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2016-1-001 岩田広治

乳腺科部

JCOG1204再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップと
インテンシブフォローアップの比較第Ⅲ相試験

H28.4.27

2016-1-002 水野美香

婦人科部

頸管粘液中の胃型ムチンを検出する「シカHIK胃型ムチン」キット
による胃型腺癌の術前診断に関する研究

H28.6.28

2016-1-003 坂尾幸則

呼吸器外科部

National Clinical Database(日本臨床データベース，NCD)への症
例登録

H28.4.19

2016-1-004 谷口浩也

薬物療法部

切除不能進行・再発大腸癌に対するエスワン/ロイコボリン隔日
投与+ベバシズマブ併用療法の第Ⅰ相試験

H28.4.21

2016-1-005 小森康司

消化器外科部

肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前
術後FOLFOX療法併用肛門括約筋部分温存手術（ISR)のランダ
ム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

H28.4.21

2016-1-006 原 和生

消化器内科部

非機能性膵神経内分泌腫瘍の臨床病理的検討

H28.4.21

2016-1-007 水野美香

婦人科部

「子宮頸がんに対する根治目的の放射線治療または同時化学放
射線療法後の頸部腫瘍残存例における救済的子宮摘出術の実
施状況に関する調査研究」

H28.4.19

2016-1-009 清水泰博

消化器外科部

術前がん患者の反すう傾向と抑うつ・ソーシャルサポートとの関
係に関する研究

H28.5.9

2016-1-010 筑紫 聡

整形外科部

JCOG0905骨肉腫術後補助化学療法におけるIfosfamide併用の
効果に関するランダム化比較試験

H28.5.19

2016-1-011 奥野のぞみ

消化器内科部

EUSガイド下ランデブー法による胆道ドレナージの検討

H28.4.22

2016-1-012 古平 毅

放射線治療部

ヘリカルトモセラピーのビームモデル更新に伴うコミッショニング
手順の確立

H28.4.20

2016-1-013 樋田豊明

呼吸器内科部

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

H28.4.26

2016-1-014 稲葉吉隆

放射線診断・
IVR部

3テスラMR装置における交差緩和率イメージングシステムの構築
と臨床応用

H28.5.9

2016-1-015 田近正洋

内視鏡部

家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試
験の追加試験 (J-FAPP Study-III-2)

H28.6.24

2016-1-016 岩田広治

乳腺科部

HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用
性を検証する第III相臨床研究－ペルツズマブ再投与試験－組織
に関する付随研究

H28.6.24

2016-1-017 樋田豊明

呼吸器内科部

RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理
学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究
LC-SCRUM(RET)

H28.4.28
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2016-1-018 谷口浩也

薬物療法部

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における治療感受性、
予後予測因子の探索的研究（Expratory analysis of predictive
and prognostic biomarkers in PARADIGM study)

H28.4.21

2016-1-019 谷口浩也

薬物療法部

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)

H28.4.21

2016-1-020 安部哲也

薬物療法部

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

H28.5.9

2016-1-021 原 和生

消化器内科部

EUS下胆管ドレナージ術の有用性についての後方視的研究

H28.4.27

2016-1-022 原 和生

消化器内科部

胆管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡的治療

H28.6.24

2016-1-023 肱岡 範

消化器内科部

治癒切除不能膵癌に対するnab-PTX/GEM併用療法の後ろ向き
コホート研究

H28.4.27

2016-1-024 古平 毅

放射線治療部

頸部食道癌に対する強度変調放射線治療（IMRT)による治療成
績に関する後向き研究

H28.5.27

2016-1-025 八重樫 裕

看護部

食道がん術後患者の食行動に関するセルフ・コントロールプログ
ラムの開発と効果の検証

H28.5.9

2016-1-026 佐藤洋造

放射線診断・
IVR部

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

H28.6.16

2016-1-027 古平 毅

放射線治療部

StageⅠ食道癌に対する放射線治療の治療成績に関する後向き
研究

H28.5.9

2016-1-028 岩田広治

乳腺科部

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

H28.4.27

2016-1-029 樋田豊明

呼吸器内科部

Afatinib獲得耐性におけるLiquid biopsyによるEGFR-T790M変異
検出の臨床的有用性試験

H28.5.24

2016-1-030 門脇重憲

薬物療法部

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

H28.6.30

2016-1-031 原 和生

消化器内科部

膵癌の早期診断確立のための実態調査 多施設共同研究

H28.5.19

2016-1-032 石黒淳子

乳腺科部

乳癌患者における術式別の術後満足度、QOLに関する調査

H28.6.24

2016-1-033 樋田 豊明

呼吸器内科部

局所進行性もしくは転移性非小細胞肺癌（NSCLC)患者における
PD-L1の発現を評価する多施設共同後ろ向き観察研究

H28.5.19
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2016-1-034 谷口浩也

薬物療法部

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

H28.6.24

2016-1-036 牧田智誉子

放射線治療部

上顎洞がんに対する放射線治療の治療成績に関する後向き研究

H28.5.12

2016-1-037 坂尾幸則

呼吸器外科部

5-アミノレブリン酸(5-ALA)を用いた胸部悪性腫瘍に対する術中
蛍光診断の有効性に関する研究

H28.7.22

2016-1-038 水野美香

婦人科部

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

H28.5.19

2016-1-039 清水泰博

消化器内科部

IPMNにおける新たな癌予測モデル作成のための多施設共同研
究

H28.5.18

2016-1-040 肱岡 範

消化器内科部

神経内分泌腫瘍(NEN)肝転移に対する肝切除症例に関する後ろ
向き研究（多施設共同研究）

H28.5.18

2016-1-041 富田夏夫

放射線治療部

外部照射と内分泌治療併用の結果による超高リスク前立腺癌の
定義に関する初期的検討及び長期内分泌治療における線量増
加の意義について

H28.5.27

2016-1-042 谷口浩也

薬物療法部

肝転移を有するKRAS野生型切除不能・進行再発大腸癌に対す
るベバシズマブもしくは抗EGFR抗体薬併用化学療法の後方視的
検討

H28.5.17

2016-1-043 山本一仁

臨床試験部／ JCOG 0907ver2.1:成人T細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血
血液・細胞療法 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
部
的試験

