■実施中の研究
研究課題番号
2018-12-02

研究課題名

診療科/所属
内科
（呼吸器）

肺骨化症症例に関する全国疫学調査（二次調査）
疫学調査「血液疾患登録」

内科
（血液）

PCR法による多発性骨髄腫の骨髄MRD測定法の妥当性の検討についての臨床研究

内科
（血液）

イマチニブまたはニロチニブ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ニロチニブ投与中止後の安全性と有効性を検
討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験

内科
（血液）

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観察研究

内科
（血液）

2015-08-02

レナリドミドによる維持療法施行中の多発性骨髄腫症例における免疫応答の動態の検討

内科
（血液）

2015-12-08

再発性多発性骨髄腫におけるポマリドミド・デキサメタゾン併用療法に関する多施設共同観察研究

内科
（血液）

2016-05-05

髄液を用いたB細胞性非ホジキンリンパ腫の中枢神経再発予測因子の検討-

内科
（血液）

2016-05-04

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

内科
（血液）

2016-05-06

骨髄不全患者におけるPNH型血球割合PNH関連の臨床症状を経時的にみる観察研究
（SUPREMACY）

内科
（血液）

2016-05-03

低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチン アルファに対する反応性に関する解析-W-JHS
MDS01-

内科
（血液）

2017-02-01

日本における骨髄増殖性腫瘍の予後に関する大規模多施設前向き観察研究

内科
（血液）

2017-03-07

後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査

内科
（血液）

2017-06-04

多発性骨髄腫および骨髄増殖性腫瘍、骨髄異形成症候群の進行に伴う病態の解明

内科
（血液）

2017-06-03

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-W-JHS MM01-

内科
（血液）

2017-06-05

血液疾患患者生体試料の保存

内科
（血液）

2017-06-09

既治療多発性骨髄腫の病勢がレナリドミドによる治療効果に及ぼす影響についての研究

内科
（血液）

2017-09-03

血液凝固異常症全国調査

内科
（血液）

2017-10-01

JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML症例に対して施行された治療方
法と併存症が5年生存率に及ぼす影響を検討する観察研究（前向き臨床観察研究）

内科
（血液）

2018-01-02

救援療法後再発・再燃濾胞性リンパ腫の予後に関する後方視的研究

内科
（血液）

2018-01-06

末梢性T細胞リンパ腫に関する後方視的解析

内科
（血液）

2018-01-08

縦隔原発大細胞型B細胞性リンパ腫に対する初発時および再発時の治療内容の実態調査

内科
（血液）

2018-03-03

高齢者DLBCLに対するCHOP-like regimenの治療強度：CGAを用いての後方視的検討

内科
（血液）

2018-11-05

血液疾患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観察研究

内科
（血液）

日本ネフローゼ症候群コホート研究 原発性ネフローゼ症候群の発症率、予後に関する観察研究

内科
（血液）

標準化腎生検組織評価方法の確立

内科
（腎臓）

2018-11-06

添付資料 実施中の臨床研究一覧（令和２年３月３１日現在）.xls

研究課題番号

研究課題名

診療科/所属

2017-07-02

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)

神経内科

2017-05-01

パーキンソン病に関連する認知機能障害における前向き多施設共同コホート研究

神経内科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

C型慢性肝炎患者に対する抗ウイルス療法における宿主遺伝子多型の関与の研究

消化器内科
（肝胆膵）

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

消化器内科
（肝胆膵）

2015-10-03

Genotype1型C型慢性肝疾患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
ついての研究

消化器内科
（肝胆膵）

2015-10-04

Genotype2型C型慢性肝疾患に対するソホスブビル・リバビリン療法の治療効果ならびに安全性につ
いての研究

消化器内科
（肝胆膵）

2015-12-09

GenotypeⅠ型C型慢性肝疾患に対するパリタプレビル・オムビタスビル療法の治療効果ならびに安全
性についての検討

消化器内科
（肝胆膵）

2017-02-02

経皮的肝嚢胞エタノール焼灼療法の有効性と治療効果予測に関する検討

消化器内科
（肝胆膵）

2015-07-06

消化器内視鏡に関連した偶発症及び治療成績の後ろ向き調査（上部内視鏡、下部内視鏡、胆膵内視
鏡、関連治療手技、その他、前処置や鎮静など）

消化器内科
（消化管）

2015-10-06

切除不能進行・再発胃癌に対する治療の実態及び予後調査

消化器内科
（消化管）

2016-02-11

Endoscopic pancreatic stent for prophylaxis in patients at high-risk of post-ERCP pancreatitis: A
matched propensity analysis
（膵管ステントの内視鏡的逆行性胆管膵管造影後膵炎に対する予防効果の検討 ～傾向スコアマッ
チングによる分析～）

消化器内科
（消化管）

2017-02-05

ボノプラザンによる除菌治療成績と問題点 ～傾向スコアマッチングによる従来型PPIパック製剤との
比較

消化器内科
（消化管）

2017-02-08

非切除高齢者胃癌患者における予後と治療方針の比較検討

消化器内科
（消化管）

2016-11-03

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

消化器内科
（消化管）

2017-12-12

切除不能進行・再発高齢者胃癌における筋肉量からみたサルコペニア有病率と予後への検討

消化器内科
（消化管）

2018-01-07

10㎜ 以下の十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対する Cold Snare Polypectomy の有効性および安
全性に関する非ランダム化検証的試験

