
現在実施中の臨床研究（介入研究）

番号 研究番号 研究種類 診療科 研究責任者 課題名

1 08061-7 介入研究 脳神経外科学講座 平田　雅之 頭蓋内電極による神経機能再建法の開発

2 09045 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹
ステントグラフト手術後における瘤径縮小に対するリピトールの
効果試験

3 09062-4 介入研究 消化器外科 森　正樹
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に
関する多施設共同ランダム化並行群間比較試験(SURF-RCT)

4 09125-7 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎
切除可能膵癌における塩酸ゲムシタビン（GEM）＋ティーエスワ

ン（TS-1）併用術前化学放射線療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

5 09142-2 介入研究 消化器外科 森　正樹
肝胆膵領域の癌および大腸癌に関与するマイクロRNAの解

明と臨床的意義に関する検討

6 09181 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎
進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性
に関するランダム化II/III 相試験

7 09184-4 介入研究 高度救命救急センター 小倉 裕司 救急患者における乳酸菌製剤の投与効果に関する研究

8 09212-10 介入研究
連合小児発達学研究科子どものこころ

の分子統御機構研究センター
奥野裕子

発達障害の子どもをもつ保護者に対するペアレントトレーニング
(短縮型)：PTSSの有用性の検討～子どもの対応への自信、子
どもの行動、家族機能を指標として～

9 09257-2 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎
幽門側胃切時の迷走神経腹腔枝温存に関するランダム化比較
第二相試験

10 10005-3 介入研究 消化器外科 瀧口　修司
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

11 10050-3 介入研究 消化器外科 黒川　幸典
JCOG1001 深達度SS/SE の切除可能胃癌に対する網嚢切

除の意義に関するランダム化比較第III 相試験

12 10150-3 介入研究 消化器外科 山崎 誠
リンパ節転移を伴う進行食道癌に対する術前化学療法としての
FAPとDCF療法のランダム化比較試験

13 10174-9 介入研究 感覚機能形成学 不二門 尚 両眼波面センサーを用いた調節障害の解析

14 10189-4 介入研究 運動器バイオマテリアル学 菅本　一臣 四肢関節および脊椎、仙腸関節に対する3次元的動態解析

15 10226-3 介入研究 消化器外科 江口　英利
肝細胞癌治療における術前肝動脈塞栓化学療法（TACE）の有
用性の検討

16 10231(776)-3 介入研究 器官制御外科学 木村　正
妊娠に合併した初期浸潤子宮頸癌に対する治療のひとつとして
腹式広汎性子宮頸部摘出術を継続して行うことの是非について

17 10260 介入研究 小児外科 大植 孝治
ＩＤＲＦ（Image Defined Risk Factors）に基づく手術適応時期の
決定と，段階的に強度を高める化学療法による，神経芽腫中間
リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験

18 10278-3 介入研究 消化器内科 竹原　徹郎
JCOG1009/1010：未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘

膜下層剥離術の適応拡大に関する第II 相試験

19 10332-9 介入研究 機能診断科学 杉山治夫
急性骨髄性白血病の化学療法後寛解例に対するWT1ペプチド

免疫療法の第 II相臨床試験　多施設共同研究

20 10999 介入研究 内科 臨床　太郎 薬の有効性に関する多施設共同ランダム化比較試験

21 11003-3 介入研究 内分泌代謝内科 下村伊一郎
グルタミン酸カルボキシラーゼ(GAD)抗体陽性インスリン非依存
糖尿病患者に対するシタグリプチンの血糖コントロール改善効
果および糖尿病進行防止効果に関する研究

22 11014 介入研究 消化器外科 水島 恒和
大腸癌術後補助化学療法におけるUFT/LV療法の服用方法に

関する検討（分3投与 vs 分2投与）

23 11062(783-1)-2 介入研究 泌尿器科学 野々村　祝夫
去勢抵抗性再燃性前立腺癌を対象としたHVJ-E腫瘍内投与お
よび皮下投与の安全性及び有効性の評価のための臨床試験
（第I/II相臨床試験）

24 11077-2 介入研究 産婦人科 小林 栄仁 婦人科腫瘍に対するセンチネルリンパ節生検についての研究

25 11080-2 介入研究 消化器外科 森　正樹
末期肝不全における発癌に関与するマイクロRNAの解明と臨床
的意義に関する検討

26 11102-6 介入研究 消化器外科 水島恒和
KRAS野生型の直腸癌局所進行・再発症例に対するTS-

1/Oxaliplatin/Cetuximab/Radiation併用療法　第Ⅰ/Ⅱ相試験

27 11103-6 介入研究 消化器外科 水島恒和
KRAS変異型の直腸癌局所進行・再発症例に対するTS-

1/Oxaliplatin/Radiation併用療法　第Ⅰ/Ⅱ相試験

28 11105-4 介入研究 炎症性腸疾患治療学寄付講座 水島恒和
直腸癌手術における左結腸動脈温存の意義に関する検討

29 11115-2 介入研究 消化器外科 黒川　幸典

測定可能病変を有していない進行再発胃癌を対象としたS-

1+DTX療法とS-1+CDDP療法のランダム化第Ⅱ相試験

(HERBIS-3/OGSG1104)

30 11120-5 介入研究 呼吸器外科 新谷　康
肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する肺葉切除と縮小切除

（区域切除）の第III相試験

31 11123-5 介入研究 呼吸器内科 武田　吉人 慢性閉塞性肺疾患の血清中エクソソームの解析

32 11161-5 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
胃がん肝転移症例（同時性、異時性）に対する化学療法施行後
のsurgical intervention に関する第II相臨床試験

33 11170(791-1)-5 介入研究 保健学科 酒井規夫 ミトコンドリア病に対するピルビン酸ナトリウム療法

34 11173-4 介入研究 産学連携本部脳神経制御外科学 齋藤洋一
新規在宅用反復経頭蓋磁気刺激装置の開発：機器の基礎

データおよび安全性検討

35 11224-3 介入研究 消化器外科 水島 恒和

『StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法として

の日本人におけるXELOX療法の有効性・安全性の検討-Phase

Ⅱ試験-

36 11232 介入研究 適応生理学 大平充宣 ヒト下肢筋トレーニング処方の再検討

37 11234-6 介入研究 脳神経外科 中村　元
スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効