H28.5.27

2016-1-046 清水泰博

消化器内科部

「膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法と
S-1療法の第Ⅲ相比較試験（JASPAC01)」の付随研究―膵がん
切除例における補助化学療法の効果予測因子および予後因子
に関する研究

H28.6.3

2016-1-049 室 圭

薬物療法部

大腸癌以外の消化器・腹部悪性腫瘍におけるがん関連遺伝子異
常のプロファイリングの多施設共同研究（SCRUM-Japan GIscreen 2015-01-Non CRC）

H28.6.13

2016-1-050 室 圭

薬物療法部

大腸癌肝転移に対するBevacizumab併用化学療法の形態学的変
化に関する後方視的検討（WJOG4407GSS）

H28.6.13

2016-1-051 内藤 由美子

看護部

胸腔鏡術後のNRS(Numerical Rating Scale)SCOREに準じた薬剤
使用経験からみた疼痛管理の必要性の検討（後ろ向きコホート研
究）

H28.6.22

2016-1-052 山本一仁

臨床試験部／
血液細胞療法
部

イブリツモマブ チウキセタン（ゼヴァリン）を用いた放射免疫療法
の後方視的研究

H28.7.21

2016-1-053 原 和生

消化器内科部

胆膵疾患に対する内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)お
よびERCP関連手技に関する前向き観察研究

H28.9.1
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2016-1-054 原 和生

消化器内科部

胆膵疾患に対する超音波内視鏡(EUS)および超音波内視鏡ガイ
ド下治療に関する前向き観察研究

2016-1-055 原 和生

消化器内科部

良性主膵管狭窄に対する片フラップ型膵管ステントの有用性

H28.6.29

2016-1-056 稲吉三葉

看護部

胸腔鏡下手術後の早期経口摂取開始に対するアイスクリーム使
用経験と有用性の検討

H28.6.13

2016-1-057 伊藤誠二

消化器外科部

JCOG1301C：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(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

H28.6.13

2016-1-058 井上さよ子

看護部

胸膜浸潤による疼痛に対するタペンタドールによる鎮痛効果の検
討

H28.7.26

2016-1-059 水野美香

婦人科部

JGOG3018：プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮
性卵巣がん、原発性卵管がん、腹膜がん）におけるリポソーム化
ドキソルビシン（PLD)50ｍｇ／㎡に対するPLD40ｍｇ／㎡のランダ
ム化第Ⅲ相比較試験

H28.6.13

2016-1-060 清水泰博

消化器外科部

治癒切除不能膵癌に対する化学療法後切除症例の後ろ向きコ
ホート研究

H28.6.13

2016-1-061 門脇重憲

薬物療法部

当院における食道癌集学的治療の検討

H28.6.16

2016-1-062 筑紫 聡

整形外科部

初診時遠隔転移を有する悪性軟部腫瘍の予後因子解析
東海骨軟部腫瘍コンソーシアム共同研究

H28.8.9

2016-1-063 岩田広治

乳腺科部

StageⅠ～ⅢA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定
研究
（N・SAS-BC01試験／CUBC試験 測定研究）

H28.7.7

2016-1-064 坂倉範昭

呼吸器外科部

愛知県がんセンター中央病院における肺癌切除症例データの新
TNM分類（第8版）への移行と考察

H28.6.24

2016-1-065 小森康司

消化器外科部

局所切除後の側方・垂直断端陰性かつ高リスク直腸pSM癌の追
加手術拒否例に対するカぺシタビン併用放射線療法の第Ⅱ相試
験

H28.6.16

2016-1-066 岩田広治

乳腺科部

遺伝的リスクを考慮した乳癌予防法における費用効果分析のた
めのレセプトデータ収集研究

H28.6.29

2016-1-067 木下朝博

血液・細胞療法
悪性リンパ腫の患者情報データベースを用いた予後因子解析
部

H28.9.1

H28.6.22

2016-1-069 丹羽康正

がん対策に関する調査

H28.6.24

2016-1-070 伊藤友一

課題名（臨床試験の場合は臨床第○相試験であるかを記載する
こと）
胃全摘術における再建方法別の長期的QOL評価についての研
究
～Roux-Y再建とAboral pouch再建の比較～」CCOG1505

H28.6.30

消化器外科部
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2016-1-071 伊藤友一

消化器外科部

Stage I胃癌患者における幽門保存胃切除術と幽門側胃切除術
の術後QOL評価CCOG1601

H28.8.15

2016-1-072 伊藤友一

消化器外科部

Stage I胃癌に対する噴門側胃切除術と胃全摘術の術後QOL評
価 CCOG1602

H28.8.15

2016-1-073 田地浩史

初発の移植非適応多発性骨髄腫患者を対象とした週1回ボルテ
血液・細胞療法
ゾミブ＋レナリドミド＋デキサメサゾン併用（Once weekly BLd）療
部
法における有効性・安全性の第Ⅱ相試験