消化器内科
（消化管）

2018-04-04

早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後出血リスクスコアリングシステムの開発に関する研究

消化器内科
（消化管）

2018-04-05

食道腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療後経過に関する多施設共同後ろ向き研
究

消化器内科
（消化管）

2018-06-06

当院における切除不能・再発進行胃癌患者の予後に及ぼす影響

消化器内科
（消化管）

2018-07-01

潰瘍性大腸炎における高用量5-ASA製剤での寛解導入予後因子の検討

消化器内科
（消化管）

2018-10-03

Sessil serrated polyp(SSP)内視鏡摘除後の局所遺残（多施設共同前向き研究）

消化器内科
（消化管）

2019-01-04

早期胃癌内視鏡治療後の異時性多発癌に対するヘリコバクター・ピロリ除菌の長期的発癌抑制効果
に関する他施設共同後ろ向きコホート研究

消化器内科
（消化管）

2019-02-01

切除不能進行胃癌患者における診断時サルコペニアが治療合併症および予後へ及ぼす影響

消化器内科
（消化管）

2019-02-03

当院における免疫チェックポイント阻害剤の有害事象および副作用マネジメントの調査

消化器内科
（消化管）

添付資料 実施中の臨床研究一覧（令和２年３月３１日現在）.xls

研究課題番号

研究課題名

診療科/所属

2015-12-05

レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究

循環器内科

2016-03-02

動脈硬化病変の量的・質的評価と血液中の液性因子との関係を調査する研究

循環器内科

2016-04-02

左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設共同前向き観察研究

循環器内科

2017-07-01

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究
All Nippon AF In Elderly Registry －ANAFIE Registry－

循環器内科

2018-11-07

ステント血栓症発症後の長期予後に関する検討

循環器内科

2018-12-03

左室収縮能が保たれた心不全に関するゲノム解析技術を用いた病態解明研究

循環器内科

2018-12-04

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

循環器内科

2017-01-02

抗がん治療中のせん妄の発症と重症化の予防に対する通常ケアと多職種せん妄初期対応プログラ
ムとの多施設クラスターランダム化比較試験

精神科
看護部

日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視
的研究

小児科

小児固形腫瘍観察研究

小児科

小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB化学療法の安全性と有効性の評価を
目的とした多施設共同臨床試験

小児科

胃癌肝転移症例（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

外科
（上部消化管）

胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫瘍マーカーとしての有用性の検討

外科
（上部消化管）

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

外科
（上部消化管）

ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究 (STAR ReGISTry)

外科
（上部消化管）

StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後予測因子および副作用発現の危
険因子についての探索的研究（JACCRO GC-07AR）

外科
（上部消化管）

食道癌に対するS-1治療の有効性・安全性を評価する臨床第Ⅱ相試験

外科
（上部消化管）
消化器内科

OGSG1402 大型3型/4型胃癌に対する術前TS-1+CDDP+DTX併用療法による第Ⅱ相臨床試験

外科
（上部消化管）

2015-04-01

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

外科
（上部消化管）

2015-05-01

JCOG1401 臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔鏡下噴門側胃切除術の安全
性に関する非ランダム化検証的試験

外科
（上部消化管）

2015-05-03

JCOG1301 高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃癌に対する術前trastuzumab（トラスツズマブ）併
用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

外科
（上部消化管）

2015-06-01

JCOG－バイオバンク・ジャパン（BBJ)連携バイオバンク（JCOG1301）

外科
（上部消化管）

2015-10-12

JCOG1213 試験登録患者におけるJCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの試料（組織・
血液）の提供と将来の利用について

外科
（上部消化管）

2016-01-01

胃切除症例におけるピロリ菌感染率及び自然除菌率の前向き研究

外科
（上部消化管）

2016-04-05

cSS/SE N1_3 M0胃癌に対するperi CapOxの有効性確認試験-第Ⅱ相試験-（OGSG1601)

外科
（上部消化管）

2016-07-03

添付資料 実施中の臨床研究一覧（令和２年３月３１日現在）.xls

研究課題番号

研究課題名

診療科/所属

2016-09-03

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(JCOG1509）

外科
（上部消化管）

2016-11-02

cStageⅢ胃癌に対する術前Docetaxel+Oxaliplatiｎ＋S-1（DOS療法）の第Ⅱ相試験

外科
（上部消化管）

2017-01-05

Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab+Irunitecan併用療法のインターグループランダム
化第Ⅲ相試験（RINDBeRG試験)

外科
（上部消化管）

2016-09-04

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＜
TCOGGI-1601＞

外科
（上部消化管）

2017-04-05

深達度SS/SE 胃癌患者における遺伝子変異の臨床的有用性を評価する大規模バイオマーカー研究
(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」の附随研究)