果に関する多施設ランダム化比較試験

38 11235-3 介入研究 消化器外科 水島 恒和
KRAS野生型の進行・再発大腸癌に対するSOX＋B-mab療

法とSOX＋C-mab療法の無作為化比較第Ⅱ相試験

39 11249-5 介入研究 産婦人科 木村　正

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセ

ル毎週点滴静注＋カルボプラチン3週毎点滴静注投与対パ

クリタキセル毎週点滴静注＋カルボプラチン3週毎腹腔内

投与のランダム化第II/III相試験

40 11264-5 介入研究 生体機能補完医学講座 伊藤壽記
担子菌培養抽出物AHCC (Active Hexose Correlated

Compound)によるがん化学療法の有害事象軽減効果に関する
ランダム化比較試験



現在実施中の臨床研究（介入研究）

番号 研究番号 研究種類 診療科 研究責任者 課題名

41 11270-7 介入研究 血液・腫瘍内科 金倉　譲

イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝学的完全寛解
(Complete Molecular Response; CMR)に到達している慢性期
慢性骨髄性白血病患者を対象として、ニロチニブ投与中止後の
安全性と有効性を検討―Stop Nilotinib trial≪NILSt trial≫―

42 11286-4 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
JCOG1104病理学的Stage II胃癌に対するS-1術後補助化学療

法の期間短縮の意義を検討するランダム化比較第III相試験

43 11293-7 介入研究 機能診断学 杉山　治夫 抗腫瘍関連免疫担当細胞の動態解析

44 11320-2 介入研究 消化器外科 黒川　幸典
4型／大型3型もしくはCY1／P1胃癌に対する術前DCS ip療法

の第Ⅰ/Ⅱ相試験

45 11333-4 介入研究 産科学婦人科学 馬淵誠士
局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる

補助化学療法のランダム化第III相比較試験

46 11336-9 介入研究 産科婦人科 上田　豊

子宮体がん 術後再発中・高リスク群に対する術後化学療法とし

てのTEC (Paclitaxel+Epirubicin+Carboplatin)療法、TAC

(Paclitaxel+ Doxorubicin+Carboplatin)療法、ddTC (Dose-

dense Paclitaxel+ Carboplatin)療法のランダム化第II相試験

GOGO-EM3 / Intergroup study

47 11341-7 介入研究 耳鼻咽喉科頭頸部外科 佐藤　崇 内耳造影ＭＲＩ検査による内リンパ水腫疾患の治療効果判定

48 11345-4 介入研究 消化器外科 江口　英利 硬性鏡型赤外線カメラを用いた腹腔内観察

49 11354-3 介入研究 小児科 橋井佳子
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療
の有効性に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験　MLL-10

50 12006-3 介入研究 消化器外科 水島恒和
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV 療法
の臨床的有用性に関する研究

51 12014-3 介入研究 消化器癌先進化学療法開発学 佐藤太郎
治癒切除不能・進行再発大腸癌における1次治療としての

ELOX(100mg/m2)+ベバシズマブ併用療法に関する有効性の
検討

52 12018-2 介入研究 消化器外科 水島 恒和
T1, T2下部直腸癌に対する補助療法併用縮小手術の評価　第
Ⅱ相臨床試験

53 12034-2 介入研究 消化器外科 水島 恒和
直腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのXELOX

療法の有効性確認試験《XELOX-RC》

54 12057-4 介入研究 血液・腫瘍内科 横田貴史
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

55 12064-8 介入研究 眼科 西田　健太郎
黄斑浮腫に対するベバシズマブ硝子体内注射の治療反応の

検討

56 12066-9 介入研究 眼科 西田　健太郎
眼内新生血管に対するベバシズマブ硝子体内注射の治療反応
の検討

57 12095-4 介入研究 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 佐藤　崇 回転椅子を用いた平衡機能、バランス機能の評価

58 12113 介入研究 核医学診療科 畑澤順
健康人におけるF-18 FBPA PETの体内分布の評価：18FBPA

と陽電子断層撮像・X線CT一体型装置（PET-CT）による研究

59 12114 介入研究 核医学診療科 畑澤順
F-18 FBPA PETによるホウ素中性子捕捉放射線治療（BNCT）
の適応評価

60 12120-2 介入研究 消化器外科 山本　浩文
臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対するS-1+MMCを同時併

用する根治的化学放射線療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

61 12125-3 介入研究 消化器外科 黒川幸典
HER2陽性・測定可能病変を有さない進行再発胃癌に対する

TS-1＋CDDP＋Trastuzumab（SPT）3週間サイクル 併用療法
第Ⅱ相試験

62 12142-2 介入研究 消化器外科 水島 恒和

StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法として

のmFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん
剤およびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化
第Ⅲ相比較臨床試験　JFMC47-1202-C3（ACHIEVE Trial）

63 12169-5 介入研究 外科学講座消化器外科学 森正樹
JCOG1007：　治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除
の意義に関するランダム化比較試験

64 12171-4 介入研究 消化器外科 江口英利
膵頭十二指腸切除後再建(膵胃吻合と膵空腸吻合)のランダム
化第Ⅱ相試験

65 12179(805-2)-6 介入研究 産科婦人科 木村　正
胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する
臨床試験

66 12186-5 介入研究 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 佐藤　崇
良性発作性頭位めまい症の診断に最も効果的な頭位・頭位変
換眼振検査法の開発

67 12188-4 介入研究 血液・腫瘍内科 柴山浩彦

チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝学的完全寛解
(Complete　Molecular Response; CMR)に到達している慢性
期慢性骨髄性白血病患者を対象としたダサチニブ投与中止後
の安全性と有効性を検討する臨床試験

68 12202 介入研究 産婦人科 木村　正
ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助
化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験

69 12207-11 介入研究 腎疾患統合医療学 濱野　高行 腎移植レシピエントに対するESAと天然型ビタミンD

70 12211-6 介入研究 眼科 福嶋　葉子
慢性型中心性漿液性脈絡網膜症に対する光線力学療法の有

効性の検討

71 12247-2 介入研究 消化器外科 永野浩昭

肝葉切除を伴う胆道癌切除例に対するGemcitabine(GEM)また

はS-1の術後補助化学療法の無作為化第II相比較試験

（KHBO1208試験）

72 12278-4 介入研究 消化器癌先進化学療法開発学寄附講座 工藤敏啓
局所進行直腸癌患者に対する術前化学療法としての
XELOXIRI療法の有効性・安全性の検討～Phase I II試験～

73 12291-2 介入研究 泌尿器科 今村　亮一
ABO血液型不適合および抗ドナー抗体陽性腎移植におけるリ

ツキシマブ（リツキサン®）による拒絶反応の予防および治療

74 12318(812-2)-9 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹 脱細胞化ヒト心臓弁の移植に関する安全性及び有効性の研究