H28.8.18

2016-1-074 坂尾幸則

呼吸器外科部

肺癌患者における血液中循環癌細胞の前向き観察研究

2016-1-075 肱岡 範

消化器内科部

膵・胆道癌患者の血清由来マイクロRNA発現を用いた検出マー
カーの研究（多施設共同研究）

H28.8.25

2016-1-076 伊藤友一

消化器外科部

胃癌根治手術後の胸部CT検査における肺結節性病変の検出に
関する研究

H28.7.27

2016-1-078 片岡 愛弓

乳腺科部

術前化学療法症例におけるUltraCLIP挿入の安全性と有効性に
ついて

H28.9.8

2016-1-079 田近正洋

内視鏡部

大腸内視鏡検査における腸管洗浄剤の分割投与方法の検討

H28.9.1

2016-1-080 肱岡 範

消化器内科部

当院における進行膵神経内分泌腫瘍に対する薬物療法の現状
の後方視的検討

H28.6.24

2016-1-082 中川倫子

手術室

手術を受けるがん患者の苦痛スクリーニングの評価と課題

H28.7.26

2016-1-083 谷口浩也

薬物療法部

切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対する
FOLFOXIRI+ramucirumab療法の第Ib相試験

2016-1-086 小森康司

消化器外科部

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（JCOG1007)

H28.7.21

2016-1-087 門脇重憲

薬物療法部

胃癌術後補助化学療法後の早期再発例に対する化学療法の検
討

H28.7.7

2016-1-088 岩田広治

乳腺科

JCOG1017 薬物療法非抵抗性Stage Ⅳ乳癌に対する原発巣切
除の意義（原発巣切除なしversusあり）に関するランダム化比較
試験

H28.7.13

2016-1-089 岩田広治

乳腺科

HER2乳癌における臨床的完全奏功症例のコホート研究

H28.7.22

2016-1-090 清水泰博

薬物療法部

十二指腸癌の粘液形質からみた分子異常解析

H28.7.22

2016-1-091 小森康司

消化器外科部

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JCOG1107

H28.7.21
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呼吸器内科部

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（JCOG1404、
WJOG8214L)

H28.7.21

2016-1-094 谷口浩也

薬物療法部

フッ化ピリミジン、オキサリプラチンを含む化学療法に不応または
不耐な切除不能進行・再発大腸癌に対する２次治療としてのイリ
ノテカン、ベバシズマブ、TAS-102隔週投与併用療法の第I相試験
（MODURATE試験）
(v1.1版)

H28.7.13

2016-1-095 清水泰博

消化器内科部

切除可能膵癌に対する術前治療としてのS-1併用放射線療法と
ゲムシタビン＋S-1併用療法のランダム化第Ⅱ相試験（JASPAC04試験）

H28.7.26

2016-1-098 水野伸匡

消化器内科部

プラチナ製剤不耐あるいは不応の膵原発の切除不能神経内分泌
癌（NEC)患者を対象としたエベロリムス療法の第Ⅱ相試験
NECTOR

H28.7.26

2016-1-099 清水泰博

消化器内科部

Borderline resectable 膵癌に対する術前S-1併用放射線療法の
第Ⅱ相試験（JASPAC-05試験）

H28.7.26

2016-1-100 水野伸匡

消化器内科部

膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有する、また
は、乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの既往歴を有する、遠隔転
移を伴う膵癌を対象としたゲムシタビン/オキサリプラチン療法
（GEMOX療法）の多施設共同第II相試験（FABRIC study）

H28.7.26

2016-1-101 水野伸匡

消化器内科部

JCOG1202根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS1療法の第Ⅲ相試験

H28.7.26

2016-1-102 水野伸匡

消化器内科部

「進行胆道癌を対象としたゲムシタビン＋シスプラチン併用療法
（GC療法）とゲムシタビン＋S-1併用療法（GS療法）の第Ⅲ相比較
試験（JCOG１１１３試験）」の附随研究―化学療法を試行した進
行胆道癌における薬剤感受性予測因子に関する研究

H28.7.26

2016-1-103 水野伸匡

消化器内科部

進行胆道癌を対象としたゲムシタビン＋シスプラチン併用療法
（GC療法）とゲムシタビン＋S-1併用療法（GS療法）の第Ⅲ相比較
試験 JCOG1113

H28.7.26

2016-1-104 水野伸匡

消化器内科部

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

H28.7.26

2016-1-105 水野伸匡

消化器内科部

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌に対するL-OHP+CPT11+5FU/l-LV併用療法modified regimen（mFFX）の第II相試験

H28.7.26

2016-1-106 鈴木秀典

頭頸部外科部

画像情報や社会背景による頭頸部癌患者の就労や生命に関す
る予後予測の研究

H28.7.22

2016-1-107 小森康司

消化器外科部

消化管ストーマ早期合併症の重症度分類確立を目指した多施設
共同研究

H28.7.22

2016-1-108 清水泰博

手術部／消化
器外科部

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 GAPS study

H28.8.4

2016-1-109 三澤一成

消化器外科部

StageⅠ胃癌に対する胃全摘術におけるアプローチ別のQOL評価

H28.7.26

2016-1-110 肱岡 範

消化器内科部

膵神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの安全性と有効性の
検討

H28.7.22

2016-1-092 樋田豊明
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2016-1-111 三澤一成

消化器外科部

D2郭清を伴う胃切除後、ドレーンアミラーゼ高値症例を対象に予
防的抗菌剤投与延長の術後腹腔内感染性合併症に対する有効
性に関するランダム化比較第Ⅱ相試験

H28.8.2

2016-1-113 水野美香

婦人科部

JGOG2046:臨床的FIGOⅣb期子宮体がんに対する寛解導入化学
療法後の腫瘍摘出術に関するFeasibility Study

H28.8.4

2016-1-114 水野美香

婦人科部

JCOG1101:腫瘍径2cm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

H28.9.8

2016-1-115 水野伸匡

消化器内科部

COG1407:局所進行膵癌を対象としたmodified FOLFIRINOX療法
とゲムシタビン＋ナブパクリタキセル併用療法のランダム化第Ⅱ
相試験

H28.8.22

2016-1-116 肱岡 範

消化器内科部

膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登
録研究（多施設共同研究）

H28.8.15

2016-1-117 肱岡 範

消化器内科部

十二指腸液中タンパク質濃度測定による膵癌早期発見法の開発
（多施設共同研究）

H28.8.15

2016-1-118 肱岡 範

消化器内科部

治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する
後向き観察研究
PROP-UP Study Ⅰ（多施設共同研究）