外科
（上部消化管）

2017-01-06

病理学的StageⅡ/Ⅲで“vulnerable”な80歳以上の高齢者胃癌に対する開始量を減少したS-1補助化
学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験（JCOG1507、BIRDIE）

外科
（上部消化管）

2017-08-05

KIT・PDGFRA 遺伝子に変異を認めない消化管間質腫瘍（wild type GIST）の次世代シーケンシング
（NGS）による網羅的遺伝子検索（※STAR ReGISTry 付随研究）

外科
（上部消化管）

2017-05-06

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

外科
（上部消化管）

2017-12-07

切除不能進行・再発胃癌を対象としたNivolumabの治療効果を予測するバイオマーカーの探索研究

外科
（上部消化管）

2017-12-10

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine+Oxaliplatin( CapOx)療法の第Ⅱ相試
験（OGSG1701)

外科
（上部消化管）

2018-02-01

外科症例臨床データベースを利用した臨床調査研究

外科
（上部消化管）

2018-03-05

「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（JACCRO GC-07（START-2）」におけるバイオマーカー研究
JACCRO GC-07AR2

外科
（上部消化管）

2018-03-04

切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマーカー探索を含めた観察研究（DELIVER試
験） JACCRO GC-08

外科
（上部消化管）

2019-01-06

JCOG1509試験登録者におけるJCOGバイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの試料（組織・血
液）の提供と将来の利用について

外科
（上部消化管）

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

外科
（下部消化管）

2015-12-02

直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観察研究

外科
（下部消化管）

2017-01-04

がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究：Venous Thromboembolism(VTE) in
Cancer Patients：a Multicenter Prospective Registry Cancer-VTE Registry

外科
（下部消化管）

2017-08-01

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)

外科
（下部消化管）

2017-12-06

直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清術に対する前向き研究

外科
（下部消化管）

2017-08-04

「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)」におけるバイオマーカー
研究(RAINCLOUD-TR)

外科
（下部消化管）

2018-05-01

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

外科
（下部消化管）

2018-05-02

下部消化管手術における筋膜閉鎖法についての前向き研究

外科
（下部消化管）
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研究課題番号

研究課題名

診療科/所属

2018-06-02

FOLFOX plus panitumumabによる一次治療抵抗または不耐となったRAS wild-type、切除不能進行・
再発大腸癌に対する２次治療としてのFOLFIRI plus panitumumab療法の有効性に関する多施設共同
第II相試験―Liquid Biopsyによるバイオマーカー発現の変化と抗腫瘍効果についての検討―

外科
（下部消化管）

2018-10-05

RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌における二次治療FOLFIRI＋ラムシルマブ併用療法
の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-16）

外科
（下部消化管）

2017-05-02

National Council Database を基盤としたDPC・レセプトなど医事データの収集と研究利用

外科

脊椎脊髄疾患の治療成績についての多施設研究

整形外科

2017-12-03

側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究

整形外科

2018-03-02

骨脆弱性を有する疾患の治療評価

整形外科

2015-07-03

グリオーマにおける化学療法感受性の遺伝子指標の検索とそれに基づくテーラーメード治療法の開
発

脳神経外科

2017-12-14

一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan Neurosurgical Database：JND）

脳神経外科

日本心臓血管外科手術データベース(Japan Cardiovascular Surgery Database, JACVSD）への参加に
関して

心臓血管外科

2016-09-02

静脈血栓塞栓症における非ビタミンK阻害経口抗凝固薬治療の前向き追跡研究

心臓血管外科
循環器内科

2018-06-04

表在性膀胱癌に対する抗がん剤維持投与による再発予防効果の多施設共同観察研究

泌尿器科

日本におけるHPVワクチンの細胞診異常予防効果に関する疫学研究

産婦人科

2016-11-05

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

産婦人科

2016-08-02

ゲノムワイドな遺伝子発現プロファイル解析によるがんの多様性構築機構の解明

産婦人科

2017-06-01

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究

産婦人科

2018-06-07

健やか次世代育成総合研究事業 妊娠初期の感染性疾患スクリーニングが母子の長期健康保持増
進に及ぼす影響に関する研究

産婦人科

2019-01-01

大阪大学および関連病院産婦人科における臨床データベース作成および解析

産婦人科

小児睡眠時無呼吸症候群に対する術後の症状改善（アンケート調査）

耳鼻いんこう科

2017-10-05

HPV陽性中咽頭前癌病変の同定とそのバイオマーカーの確立

耳鼻いんこう科

2017-12-11

顎顔面骨折の診療実態と治療成績に関する多施設共同観察研究

歯科・歯科口腔外科

2018-01-04

疫学調査「口腔がん登録」

歯科・歯科口腔外科

2015-07-05

がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究

2018-07-03

我が国のGIST治療におけるイマチニブ使用の実態に関する研究

2018-09-04

パクリタキセル療法が療養生活に与える影響についての調査

2017-10-04

電子診療録情報を基にしたデータベース構築の取組み

2017-02-03

がん放射線治療中の下痢の症状マネジメントの実態調査

がん相談支援センター
外科
化学療法センター
医療情報室
看護部

添付資料 実施中の臨床研究一覧（令和２年３月３１日現在）.xls

