量を減量したS-1術後補助化学療法に関するランダム化比較第III相試験

A phase III trial to confirm S-1 adjuvant chemotherapy for pathological stage II/III
vulnerable elderly gastric cancer patients who underwent gastric resection

消化器外科 小寺 泰弘

180 2017-0005

臨床病期I/II期非小細胞肺癌に対する選択的リンパ節郭清の治療的意義に関するランダ
ム化比較試験
A randomized phase  trial of lobe-specific vs. systematic nodal dissection for c-
stage I/II non-small cell lung cancer

呼吸器外科 横井 香平

181 2017-0045

腎門部に位置する cT1,cN0,cM0 腎腫瘍の患者を対象に da Vinci サージカルシステム
を用いた腎部分切除術の有効性を評価する多施設共同非盲検単群臨床研究
Robotic partial nephrectomy for cT1 cN0 cM0 renal hilar tumor: a multicenter
single-arm study

泌尿器科 後藤 百万

182 2017-0047
自己免疫性膵炎の診断におけるEUS-FNBの有用性に関する多施設共同研究

Multicenter study on the usefulness of EUS-FNB in the diagnosis of autoimmune
pancreatitis

光学医療診療部 廣岡 芳樹

183 2017-0048
甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの有効性及び安全性に関する第2相試験

Phase II study assessing the efficacy and safety of lenvatinib for anaplastic thyroid
cancer (HOPE)

化学療法部 安藤 雄一

184 2017-0049

切除不能進行・再発HER2陰性進行胃癌に対するドセタキセル＋シスプラチン＋カペシ

タビン（DCX）療法の第Ⅱ相試験

Phase II trial of docetaxel+cisplatin+capecitabine (DCX) therapy for unresectable or
recurrent HER2-negative gastric cancer

消化器内科 前田 修

185 2017-0061

小型末梢肺野病変診断に対する仮想気管支鏡を用いた超音波ガイド下生検：
ガイドシース法と非ガイドシース法の無作為化比較試験

Randomized study of endobronchial ultrasound (EBUS)-guided transbronchial
biopsy (TBB) with virtual bronchoscopic navigation (VBN) for the diagnosis of small
peripheral pulmonary lesions: guide sheath (GS) method vs. non-guide sheath
method (Non-GS)

呼吸器内科 岡地 祥太郎

186 2017-0067

α1遮断薬内服後も持続する過活動膀胱症状に対するミラベグロン、フェソテロジン追加
治療における効果比較試験
Comparison in the efficacy of the two add-on therapies with an anticholinergic agent
versus a β3-adrenoceptor agonist for patients with benign prostatic enlargement
complicated by overactive bladder after α1-blocker administration: A randomized,
prospective trial using a urodynamic study

泌尿器科 松川 宜久

187 2017-0068
NAFLD/NASHにおけるケストースの有用性について

Usefulness of kestose for the patients with NAFLD and NASH
光学医療診療部 廣岡 芳樹

188 2017-0069
大腸内視鏡における画像強調機能（Linked Color Imaging：LCI）の有用性に関する臨
床研究
The clinical study of the usefulness of Linked Color Imaging（LCI） in colonoscopy.

光学医療診療部 山村 健史

189 2017-0089
SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験 (PROTECT)
Prevention of atherosclerosis by SGLT2 inhibitor; multicenter, randomized
controlled study

循環器内科 室原 豊明

190 2017-0091

2型糖尿病患者を対象としたフラッシュグルコースモニタリングシステム（FGM）による糖
代謝改善についての検討
Study of the impact of the Flash Glucose Monitoring System（FGM） on
glycometabolism of type 2 diabetic patients

糖尿病・内分泌内科 有馬 寛

191 2017-0092

大型3型、4型または高度リンパ節転移を伴うHER2陰性胃癌に対する術前化学療法とし

てのドセタキセル＋シスプラチン＋カペシタビン併用療法（DCX療法）の安全性確認試験

A feasibility study of neoadjuvant chemotherapy with
docetaxel+cisplatin+capecitabine (DCX) for HER2-negative gastric cancer with
macroscopic type 4 and large type 3, or with multiple lymph node metastasis