H28.8.15

2016-1-119 肱岡 範

消化器内科部

治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する
前向き観察研究
PROP-UP Study Ⅱ（多施設共同研究）

H28.8.15

2016-1-120 肱岡 範

消化器内科部

分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN)の前向き追跡調査（多施
設共同研究）

H28.8.15

2016-1-121 谷口浩也

薬物療法部

フッ化ピリミジン、オキサリプラチンを含む化学療法に不応または
不耐な切除不能進行・再発大腸癌に対する２次治療としてのイリ
ノテカン、ベバシズマブ、TAS-102隔週投与併用療法の第I相試験
（MODURATE試験）(v1.2版)

H28.8.9

2016-1-122 室 圭

薬物療法部

網羅的遺伝子解析技術を用いた抗EGFR抗体薬治療効果予測バ
イオマーカーの探索研究に関する多施設共同研究（v1.6）

H28.8.16

2016-1-123 高畑知帆子

看護部

外来で化学療法を行うPS2以上の患者に対する電話によるアク
ティブアセスメントの効果

H28.8.18

2016-1-124 堀田枝里

看護部

Grade2以上のレゴラフェニブ手足症候群の危険因子の検討

2016-1-126 山本一仁

血液・細胞療法 JCOG1111：成人T細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェロン
部／臨床試験 α /ジドブジン併用療法とWatchful Waiting療法の第Ⅲ相ランダム
部
化比較試験

2016-1-127 佐々木英一

遺伝子病理診
断部

頭頸部扁平上皮癌における新規バイオマーカーの検索

H28.8.23

2016-1-128 中島貴子

看護部

予防的胃瘻増設が頭頸部がんに対する化学放射線療法の臨床
経過に及ぼす影響についての検討

H28.8.16

頭頸癌におけるFDG-PET/CT等の画像情報による診断能や予後
予測等に関する研究

H28.8.23

2016-1-129 鈴木秀典

2016-1-130 木下朝博

血液・細胞療法 新規疾患；TAFRO症候群の疾患概念確立のための多施設共同
部
後方視的研究 （UMIN000011809）
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2016-1-131 樋田豊明

呼吸器内科部

完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するぺメトレキセド+シス
プラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療法のランダ
ム化比較第Ⅲ相試験（JIPANG)

H28.9.29

2016-1-132 丹羽康正

内視鏡部

2015年の当院における内視鏡手術および外科手術例を中心とし
た胃癌診療の現状についての検討

H28.8.23

2016-1-133 清水泰博

消化器外科部

JCOG0603 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラ
シル/1-ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法
（mFOLFOX6) VS. 手術単独によるランダム化Ⅱ/Ⅲ相試験

H28.9.1

2016-1-134 伊藤誠二

消化器外科部

JCOG 0501 根治切除可能な大型3型・4型胃癌に対する術前TS1+CDDP併用療法による第Ⅲ相試験（略称：術前TS-1+CDDP
PhaseⅢ)

H28.9.1

2016-1-135 石黒淳子

乳腺科部

非触知石灰化病変に対するUItraClipブレストマーカーを用いた切
除についての検討

H28.12.22

2016-1-136 樋田豊明

呼吸器内科部

Nivolumabによる免疫動態の変化と治療効果の相関に関する研
究

H28.9.2

2016-1-137 内藤由美子

看護部

胸腔鏡手術後のトラマドールの効果解析の結果から得たワントラ
ムの急性期疼痛管理の有用性の検討

H28.9.20

2016-1-138 内藤由美子

看護部

肺がん胸腔鏡手術における術後回復強化プログラムの評価

2016-1-140 肱岡 範

消化器内科部

膵・消化管神経内分泌腫瘍に対するStreptozocinの治療効果と
MGMT発現の相関に関する探索的後ろ向き研究

2016-1-141 鈴木秀典

頭頸部外科部

頭頸部癌に対するFDG-PET/CTの予後予測に関する後ろ向き多
施設共同研究

H28.9.9

2016-1-143 樋田豊明

呼吸器内科部

高齢者化学療法未施行 IIIB/IV期扁平上皮がんに対するnabPaclitaxel + Carboplatin 併用療法と Docetaxel 単剤療法のランダ
ム化第III相試験 (CAPITAL study)

H28.11.17

2016-1-144 清水泰博

消化器外科部

横行結腸、下行結腸癌に対する腹腔鏡下結腸切除術の第II相臨
床試験(ACC-TLAP)

H28.11.17

2016-1-146 水野美香

婦人科部

遺伝性乳癌卵巣癌症候群—BRCA遺伝子変異あるいは欠失陽性
の乳癌患者、および保因者に対するリスク低減手術「予防的両側
卵巣卵管切除手術」の検討（第2相試験）

H29.1.27

2016-1-147 原 和生

消化器内科部

19G針を用いた超音波内視鏡下穿刺吸引法による採取検体の肉
眼的評価の有用性

H28.11.17

2016-1-148 原 和生

消化器内科部

膵腫瘤・リンパ節腫瘤に対する超音波内視鏡下生検サンプル中
の標的検体検索を有用にする標的検体確認照明器の有用性を
機器使用・未使用により比較検討する多施設共同試験

H28.11.28

2016-1-150 谷口浩也

薬物療法部

胃がん・大腸がん患者におけるリキッドバイオプシーの臨床的意
義に関するパイロット研究

H28.9.9

2016-1-151 安部哲也

薬物療法部

臨床病期IB-III (T4を除く) 食道癌に対するS-1術後補助療法の第
II相臨床試験

H28.11.7

2016-1-152 岩田広治

乳腺科部

ステロイド含有のミラクルマウスウオッシュによるエベロリムス治
療に伴う口内炎の予防効果に関する研究
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2016-1-153 原 和生