75 12319-4 介入研究 外科学講座消化器外科学 森正樹
JCOG1107; 　治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除におけ
る腹腔鏡下手術の有用性に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

76 12334-3 介入研究 保健学専攻 酒井規夫
神経型ゴーシェ病に対するアンブロキソールを用いたシャ

ペロン療法

77 12343 介入研究 脳神経外科 香川尚己
初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第Ｉ

Ｉ相臨床試験

78 12344 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
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
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79 12369-3 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
核酸アナログ投与中のB型肝炎症例に対するペグインター

フェロン治療の有用性についての検討

80 12409-3 介入研究 眼科 松下賢治 防腐剤無添加緑内障点眼剤の安全性および効果判定

81 12416-4 介入研究 産婦人科 小林栄仁
安全性向上を目的とした婦人科手術における蛍光ナビゲー

ション手術についての研究

82 12417-4 介入研究 大阪大学医学部附属病院　消化器外科 江口　英利
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）

83 12435-6 介入研究 消化器外科 江口　英利
局所進行切除不能膵癌における塩酸ゲムシタビン＋S-1併

用化学放射線療法の臨床第Ⅱ相試験

84 12437 介入研究 小児外科 大植孝治

小児肝癌に対するJPLT3治療プロトコール臨床第II相試験

（初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施

設共同臨床第II相試験）

85 12444-3 介入研究 泌尿器科 野々村祝夫
ピラルビシン術直後単回膀胱内注入療法の再発予防効果検討
試験

86 12471(817-2)-4 介入研究 消化器外科 森　正樹
da Vinci Surgical Systemを用いたロボット支援手術に関す

る臨床研究

87 12481 介入研究 核医学診療科 畑澤順

健康人におけるジフェニルヒダントインの全身分布：11C-

diphenylhydantoinと陽電子断層撮像・X線CT一体型装置

（PET-CT）による研究

88 12482 介入研究 核医学診療科 畑澤順
健康人における塩酸ドネペジルの全身分布：陽電子断層撮

像・X線CT一体装置（PET-CT）による臨床試験

89 12487 介入研究 泌尿器科 野々村祝夫

有骨転移前立腺癌患者に対するデガレリクス酢酸塩単剤治

療の効果およびその再燃に対する抗アンドロゲン剤追加投

与に関する臨床試験

90 13016-3 介入研究 小児科 宮村能子
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

91 13039-4 介入研究 機能診断科学 杉山　治夫
III/IV期卵巣がん完全寛解例に対するWT1ペプチドワクチン

免疫療法の第Ⅱ相臨床試験

92 13062-4 介入研究 耳鼻咽喉・頭頸部外科 今井貴夫 自宅での眼球運動簡易記録

93 13071(819)-3 介入研究 神経内科学 高橋　正紀
疾患特異的iPS細胞を活用した疾患の病因・病態および治

療法開発に関する研究

94 13072-3 介入研究 血液・腫瘍内科学 前田　哲生
高齢者造血器腫瘍に対するフルダラビン・全身放射線照射

を前処置とした同種移植療法

95 13073-6 介入研究 機能診断科学 杉山　治夫
ＷＴ1ペプチドを用いた悪性腫瘍に対する

免疫療法の長期投与安全性試験

96 13075-4 介入研究 放射線治療科 大谷　啓祐
中リスク要素1つの前立腺癌に対する連結型シード線源を

用いた小線源治療　－多施設第I/II相試験－

97 13087-3 介入研究 消化器外科 江口英利

FDG-PET陽性リンパ節転移を伴う切除可能胆道癌に対す

る術前ゲムシタビン/シスプラチン/S-1併用術前化学療法

(GCS療法)のphaseII試験

98 13114-6 介入研究 消化器外科 宮崎　安弘
胃切除患者に対する積極的な栄養介入効果に関するランダ

ム化比較試験

99 13194-4 介入研究 消化器外科 山本浩文
進行・再発の結腸・直腸癌におけるパニツムマブ療法の皮

膚毒性に対する予防療法の検討

100 13195-2 介入研究 放射線医学講座 大須賀慶悟

体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用い

た内臓動脈瘤瘤内塞栓術の有効性と安全性の臨床評価：多

施設共同研究（ランダム化比較試験）

101 13211 介入研究 神経内科脳卒中科 望月秀樹 ジストニアの病態解析及び治療法に関する研究

102 13263-4 介入研究 器官制御外科学 岩宮正
KCOG-G1303進行・再発子宮体癌に対するDose dense

paclitaxel+carboplatin併用療法の臨床第II相試験

103 13285-7 介入研究 消化器内科 竹原　徹郎
C型慢性肝疾患に対するシメプレビル・ペグインターフェロン・リ
バビリン療法の治療効果ならびに安全性についての検討

104 13306-5 介入研究 腎疾患統合医療学寄附講座 濱野高行

高リン血症を呈する保存期慢性腎臓病患者の血管内皮機能お
よび冠動脈石灰化に対する影響を検討する炭酸ランタンと炭酸
カルシウムのオープンラベル・ランダム化比較試験（LAVALIER

試験）

105 13313-3 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
胃切除後の続発性骨粗鬆症に対する薬物治療の有用性に関

する前向き多施設ランダム化比較試験

106 13318-3 介入研究 内分泌・代謝内科 福井健司
インスリン治療中の2型糖尿病患者に対するリナグリプチンの効
果の検討

107 13328-6 介入研究 脳神経外科 貴島晴彦

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

108 13355(13117より移行)-7介入研究 消化器内科 飯島英樹
NBI 拡大内視鏡観察を用いた炎症性腸疾患におけるパイエ

ル板の形態学的変化と機能解析

109 13379-2 介入研究 腎臓内科 猪阪　善隆
透析療法中の骨粗鬆症患者を対象にしたテリボン®の薬物動態
および安全性の検討

110 13386-6 介入研究 癌免疫学共同研究講座（血液内科） 杉山治夫
ＷＴ1ペプチドワクチンによる抗腫瘍免疫応答の長期維持

の臨床試験

111 13409-5 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
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

112 13426(837TR)-12 介入研究
整形外科（健康スポーツ科学講座ス

ポーツ医学）
中田　研

欠損を有する半月板損傷に対するコラーゲン半月板補填材を
用いた治療法の安全性及び有効性の探索

113 13430(旧08077)-3 介入研究 神経内科 奥野龍禎
11C-酢酸を使用したpositron emission tomography (PET)の