消化器内科 前田 修

192 2017-0093

去勢抵抗性前立腺癌の骨転移に対する223Ra内用療法（ゾーフィゴ治療）における集積
評価と最適撮影条件の決定
Evaluation of the accumulation in 223Ra (Xofigo) therapy to patients with
castration-resistant prostate cancer having bone metastases and determination of a

 suitable methodology for planar and SPECT imagings with 223Ra

医療技術学専攻医用量子科学 加藤 克彦

193 2017-0096
難治性黄斑円孔に対する網膜移植術
Retinal transplantation for refractory macular hole 眼科 兼子 裕規

194 2017-0101

リンパ管奇形治療の際の病変可視化におけるインドシアニングリーン局所注射の有効性
に関する研究

The efficacy of local injection of indocyanine green for visualizing lymphatic
malformation

小児外科 田中 裕次郎

195 2017-0115

肝細胞がんに対するエピルビシンを用いた選択的肝動脈化学塞栓療法とバルーン遮断
下肝動脈化学塞栓療法の抗腫瘍効果に関するランダム化比較試験
A prospective randomized controlled trial of selective conventional TACE vs.
balloon occluded TACE with epirubicin for hepatocellular carcinoma

消化器内科 石上 雅敏

196 2017-0119
パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのジスキネジア発現に対する臨床研究
（介入研究）
(Onset of Dyskinesia and Safety/Efficacy of Istradefylline (ODYSSEI) study

神経内科 勝野 雅央

197 2017-0136

慢性前立腺炎を合併する前立腺肥大症患者に対するセルニチンポーレンエキス、タダラ
フィルの治療効果比較試験
Comparison of cernitin pollen extract and tadalafil in the treatment for benign
prostatic hyperplasia with chronic prostatitis: A randomized, prospective study

泌尿器科 松川 宜久

198 2017-0137

内視鏡手術のポート配置決定に際してバーチャルリアリティー（VR）シミュレーターを使
用することの有用性
Efficacy of using virtual reality (VR) simulator in determining port arrangement of
endoscopic surgery

小児外科 内田 広夫
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199 2017-0162

切除不能進行膵癌例におけるケストースによる栄養状態改善の評価

Improvement of nutritional condition of the patients with inoperable pancreatic
cancer by Kestose

光学医療診療部 廣岡 芳樹

200 2017-0164

JCOG1412：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

Randomized phase III trial to confirm survival effect of para-aortic
lymphadenectomy for patients with endometrial cancer (SEPAL-P3)

産科婦人科 吉川 史隆

201 2017-0186

３次元シネ位相コントラスト磁気共鳴画像法によるヒト血管血流動態解析に関する研究
Hemodynamic analysis of human vessels using three dimensional cine phase
contrast magnetic resonance imaging

新規低侵襲画像診断法基盤開
発研究寄附講座

竹原 康雄

202 2017-0188

膵頭十二指腸切除術施行膵癌患者における周術期メイン®およびリパクレオン®投与の
安全性と有用性に関する研究
A feasibility study of perioperative administration of immunoenhancing enteral
nutrients combined with pancrelipase in patients with pancreatoduodenectomy for
pancreatic cancer

消化器外科 小寺 泰弘

203 2017-0189

門脈接触切除可能膵癌に対する術前S-1併用放射線療法のランダム化第II相試験

Randomized phase II study of neoadjuvant chemoradiotherapy（S-1+radiation） for
resectable pancreatic cancer with portal vein abutment <180°

消化器外科 小寺 泰弘

204 2017-0190

切除不能進行および再発膵癌に対するゲムシタビン＋ナブパクリタキセル併用化学療
法におけるコウジン末（TJ-3020）支持療法ランダム化第II相試験

Randomized phase II study of TJ-3020 in patients with unresectable advanced or
recurrent pancreatic cancer receiving nab-Paclitaxel plus Gemcitabine

消化器外科 小寺 泰弘

205 2017-0195
炎症性腸疾患におけるケストースの有用性について
Usefulness of kestose for the patients with IBD 光学医療診療部 廣岡 芳樹