内視鏡部

「急性下部消化管出血患者に対する緊急下部内視鏡検査の出血
源同定率の有効性を検討する多施設無作為化割付比較試験」

H28.11.8

2016-1-154 石原 誠

内視鏡部

頭頸部悪性腫瘍を合併した食道表在癌の特徴および長期予後に
ついての検討

H28.9.5

2016-1-155 筑紫 聡

整形外科部

本邦における脱分化型軟骨肉腫の治療成績
研究会多施設共同研究

H29.3.3

2016-1-156 鳥山和浩

消化器内科部

大腸NBI拡大内視鏡分類であるJNET分類の有用性に関する検
討

2016-1-157 服部正也

乳腺科部

乳癌患者における血液中循環がん細胞に関する基礎的検討とそ
の臨床応用に関する研究

H28.10.12

2016-1-158 谷口浩也

薬物療法部

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 pacritaxel＋trastuzumab併用療法 vs. weekly paclitaxel療
法のランダム化第Ⅱ相試験（WJOG7112G:T-ACT study)

H28.9.29

2016-1-159 水野美香

婦人科部

JCOG0602：Ⅲ期／Ⅳ期卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する手術先
行治療VS.化学療法先行治療のランダム化比較試験（略称：OVNACTC-P3)

H28.9.16

2016-1-160 伊藤誠二

消化器外科部

JCOG1104病理学的StageⅡ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

H28.9.16

2016-1-161 樋田豊明

呼吸器内科部

化学療法未施行IIIB/IV期・術後再発肺扁平上皮癌に対する
CBDCA＋TS-1併用療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相
試験：WJOG7512L

H28.9.16

2016-1-162 樋田豊明

呼吸器内科部

EGFR遺伝子変異を有する切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する
ゲフィチニブと胸部放射線治療同時併用療法の第Ⅱ相試験：
WJOG6911L

H28.9.26

2016-1-164 清水泰博

消化器外科部

浸潤性膵管癌切除後の残膵再発に対する再切除の意義の検討

H28.9.12

2016-1-165 田近正洋

内視鏡部

BRAF変異陽性切除不能・再発進行大腸癌の臨床病理学的検討

H28.9.12

2016-1-166 水野美香

婦人科部

子宮頸がんに対するダ・ヴィンチ手術システムXiを用いたロボット
支援腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の有用性と安全性の検討

H28.11.7

2016-1-167 肱岡 範

消化器内科部

治癒切除不能膵癌に対するnab-PTX/GEM併用療法と
FOLFIRINOX (mFOLFIRINOX)の後ろ向きコホート研究

H28.9.12

2016-1-168 村田慎一

放射線診断・
IVR部

化学療法後再燃症例における画像ガイド下再生検の有用性

H28.9.29

2016-1-169 佐藤洋造

放射線診断・
IVR部

腫瘍IVRにおけるAMPLATZER Vascular Plug（血管塞栓用プラグ）
の有用性

H28.9.29

2016-1-170 長谷川貴章

放射線診断・
IVR部

肺RFA直後の経皮的針生検における病理診断および遺伝子学的
評価の可能性

H28.9.29

2016-1-171 伊藤誠二

消化器外科部

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

H28.9.29
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2016-1-172 古平 毅

放射線治療部

JCOG1408
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3cm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

H28.10.4

2016-1-173 水野美香

婦人科部

JGOG3020: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

H28.9.29

2016-1-174 谷口浩也

薬物療法部

切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対する
FOLFOXIRI+ramucirumab療法の第Ib相試験 v1.3

H28.9.27

2016-1-175 大西祥代

内視鏡部

大腸ESDにおける中途断念症例の検討

H28.9.27

2016-1-176 田中広祐

呼吸器内科部

若年発症肺腺癌の遺伝子学的特徴

H28.9.29

2016-1-177 田中広祐

呼吸器内科部

EGFR-TKIを行ったEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌におけるT790M
耐性遺伝子変異の予測因子について