多発性硬化症（MS）への応用

114 13492-3 介入研究 呼吸器外科 新谷　康
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

115 13503-3 介入研究 呼吸器外科 新谷　康
「JCOG1211：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」

116 13508-2 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
大動脈または気管浸潤を認める胸部食道癌に対する導入療法
のランダム化比較試験



現在実施中の臨床研究（介入研究）
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117 13538-2 介入研究 整形外科 吉川秀樹

JCOG1306：高悪性度非円形細胞肉腫に対するadriamycin(ア

ドリアマイシン), ifosfamide(イフォスファミド)による補助化学療

法とgemcitabine(ゲムシタビン),docetaxel(ドセタキセル)による

補助化学療法とのランダム化第II/III相試験

118 13544 介入研究 放射線治療科 吉岡　靖生
前立腺癌放射線治療後のPSA再発症例に対する局所的救済高

線量率小線源治療の多施設共同第Ⅰ/II相臨床試験

119 13546-8 介入研究 保健学専攻 梅下浩司 腹部外科手術におけるアスピリン継続投与研究

120 13553(840-1)-4 介入研究 放射線治療科 大谷　啓祐
低・中リスク前立腺癌に対するロボット追尾定位照射を用いた少
分割放射線治療　－第I/II相臨床試験－

121 13558(843) 介入研究 整形外科 岡　久仁洋 カスタムメイド手術ガイドを用いた3次元矯正手術の研究

122 14006-2 介入研究 呼吸器・免疫アレルギー内科学 熊ノ郷淳
播種性血管内凝固症候群（DIC）併発と判断される特発性間質

性肺炎の急性増悪に対するリコモジュリン®の有効性および安
全性に関する研究

123 14021-4 介入研究 血液・腫瘍内科 金倉　譲
初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対する
Bendamustine+Rituximab療法終了後のFDG-PET/CTを用い
た研究

124 14030-4 介入研究 脳神経外科 藤本康倫
高齢者膠芽腫に対するMGMTメチル化を指標とした個別化治療
多施設共同第Ⅱ相試験

125 14036-5 介入研究 感覚機能形成学教室 不二門尚 網膜視細胞の機能評価に関する研究

126 14061-5 介入研究 感覚機能形成学教室 不二門尚 網膜電図を用いた錐体比の測定

127 14070-8 介入研究 消化器外科 山本浩文
大腸がん患者の骨髄及び血中に存在する遊離癌細胞の培養と
性質の機能解析に関する研究

128 14071-4 介入研究 消化器外科 江口英利
肝胆膵領域悪性腫瘍に対する術後静脈血栓塞栓症予防に対す
るエノキサパリン投与の第Ⅱ相ランダム化比較試験

129 14082-2 介入研究 循環器内科 坂田　泰史
難治性大動脈炎症候群に対するトシリズマブ治療の安全性を検
討する長期継続臨床試験

130 14128-3 介入研究 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 佐藤　崇
良性発作性頭位めまい症に対する疲労現象検査時の頭位変換
とエプリー法の治療効果の非盲検ランダム化比較試験

131 14148-6 介入研究 消化器内科 竹原　徹郎
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナプ
レビル療法の治療効果ならびに安全性についての検討

132 14151-3 介入研究 小児科 窪田　拓生
小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療
法と抗甲状腺剤とコレステロール吸収阻害剤併用療法の多施
設共同非盲検ランダム化比較試験

133 14158-6 介入研究 小児科学 窪田拓生

小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候

群を対象としたリツキシマブ治療併用下でのミコフェノー

ル酸モフェチルの多施設共同二重盲検プラセボ対照ランダ

ム化比較試験（JSKDC07）

134 14173-3 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
切除可能進行食道癌に対する術前Docetaxel+CDDP+5FU併

用化学療法2 vs 3サイクルのランダム化II相試験

135 14178-6 介入研究 血液・腫瘍内科 金倉　譲

NY-ESO-1抗原を発現する成人T細胞性白血病/リンパ腫

(ATLL)に対するNY-ESO-1蛋白/Poly ICLCとモガムリズマブ

との併用療法に関する臨床研究（第Ⅰa/Ⅰb相）

136 14191-3 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎
病的肥満症に対する腹腔鏡下袖状胃切除術前後のグレリン産
生細胞についての前向き追跡研究

137 14210-5 介入研究 消化器外科 宮崎安弘
腹腔鏡下胃全摘術/噴門側胃切除術の食道空腸吻合における

Circular stapler法とLinear stapler法のランダム化第Ⅱ相比較
試験

138 14222-2 介入研究 小児科 橋井　佳子

小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)

に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第II 相臨床

試験ALL-Ph13

139 14224-2 介入研究 消化器内科 竹原　徹郎
食道表在癌(T1bN0M0stageⅠ)に対する化学放射線療法後の

S-1維持療法の有効性に関する第II相試験

140 14234-4 介入研究 脳神経外科 貴島晴彦
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

141 14236-6 介入研究 呼吸器外科 奥村明之進
非小細胞肺癌完全切除症例に対する周術期hANP投与の多施

設共同ランダム化第Ⅱ相比較試験（JANP study）

142 14263-2 介入研究 小児科 橋井　佳子
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床

研究 LCH-12

143 14277-6 介入研究 消化器外科 江口英利
尾側膵切除におけるPGAフェルトを用いた膵断端処理に関する
臨床試験（ネオベール単独貼付による膵瘻防止効果の検討）

144 14298-2 介入研究 放射線治療科 鈴木　修 腎細胞癌に対する定位放射線治療の第I/II相研究

145 14305-3 介入研究 核医学診療科 畑澤順
FDG-PET/CTの不明熱診断への応用―ガリウムSPECTとの

比較研究

146 14316-4 介入研究 消化器外科 江口英利
腎機能障害を有した膵癌症例に対する塩酸ゲムシタビン
（GEM）併用術前化学放射線療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

147 14330-14 介入研究 核医学診療科 畑澤順
炭素11標識メチオニンPET診断による放射線治療後の再発

の検出

148 14337-2 介入研究 産婦人科 小林栄仁
子宮頸癌Ⅰ期に対する腹腔鏡下広汎子宮頸部摘出術に関す

る臨床試験

149 14339-3 介入研究 消化器外科 黒川幸典
早期胃癌を対象としたICG蛍光観察法によるセンチネルリ

ンパ節生検のfeasibility study

150 14355 介入研究 泌尿器科 野々村　祝夫 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術

151 14363 介入研究 産科婦人科 小林　栄仁
子宮体癌I、II期に対する腹腔鏡下子宮体癌根治術（広汎子宮
全摘術や傍大動脈リンパ節郭清術を含む）に関する臨床試験

152 14372-5 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
潰瘍性大腸炎患者に対する二酸化炭素送気併用大腸内視鏡検
査の有用性に関するランダム化比較試験

153 14375-2 介入研究
大阪大学大学院医学系研究科放射線医

学講座
大須賀慶悟

Lip-TACE不応後の進行肝細胞癌を対象としたDrug-Eluting-

Beadを用いた肝動脈化学塞栓療法（DEB-TACE）の第Ⅱ相試
験

154 14377-8 介入研究 循環器内科 坂田泰史
“肺静脈隔離のみ”で洞調律維持ができる持続性心房細動症例
の同定
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155 14386-7 介入研究
内分泌・代謝内科（代謝血管学寄附講

座）
片上 直人

トホグリフロジンによる糖尿病大血管症の進展抑制効果の検討
Using TOfogliflozin for Possible better Intervention against

Atherosclerosis for Type 2 Diabetes Patients(UTOPIA study)

156 14391-3 介入研究 消化器外科 黒川幸典

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

157 14402 介入研究 泌尿器科 野々村祝夫
JCOG1019：High grade T1膀胱癌のsecond TUR後T0患者に

対するBCG膀胱内注入療法と無治療経過観察のランダム化第
Ⅲ相試験

158 14406-3 介入研究 循環器内科学 坂田泰史

心臓手術をおこなう心房細動／粗動を有する患者を対象と

した外科的左心耳閉鎖術に関する国際多施設共同ランダム

化盲検試験

159 14410-7 介入研究 脳神経外科 香川尚己

初発膠芽腫におけるギリアデル留置及び再発膠芽腫に対す

るギリアデル再留置の有効性と安全性を探索する臨床第II

相試験

160 14411-4 介入研究 癌免疫学共同研究講座 杉山　治夫
寛解導入療法により血液学的寛解となった急性骨髄性白血病
に対するWT1ペプチド免疫療法のPhase1臨床試験　多施設共
同研究

161 14417-3 介入研究 消化器外科 黒川幸典
cStage III胃癌に対する術前Docetaxel + Oxaliplatin + S-1

（DOS療法）の第Ⅱ相試験

162 14423-4 介入研究 循環器内科学 坂田泰史
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

163 14453 介入研究 呼吸器・免疫アレルギー内科 平野　亨
新規発症ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシ
マブ併用低用量グルココルチコイド対高用量グルココルチコイド
のオープンラベル、多施設共同、ランダム化非劣性試験

164 14454-4 介入研究 神経内科‥脳卒中科 望月秀樹

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(通称:J-PPMI;The Japan Parkinson’s Progression

Markers Initiative)

165 14456-4 介入研究 心臓血管外科 澤芳樹
重症心不全に対する植込型補助人工心臓装着術施行患者にお
ける第XⅢ因子投与時の止血効果に関する非盲検ランダム化
比較試験

166 14473-5 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
活動期潰瘍性大腸炎患者に対する5-アミノサリチル酸製剤

（ASA）内服増量時5-ASA坐剤併用の有無に関するランダム化
比較試験

167 14474-6 介入研究 脳神経外科 貴島晴彦
薬剤難治性本態性振戦に対するExAblate経頭蓋MRgFUS視
床破壊術の効果および安全性を評価する臨床試験

168 15005 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎

JCOG1213：消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌

癌(NEC)を対象としたエトポシド/シスプラチン(EP)療法とイリノテ

カン/シスプラチン(IP)療法のランダム化比較試験

169 15006 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎

JCOG1314：切除不能または再発食道癌に対するCF(シスプラ

チン＋5-FU)療法とbDCF(biweekly ドセタキセル+CF)療法のラ

ンダム化第III相比較試験

170 15023-5 介入研究 消化器外科 江口英利
膵癌症例の術後転移再発抑制を目指した慢性肝炎治療薬3-オ
キシゲルミルプロピオン酸重合体を用いた臨床試験（第Ⅰ相試
験）

171 15035-2 介入研究 脳神経外科 貴島晴彦 プロポフォールを使用した和田テストの実施

172 15082-4 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎
切除可能胃癌に対するda Vinci surgical system (DVSS)による
ロボット支援胃切除術の安全性，有効性，経済性に関する多施
設共同臨床試験

173 15087-10 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹
弓部大動脈疾患に対する分枝型ステントグラフト治療の有

用性・安全性に関する研究

174 15088-6 介入研究 心臓血管外科 澤芳樹
胸腹部大動脈疾患に対する開窓型/分枝型ステントグラフト治療
の有用性・安全性に関する研究

175 15094-8 介入研究 産婦人科 木村　正
子宮内膜症術後の再発抑制に対するディナゲストとルナベル配
合錠ULDの有効性と安全性に関するランダム化並行群間比較
試験

176 15099-7 介入研究 放射線治療科 大谷　啓祐
中・高リスク前立腺癌に対する高線量率組織内照射単独療法：
第II相臨床試験

177 15104-10 介入研究 脳神経外科 貴島晴彦 自家嗅粘膜移植による損傷脊髄機能の再生治療

178 15114 介入研究 消化器外科学 土岐　祐一郎
JCOG1409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

179 15125-3 介入研究 産科婦人科 木村正

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)

試験略称：プラチナ製剤抵抗性再発卵巣がんを対象にしたババ
シズマブ継続投与試験 （JGOG3023）

180 15199-3 介入研究 消化器外科 江口英利
肝腫瘍に対する開腹肝切除と腹腔鏡下肝切除の有効性に関

する前向き試験（無作為化比較試験）

181 15215-2 介入研究 消化器外科 森正樹
側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化学

療法の意義に関するランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験

182 15280-2 介入研究 小児外科 奥山宏臣
高リスク小児肝芽腫に対するDose-dense cisplatin療法と外科

療法の安全性を評価する多施設共同臨床試験（JPLT3-H）

183 15286-4 介入研究 消化器内科 竹原徹郎

胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血ハイリスク群におけるカリウ
ムイオン競合型酸分泌抑制剤の出血抑制効果(多施設共同前

向き研究)

184 15303-2 介入研究 循環器内科 坂田泰史
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―ランダム化非劣性試験―