H28.9.29

2016-1-178 古平 毅

放射線治療部

照射時間短縮を目指したモジュレーションファクターの遡及的解
析による初期値と上限値の導入

H28.10.11

2016-1-179 原 和生

消化器内科部

80歳以上の膵癌患者に対する当院での治療成績

H28.9.26

2016-1-180 水野美香

婦人科部

乳癌治療後、子宮体癌に罹患した症例の解析

H28.10.5

2016-1-181 西川大輔

頭頸部外科部

頭頸部扁平上皮癌患者におけるL3骨格筋面積指数の臨床的意
義

H28.10.5

2016-1-184 樋田豊明

呼吸器内科部

EGFR遺伝子変異陽性肺癌の治療成績とPET-CT所見との相関
について

H28.10.5

2016-1-185 樋田豊明

呼吸器内科部

EGFR-T790M耐性遺伝子を有する肺癌の臨床背景因子の検討

H28.10.5

2016-1-186 樋田豊明

呼吸器内科部

KRAS陽性肺癌における化学療法の治療成績の検討

H28.10.5

2016-1-187 樋田豊明

呼吸器内科部

III期肺癌の治療成績とPET-CT所見との相関について

H28.10.5

2016-1-188 樋田豊明

呼吸器内科部

Afatinib獲得耐性におけるLiquid biopsyによるEGFR-T790M変異
検出の臨床的有用性試験（1.1案）

H28.10.18

2016-1-189 水野伸匡

消化器内科部

JCOG1202根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS1療法の第Ⅲ相試験

H28.10.25

2016-1-190 長谷川泰久

頭頸部外科部

口腔癌がん手術症例に対する術前化学療法（NAC)の病理学的
効果判定と予後との相関

H28.10.11

2016-1-191 門脇重憲

薬物療法部

標準化学療法後に増悪した進行・再発胃癌に対するmFOLFOX６
療法の第Ⅱ相臨床試験

H28.10.6
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2016-1-192 伊藤誠二

消化器外科部

JCOG1509：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

H28.10.20

2016-1-193 肱岡 範

消化器内科部

膵神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの安全性と有効性の
検討

H28.10.12

2016-1-194 肱岡 範

消化器内科部

膵神経内分泌腫瘍に対してエベロリムス投与後に発症した間質
性肺炎が治療へ与える影響

H28.10.12

2016-1-195 小森康司

消化器外科部

当科の直腸癌局所再発に対する仙骨合併切除骨盤内臓器全摘
術のStrategy：―消化器外科医、泌尿器科医、整形外科医コラボ
レーション手術―

H28.10.14

2016-1-196 小森康司

消化器外科部

大腸癌骨盤内局所再発手術における術前Double-Jカテーテルの
有効性についての検討

H28.10.14

2016-1-197 小森康司

消化器外科部

直腸癌局所再々発の手術手技

H28.10.14

2016-1-198 小森康司

消化器外科部

Histopathologic risk stratification of stage IIB colorectal cancer

H28.10.14

2016-1-199 小森康司

消化器外科部

大動脈～総腸骨動脈分岐部周囲の大腸癌術後リンパ節再発手
術の要点

H28.10.14

2016-1-200 小森康司

消化器外科部

当院過去51年間における家族性大腸腺腫症の手術療法の変遷

H28.10.14

2016-1-201 小森康司

消化器外科部

大腸癌術後リンパ節再発（大動脈～総腸骨動脈分岐部周囲）手
術の要点

H28.10.14

2016-1-202 小森康司

消化器外科部

直腸癌骨盤内再々発手術手技の要点

H28.10.14

2016-1-203 奥村誠子

形成外科部

乳房再建における遊離腹直筋皮弁の皮弁血流領域に関する研
究

H28.10.14

2016-1-204 長谷川泰久

頭頸部外科部

頭頸部癌患者におけるシスプラチンによる腎障害抑制の工夫

H28.10.18

2016-1-205 小森康司

薬物療法部

JCOG1018 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

H28.11.1

2016-1-206 長谷川泰久

頭頸部外科部

TGFβ シグナル関連分子の発現を応用した新規腫瘍マーカーの
開発

H28.10.18

2016-1-207 下村一景

薬剤部

EGFR遺伝子変異陽性NSCLC患者におけるアファチニブによる有
害事象の発現頻度の推移

H28.10.20

2016-1-208 下村一景

薬剤部

再発小細胞肺癌患者に対する塩酸アムルビシン＋ペグフィルグ
ラスチム併用療法の骨髄抑制へ与える影響

H28.10.20

2016-1-209 坂尾幸則

呼吸器外科部

低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価の
ための個人単位ランダム化比較試験

H28.11.1

2016-1-210 片岡愛弓

乳腺科部

術前化学療法症例におけるUltraCLIP挿入の安全性と有効性に
ついて

H28.12.15
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2016-1-211 山本一仁

血液・細胞療法
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療
部／臨床試験
第Ⅱ相臨床試験 JALSG APL212
部

2016-1-212 岩田広治

乳腺科部

HER2陽性乳癌におけるペルツズマブとトラスツズマブエムタンシ
ンを用いた術前療法の検討（ランダム化第Ⅱ相試験：Neo-peaks
試験）付随研究：長期予後観察研究

H28.11.8

2016-1-213 筑紫 聡

整形外科部

高い信頼性・妥当性を有する上肢骨軟部腫瘍手術後の患者立脚
型評価尺度（COMMON）の開発に関する多施設共同前向き研究

H28.11.29

2016-1-216 清水泰博

消化器外科部

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

H29.1.19

2016-1-217 舛石俊樹

薬物療法部

進行結腸・直腸癌に対する用量調節Regorafenib投与法の有効性
および薬物動態
に関する第Ⅱ相試験

H29.1.6

2016-1-219 肱岡 範

消化器内科部

十二指腸液中タンパク質濃度測定による膵癌早期発見法の開発
に係る検討

H28.11.8

2016-1-222 水野美香

婦人科部

IVB 期および再発子宮頸癌に対するPaclitaxel/Carboplatin 併用
療法
+ Bevacizumab 同時併用の前向き観察研究

H28.11.15

2016-1-223 筑紫 聡

整形外科部

液体窒素処理骨による悪性骨軟部腫瘍切除後再建の臨床応用
に関する試験

H29.2.7

2016-1-225 水野美香

婦人科部

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

H28.11.1

2016-1-226 水野伸匡

消化器内科部

プラチナ製剤不耐あるいは不応の膵原発の切除不能神経内分泌
癌（NEC)患者を対象としたエベロリムス療法の第Ⅱ相試験：
NECTOR

H28.11.1

2016-1-227 谷口浩也

薬物療法部

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（J-BROS)v1.1

2016-1-229 肱岡 範

消化器内科部

膵神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの安全性と有効性の
検討

H28.11.8

2016-1-230 安藤正志

薬物療法部

化学療法実施中のがん患者を対象とした経済毒性（Financial
Toxicity）に関するアンケート調査研究

H28.11.8

2016-1-231 青山寿昭

看護部

中咽頭がん術後の摂食嚥下障害のアセスメントを導くアルゴリズ
ムの検証

H28.11.17

2016-1-232 長谷川泰久

頭頸部外科部

Comparison between chemoselection and definitive radiotherapy
for patients with cervical esophageal squamous cell carcinoma