185 15342-3 介入研究 消化器内科学 竹原徹郎
食道表在癌(臨床病期0/ⅠA)に対するDCF併用療法後の内視

鏡治療実施可能性試験

186 15357-4 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
B型慢性肝炎の治療における、テノホビルとPeg-IFNα2a併

用療法の有用性に関するパイロット試験

187 15364-4 介入研究 統合医療学寄附講座 大野智
頭頸部癌患者の放射線療法後の口腔乾燥症状に対する鍼治

療の効果の検討



現在実施中の臨床研究（介入研究）
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188 15443-3 介入研究 消化器外科学 江口英利
治癒切除困難な膵癌に対する術前化学療法として GEM/S-1 と

GEM/nab-PTX を比較するランダム化第Ⅱ相試験

189 15448-3 介入研究 消化器外科 / 寄附講座 水島恒和

既存の化学療法に不応または不耐の進行・再発結腸・直腸

癌における、慢性肝炎治療薬3-オキシゲルミルプロピオン

酸重合体の安全性と有用性についての臨床試験（第Ⅰ相試

験）

190 15449-4 介入研究 消化器外科 / 寄附講座 水島恒和

結腸・直腸癌根治的切除術後補助化学療法であるXELOX療

法に対する慢性肝炎治療薬3-オキシゲルミルプロピオン酸

重合体の併用の安全性と有効性についての臨床試験（第Ⅰ

相試験）

191 15457 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
食道癌術前化学療法時の有害事象対策 に関す る検討~予防

的抗生剤 vs経腸栄養剤+シンバイオティクス~

192 15469-3 介入研究 眼科学 西田幸二
「日本人患者に対するスクレラルレンズによる角膜形状不

整と重度のドライアイ治療の有効性評価」

193 15489-6 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎 進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除における安全性の検討

194 15505-4 介入研究 血液・腫瘍内科学 金倉　譲

ビンクリスチン投与による末梢神経障害(Chemotherapy-

induced peripheral neuropathy: CIPN)に対するラフチジンの

予防・軽減効果, 安全性の検討

195 15506-2 介入研究 血液・腫瘍内科学 金倉　譲
ボルテゾミブによる末梢神経障害(Chemotherapy-induced

peripheral neuropathy: CIPN)に対するラフチジンの予防・軽減
効果、安全性の検討

196 15507-6 介入研究 呼吸器・免疫内科学 西田　純幸
外科的切除不能肺癌に対するCpG-ODN(K3)を用いた維持

免疫療法第I相臨床試験

197 15540-7 介入研究 核医学診療科 畑澤順
《先進医療：炭素11標識メチオニンによるPET診断》－神

経膠腫を疑われた患者における有用性－

198 15541-3 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの探索 - Adalimumab治

療におけるLRGの有用性の検討

199 15554-11 介入研究 循環器内科 平野賢一

原発性中性脂肪蓄積心筋血管症 (TGCV) 及び骨格筋ミオパ

チーを伴う中性脂質蓄積症 (NLSD-M) に対する中鎖脂肪酸カ

プセル（CNT-02）の安全性及び　臨床効果に関する臨床試験

200 15556-4 介入研究 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 端山昌樹
感冒後嗅覚障害に対する当帰芍薬散とメコバラミンによる治療
効果の比較検討

201 15561-4 介入研究 消化器内科 竹原　徹郎
無症候性自己免疫性膵炎に対する少量ステロイド投与の膵

機能面から見た有用性の検討

202 15568-7 介入研究 産婦人科 小林栄仁
腹腔鏡下卵巣癌・卵管癌・腹膜癌根治術に関する臨床試験

203 15591-2 介入研究 老年・総合内科学 杉本　研
高齢糖尿病患者に対する食後高血糖改善がフレイル・サル

コペニアの進展に及ぼす影響の多面的検討

204 15604-4 介入研究 血液・腫瘍内科/ 機能診断科学講座 尾路　祐介
3種混合WT1ペプチドワクチン免疫療法（WT1 Trio）によ

る抗腫瘍免疫応答の長期維持の臨床試験

205 15605-4 介入研究 血液・腫瘍内科/ 機能診断科学講座 尾路　祐介
希少悪性腫瘍に対する3種混合ＷＴ1ペプチド

ワクチン免疫療法(WT1 Trio)の臨床試験

206 15607-8 介入研究
大阪大学大学院医学系研究科生体統御

医学講座麻酔集中治療医学教室
植松弘進

超音波ガイド下伏在神経パルス高周波療法の変形性膝関節症
に伴う難治性膝痛に対する有効性に関する二重盲検プラセボ対
照比較試験

207 16006-3 介入研究 消化器内科 竹原徹郎

抗凝固剤内服患者における出血高危険度内視鏡処置時の非ビ
タミンK阻害経口抗凝固剤によるヘパリン置換を併用しない周術

期管理の有用性(前向き介入単群試験)

208 16008-3 介入研究 重粒子線治療学講座 鈴木修

臨床病期 IA 期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診

断された 3 cm 以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否

例）に対する 体幹部定位放射線治療のランダム化比較試験

209 16025-2 介入研究 小児科 青天目　信 先天性GPI欠損症に対する新規補充療法の治療効果の検討

210 16026-5 介入研究 医学系研究科小児科 谷池　雅子
子どものコミュニケーションと運動の巧緻性に対する反復経頭蓋
磁気刺激の効果

211 16041-7 介入研究 消化器外科 黒川　幸典
胃癌術前ステロイド投与の有効性と安全性を検証するランダム
化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験

212 16062 介入研究 放射線診断・IVR科 大須賀慶悟
大型肝細胞癌に対する球状塞栓物質を用いた肝動脈塞栓術　
多施設共同　第Ⅱ相試験

213 16075-4 介入研究 消化器外科 坂井大介
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋

Irinotecan併用療法のオープンラベルランダム化第III相試験

214 16078 介入研究 放射線診断・IVR科 大須賀慶悟
治療抵抗性の肝転移に対する球状塞栓物質を用いた肝動脈塞
栓療法：多施設共同第Ⅱ相試験

215 16079-3 介入研究 脳神経外科 中村　元

ステント支援脳動脈瘤治療における二剤抗血小板薬投与の効
果と安全性に関する多施設共同ランダム化比較試験(DAPTS

ACE)

216 16092-4 介入研究 小児科 谷池雅子
炎症マーカー[11C]-DPA713を用いた陽電子断層撮像・X線CT

一体型装置（PET-CT）による局在関連性てんかんの局在診断
と病態解明

217 16099 介入研究 放射線医学講座 大須賀慶悟

肝細胞がんに対する選択的エピルビシン含浸ビーズの肝動脈
化学塞栓療法と選択的エピルビシン/リピオドール/ゼラチン塞栓
剤の肝動脈化学塞栓療法の局所治癒割合に関するランダム化
比較試験

218 16112-24 介入研究 腎臓内科 猪阪善隆

慢性維持透析患者における冠動脈石灰化に及ぼすスクロオキ
シ水酸化鉄と炭酸ランタンとの無作為化群間比較試験 

Evaluation for new Phosphate Iron-based binder , Sucroferric

Oxyhydroxide in Dialysis patient for E.B.M （ＥＰＩＳＯＤＥ）

219 16117-3 介入研究 脳神経外科学 貴島晴彦
再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次
併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化
第III相試験

220 16124-3 介入研究 老年・総合内科学 杉本　研
高齢癌術後予後増悪因子であるフレイルへの術前介入の有用
性の検討（ランダム化比較試験）

221 16147-6 介入研究 癌ワクチン療法学寄付講座 坪井　昭博
初発膠芽腫に対するテモゾロミド併用3種混合ＷＴ１ペプチドワク

チン療法　第II相試験
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222 16178-4 介入研究 感覚機能形成学 不二門　尚
遺伝性網膜変性疾患及び重症角膜疾患に対する経角膜電気刺
激を用いた残存網膜内層機能の評価

223 16181 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹
冠動脈バイパス術における内視鏡手術支援ロボット(da Vinci Si

Surgical System)を用いた内胸動脈剥離に関する臨床研究

224 16187-2 介入研究 循環器内科学講座 坂田泰史
SGLT2*阻害薬（イプラグリフロジン,Ipragliflozin；スーグラ®）の
脂質代謝および糖代謝に対する影響に関する研究

225 16200-2 介入研究 消化器外科 江口英利
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

226 16249-2 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹
自己心膜製ステントレス僧帽弁置換術の安全性と効果に関する
研究

227 16256-3 介入研究 腎疾患統合医療学寄附講座 濱野高行
血液透析患者の閉塞性動脈硬化症に対する酸化マグネシウム
製剤の効果-非盲検ランダム化比較試験

228 16266-2 介入研究 産科学婦人科学教室 木村　正
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

229 16295-2 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
早期胃癌の深達度診断における超音波内視鏡（EUS）の有用性
についての多施設共同前向き研究

230 16309-3 介入研究 脳神経機能再生学 齋藤洋一
難治性疼痛に対する非侵襲的脳刺激法の最適刺激条件の探索
および長期刺激の安全性評価

231 16316-3 介入研究 大阪大学消化器外科 江口　英利
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

232 16331-6 介入研究 心臓血管外科 澤 芳樹
耳介後部コネクターを用いた植込み型補助人工心臓の安全性
に関する研究（患者申出療養制度）

233 16365-3 介入研究 血液・腫瘍内科 柴山浩彦
高齢の初発慢性期慢性骨髄性白血病患者に対する超低用量ダ
サチニブ療法の有効性と安全性を検討する多施設共同第II相臨
床試験

234 16379 介入研究 消化器外科 高橋　秀和
大腸癌を対象としたICG蛍光観察法によるセンチネルリンパ節

生検のfeasibility study

235 16395-4 介入研究 小児科 別所一彦
進行性家族性肝内胆汁うっ滞症１型に対するフェニル酪酸ナトリ
ウムの有効性と安全性に関する探索的研究

236 16399-11 介入研究 老年・総合内科学 楽木宏実
慢性心不全合併糖尿病患者における心機能に及ぼすイプラグ
リフロジンL-プロリンの影響に関する無作為化群間比較試験

237 16405-2 介入研究 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 猪原秀典
再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するmodified PFE療法と

modified TPEx療法を比較するランダム化第Ⅱ相多施設共同試
験

238 16433 介入研究 循環器内科 坂田泰史
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象とし
たアジルサルタンの左室拡張機能改善効果の探索的検討

239 16434 介入研究 大阪大学大学院消化器外科 山﨑　誠

シスプラチンを含む高度催吐性化学療法による化学療法誘発
性悪心・嘔吐の予防に対する標準制吐療法＋オランザピン5㎎

の有用性を検証するプラセボ対照二重盲検ランダム化第III相比

較試験　J-SUPPORT1604(NCCH1604)

240 16470-4 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹
腹部大動脈瘤に対する瘤内シーリング型新規ステントグラフト治
療の有用性（TypeⅡエンドリーク回避）に関する研究

241 16502-2 介入研究 消化器外科 土岐　祐一郎
高齢者胃癌患者の周術期管理におけるグレリン投与の臨床効
果に関するランダム化第Ⅱ相臨床試験

242 16508-5 介入研究 内分泌・代謝内科 小澤 純二
無自覚低血糖合併１型糖尿病症例に対する高用量ビタミンB12

投与効果についての検討

243 16511-2 介入研究 神経内科・脳卒中科 坂口　学

非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例
の二次予防における最適な抗血栓療法に関する多施設共同ラ
ンダム化比較試験
Optimal Antithrombotic Therapy in Ischemic Stroke Patients

with Non-Valvular Atrial Fibrillation and Atherothrombosis

(ATIS-NVAF)

244 16527-3 介入研究 消化器外科 江口　英利
腹腔鏡下肝切除術における予防的ドレーン留置に関する前向き
試験（ランダム化比較試験）

245 16536-6 介入研究 血液・腫瘍内科 金倉　譲
移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド－デキ
サメタゾン（Rd）療法に効果不十分の症例に対しボルテゾミブを
追加するレスポンスガイドセラピーの有用性と安全性

246 16538-5 介入研究 消化器外科 山崎誠
抑肝散を用いた高齢者消化器癌術後のせん妄対策に関する研
究

247 16561-2 介入研究 放射線治療科 礒橋　文明

子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射線治療
(IMRT)を用いた術後同時化学放射線療法の多施設共同非ラン

ダム化検証的試験 (JCOG1402、PoPCC IMRT-CCRT)