H28.11.8

2016-1-233 木下朝博

血液・細胞療法 アグレッシブリンパ腫に対するDA-EPOCH±R療法の後方視研究
部
（COPEARL試験）

H28.11.15

2016-1-234 樋田豊明

呼吸器内科部

肺癌の縦隔リンパ節、腹部病変に対するEUS-guided検査の有用
性に関する後ろ向き検討

H28.11.8

2016-1-235 門脇重憲

薬物療法部

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FOLFOX療法の有効性、安全性に関する後方視的検討

H28.11.9

2016-1-236 鳥山和浩

消化器内科部

大腸NBI拡大内視鏡分類であるJNET分類の有用性並びに課題
に関する検討

H28.11.15
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2016-1-237 樋田豊明

呼吸器内科部

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 NEJ026

H28.11.15

2016-1-238 原 和生

消化器内科部

早期膵癌（pStageⅠ/Ⅱ）における臨床所見と画像所見における
臨床学的検討

H28.11.17

2016-1-239 田近正洋

内視鏡部

当院における早期大腸癌の深達度診断や治療に画像強調観察
（IEE）が及ぼす影響

H28.11.17

2016-1-240 澤木正孝

乳腺科部

内分泌療法耐性エストロゲン受容体陽性転移乳がんに対する二
次内分泌療法のコホート研究

H28.11.17

2016-1-241 鈴木秀典

頭頸部外科部

頭頸部癌に対するFDG-PET/CTの予後予測に関する後ろ向き多
施設共同研究

H28.11.17

2016-1-242 植村則久

消化器外科部

食道原発神経内分泌腫瘍の病態にかかわる研究

H28.11.29

2016-1-243 大西祥代

内視鏡部

食道表在癌の臨床的特徴と治療経過からみたサーベイランスの
検討

H28.11.29

2016-1-244 門脇重憲

薬物療法部

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

H28.12.6

2016-1-245 肱岡 範

消化器内科部

膵・胆道癌患者の血清由来マイクロRNA発現を用いた検出マー
カーの研究（多施設共同研究）

H28.12.6

2016-1-246 谷口浩也

薬物療法部

切除不能大腸がん患者の保存血清を用いたベバシズマブ耐性と
増殖因子の変動に関する研究

H28.12.14

2016-1-247 室 圭

薬物療法部

WJOG6510G イリノテカン、オキサリプラチン、フッ化ピリミジン系
薬剤不応／不耐のKRAS野生型切除不能・再発大腸がんに対す
るパニツムマブ＋イリノテカン併用療法 対 セツキシマブ＋イリノ
テカン併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

H28.12.15

2016-1-248 田近正洋

内視鏡部

先進医療として施行された大腸ESDの有効性・安全性と長期予後
に関する多施設共同研究（前向きコホート研究）

H28.12.14

2016-1-249 伊藤誠二

手術部/消化器 腹膜播種及び腹腔洗浄細胞診陽性胃癌を対象とした多施設共同
外科部
後向き観察研究

H28.12.15

2016-1-250 伊藤誠二

手術部/消化器 治癒切除（R0/R1)を施行したStageⅣ胃癌を対象とした多施設共
外科部
同後向き観察研究

H28.1.27

2016-1-251 岩田広治

乳腺科部

ステロイド含有のミラクルマウスウオッシュによるエベロリムス治
療に伴う口内炎の予防効果に関する研究

H28.12.14

2016-1-253 清水泰博

消化器内科部

膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）切除後再発危険因子の同定：多
施設共同研究

H28.12.22

2016-1-254 高野 学

頭頸部外科部

小唾液腺癌におけるリンパ節転移の予後に与える影響

2016-1-255 岩田広治

乳腺科部

乳がん患者の家族歴聴取による遺伝性腫瘍の可能性の検討

受付番号
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2016-1-256 室 圭

薬物療法部

フッ化ピリミジン系薬剤及びタキサンに不応・不耐となった切除不
能・進行胃がん患者に対する3次治療以降のRamucirumab単剤療
法の効果についての後方視的検討

H29.2.21

2016-1-258 室 圭

薬物療法部

胃癌における分子標的に関する探索的研究

H29.1.26

2016-1-259 田近正洋

内視鏡部

大腸神経内分泌腫瘍症例に対する多施設共同前向き症例登録
追跡研究(大腸NET STUDY)

H29.3.24

2016-1-260 清水泰博

消化器外科部

ACC-FLAP: 大腸癌の腹腔鏡下手術における遊離癌細胞の術中
散布に関する前向き研究

H29.1.20

2016-1-261 岩田広治

乳腺科部

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

H29.1.6

2016-1-263 澤木正孝

乳腺科部

HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンとS1の
health-related quality of life (HRQoL)を比較するランダム化第III
相試験