248 17016 介入研究 消化器外科 土岐祐一郎
食道癌根治術における胸管合併切除vs胸管温存ランダム化比
較試験

249 17036-2 介入研究 産科婦人科 木村正
術前の貧血および不定愁訴に対する漢方治療の有用性の研究
～人参養栄湯の比較対照試験～

250 17040-3 介入研究 脳神経機能再生学 齋藤洋一
アルツハイマー型認知症に対する反復性経頭蓋磁気刺激療法
の有効性および安全性評価

251 17055 介入研究 未来医療開発部 山田知美
未治療CD5 陽性びまん性大細胞型B 細胞リンパ腫に対する

Dose-adjusted EPOCH-R/HD-MTX 療法の第II 相試験

252 17075-5 介入研究 心臓血管外科 澤　芳樹
僧帽弁閉鎖不全症に対する内視鏡手術支援ロボット（da Vinci

Surgical System)を用いた僧帽弁形成術の安全性と効果に関
する研究

253 17113 介入研究 消化器外科 江口英利
病理学的リンパ節転移を認める進行胆道癌に対する
GEM/Cisplatin/nab-PTX療法の第I/II相試験

254 17122 介入研究 小児科 酒井佐枝子
発達障害児へのトラウマフォーカスト認知行動療法（TF-CBT）
に関する研究

255 17126-2 介入研究 乳腺内分泌外科 三宅　智博
超音波造影剤（ソナゾイド®）を用いたフックワイヤーガイド下乳
癌センチネルリンパ節生検の有効性と安全性に関する研究

256 17127-3 介入研究 医薬分子イメージング学寄附講座 下瀬川恵久
神経障害性疼痛におけるTSPO-PET診断の有用性および関連
血液バイオマーカーの検証

257 17135-3 介入研究 呼吸器・免疫内科学 木田博
在宅酸素療法を必要とする安定期COPD患者における長期高
流量鼻カニュラ酸素療法に対する有効性及び安全性に関する
検討：多施設前向きランダム化比較試験



現在実施中の臨床研究（介入研究）
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258 17157 介入研究 血液・腫瘍内科 柴山　浩彦
未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療
法、自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全
性を確認する第Ⅱ相臨床試験

259 17192 介入研究 消化器内科 竹原徹郎
腸管狭窄合併クローン病患者に対する内視鏡的バルーン拡張
術後ブデゾニド内服の安全性および有効性の検討

260 17193 介入研究 消化器内科 竹原　徹郎
CMV感染合併潰瘍性大腸炎を対象とした定量的PCR法に基づ
く抗ウイルス療法の適応選択と有効性に関する臨床試験

261 17195-2 介入研究 機能診断科学 尾路　祐介
慢性骨髄増殖性疾患に対する3種混合ＷＴ1ペプチドワクチン免

疫療法WT1 Trioの臨床試験

262 17204-2 介入研究 消化器外科 松田　宙

補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用
療法に不応となった再発結腸・直腸がんにおける
FOLFIRI+Ramucirumab併用療法の第Ⅱ相試験

(RAINCLOUD)

263 17222(TS17222) 介入研究 歯学研究科 谷川　千尋
コンピューターおよび三次元プリンターを用いた外科的矯正治療
支援システムの構築とその有用性の確認

264 17243 介入研究 呼吸器外科 奥村　明之進
局所進行胸腺癌に対するS-1とシスプラチンによる
化学放射線同時併用療法の第Ⅱ相試験

265 17244 介入研究 乳腺内分泌外科 金　昇晋
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法
ランダム化比較第Ⅲ相試験

266 17250 介入研究 老年・高血圧内科 杉本　研
高齢糖尿病患者に対する食後高血糖改善がフレイル・サルコペ
ニアの進展に及ぼす影響の多面的検討

267 17262-3 介入研究 核医学診療科 畑澤順
F-18 FBPA PETによるホウ素中性子捕捉放射線治療（BNCT）
の適応評価

268 17267 介入研究 消化器外科 江口　英利

浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術における
mesenteric approach vs. conventional approachの無作為化

比較第III相試験

269 17303-2 介入研究 眼科 丸山和一
季節性アレルギー性結膜炎を対象とした抗アレルギー点眼液の
初期療法におけるケミカルメディエーターの涙液中濃度・結膜上
皮受容体発現に及ぼす影響－オープンラベル比較試験－

270 17307 介入研究 糖尿病・内分泌・代謝内科 松岡孝昭
2型糖尿病患者におけるカナグリフロジンの膵β細胞機能に及ぼ

す影響の検討（CANDI-β STUDY）

271 17319 介入研究 消化器外科 黒川幸典
進行胃癌に対する術前化学療法後の腹腔鏡下胃切除術におけ
る安全性の検討

272 17320-2 介入研究 放射線科 本多修 胸膜癒着に対する呼吸ダイナミックCTによる診断能の検討

273 17322 介入研究 循環器内科学 坂田泰史
左室収縮性が保持された心不全合併高齢2型糖尿病患者にお

けるSGLT2阻害薬カナグリフロジンの有効性・安全性に及ぼす
影響

274 17350 介入研究 消化器内科学 竹原　徹郎

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における22G Franseen針と

20G 側溝付き針による自己免疫性膵炎の病理組織学的検討-

多施設共同前向き無作為化比較試験- COMPAS study

275 17392 介入研究 消化器内科学 竹原 徹郎
Genotype1型C型肝炎ウイルス感染に伴う非代償性肝硬変患
者に対するレジパスビル・ソホスブビル療法の治療効果ならび
に安全性についての検討

276 17416 介入研究 呼吸器外科 新谷康
N2-3A/3B期非小細胞肺癌に対する術前化学療法，根治切除，
および術後放射線治療による集学的治療の忍容性試験

277 17417-2 介入研究 産婦人科 馬淵誠士
ダビンチサージカルシステムによる子宮頸部悪性腫瘍手術の臨
床研究

278 17445 介入研究 消化器外科 畑　泰司

標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大腸癌に対
するTFTD（ロンサーフ®）+Bevacizumab併用療法のRAS遺伝

子変異有無別の有効性と安全性を確認する第II相試験

279 17460 介入研究 消化器外科 松田　宙

オキサリプラチン・ベバシズマブによる病勢コントロールが得ら
れた進行再発結腸・直腸癌に対するTAS-102+Bevによる計画

的維持投与(Switch Maintenance Therapy)の有効性と安全性

に関する検討;　多施設共同第II相試験Switch Maintenance

Study

280 17487 介入研究 呼吸器外科 新谷康
特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期ピル
フェニドン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相試験
『P III－PEOPLE study』（NEJ034）

281 17501-2 介入研究 消化器外科 江口　英利
左葉系肝切除後の胃内容排泄遅延に対する癒着防止材(セプラ

フィルム)の有用性に関する検討