H29.2.27

2016-1-264 岩瀬まどか

乳腺科部

術前化学療法後の画像効果判定における乳房専用PET(PEM)の
有用性についての検討

H29.3.10

2016-1-265 岩田広治

薬剤部

「ステロイド含有のミラクルマウスウオッシュによるエベロリムス治
療に伴う口内炎の予防効果に関する研究」に付随して行う薬物代
謝酵素と口内炎発症との因果関係の検討

H29.3.3

2016-1-267 杉野香世子

乳腺科部

乳房専用PET（positron emission mammography: PEM）の術式決
定における有用性の検討

H29.4.27

2016-1-268 筑紫 聡

整形外科部

大腿四頭筋合併切除を行った悪性軟部腫瘍症例の残存四頭筋
断面積の経時的変化に関する研究

H29.2.13

2016-1-269 門脇重憲

薬物療法部

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

H28.12.13

2016-1-272 筑紫 聡

整形外科部

骨腫瘍切除後欠損部に対するアフィノス移植後の臨床成績に関
する研究

H29.3.10

2016-1-273 大西祥代

内視鏡部

Barrett食道に関する全国疫学調査・研究

H29.1.20

2016-1-275 村田慎一

放射線診断・
IVR部

腕頭動脈領域での腫瘍出血に対する止血塞栓術の検討

H29.1.16

2016-1-276 稲葉吉隆

放射線診断・
IVR部

高度食道閉塞に対する経胃経路を利用したステント留置症例の
検討

H29.1.16

2016-1-277 水野美香

婦人科部

術中センチネルリンパ節診断による子宮頸癌・体癌手術における
後腹膜リンパ節郭清省略の検討I

H29.3.9

2016-1-278 水野伸匡

消化器内科部

Borderline resectable膵癌および消化器神経内分泌癌における
血中KRAS解析のための予備的研究

H29.1.18

2016-1-279 服部正也

乳腺科部

ER陰性HER２陽性乳癌のtrastuzumabを含む術前薬物療法症例
におけるbasalmarkerの治療効果予測因子としての有用性に関す
る研究

H29.1.25

2016-1-280 木下朝博

臨床試験部／
血液細胞療法
部

第12次ATL全国実態調査
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2016-1-281 古平 毅

放射線治療部

中部地方における2006年以降10年間の上咽頭癌疫学調査

2016-1-282 村田慎一

放射線診断・IＶ
肝細胞癌術後早期再発症例の検討
Ｒ部

2016-1-283 石黒淳子

乳腺科部

非触知石灰化病変に対するSenoMark Ultraブレストマーカーを用
いた切除についての検討

H29.1.31

2016-1-284 坂尾幸則

呼吸器外科部

COG1413: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

H29.2.7

2016-1-285 大西祥代

内視鏡部

当院における化学療法に伴うHBV再活性化についての検討

2016-1-286 山本一仁

臨床試験部／
血液・細胞療法 疫学調査「血液疾患登録」
部

H29.1.18

2016-1-287 肱岡 範

消化器内科部

MIBGシンチにて集積を認めたGISTの１例の研究報告

H29.1.20

2016-1-288 肱岡 範

消化器内科部

膵神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの安全性と有効性の
検討

H29.1.18

2016-1-290 原 和生

消化器内科部

超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）で得られた検体に対す
る共焦点レーザー内視鏡（CLE）の有用性

H29.1.20

2016-1-292 原 和生

消化器内科部

胆道・膵疾患に対するプローブ型共焦点内視鏡の検討

H29.1.25

2016-1-294 今井勇伍

放射線診断・ＩＶ 胆管ステント留置後の急性胆嚢炎に対して行ったPTGBAと
Ｒ部
PTGBDの比較検討

2016-1-295 肱岡 範

消化器内科部

膵・消化管神経内分泌腫瘍に於ける111In-ペンテトレオチドシン
チグラフィ（SRS）の検出率とSSTR発現の相関に関する後ろ向き
研究

H29.3.14

2016-1-296 伊藤誠二

手術部兼消化
器外科部

胃癌治癒切除後患者を対象としたカペシタビン＋オキサリプラチ
ン（CapeOX）及びS-1＋オキサリプラチン（SOX）併用療法の第II
相臨床試験の追跡調査

H29.2.21

2016-1-297 伊藤誠二

手術部兼消化
器外科部

進行度（病理分類）Ｉ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に
関する前向きコホート研究

H29.3.3

2016-1-298 水野美香

婦人科部

「JGOG1078S: 本邦における外陰腟悪性黒色腫に関する調査研
究」

H29.2.13

2016-1-299 水野美香

婦人科部

「子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研
究」

H29.2.21

2016-1-301 福嶋敬子

看護部

CVポート設置におけるクリニカルパスバリアンス分析

H29.1.20

2016-1-302 木下朝博

臨床試験部／
JCOG:1411:未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツ
血液・細胞療法
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
部

H29.2.7

2016-1-303 伊藤誠二

手術部兼消化
器外科部

H29.2.7

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
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2016-1-304 細野覚代

疫学・予防部

乳がんのリスク判定に関するニーズ調査研究

H29.2.13

2016-1-305 伊藤誠二

手術部兼消化
器外科部

JCOG1507: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量したS-1術後補助化学療法に関す
るランダム化比較Ⅲ相試験

H29.2.14

2016-1-307 水野美香

婦人科部

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

H29.2.14

2016-1-308 青島京子

看護部

がんに罹患した後期高齢者の初期治療におけるコンフォートに影
響する要因

H29.3.16

2016-1-309 坂尾幸則

呼吸器外科部

多施設共同によるサルベージ手術についての後方視的検討

2016-1-310 平山 裕

内視鏡部

早期消化管癌症例における血漿中の癌診断バイオマーカーの探
索同定

H29.2.13

2016-1-311 丹羽康正

内視鏡部

早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予防を
目的とするステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダ
ム化比較第Ⅲ相試験（JCOG1217試験）

H29.2.7

2016-1-312 水野伸匡

消化器内科部

当院における切除可能/Boderline resectable膵癌の治療内容、
治療成績の研究報告

H29.2.7

2016-1-313 坂尾幸則

呼吸器外科部

癌性胸膜炎における悪性胸水量と予後との関連を調査する多施
設共同前向き観察研究
The prospective observational study for researching the
association between the survivals and the amount of malignant
pleural effusion in patients of malignant pleuritis

H29.2.27

2016-1-315 坂尾幸則

呼吸器外科部

低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価の
ための個人単位ランダム化比較試験

H29.2.14

2016-1-316 清水泰博

消化器外科部

本邦と米国における結腸癌の外科治療とその成績を比較する多
施設共同後ろ向きコホート研究

H29.2.27

2016-1-317 清水泰博

消化器外科部

本邦と米国における直腸癌の治療成績を比較する多施設共同後
ろ向きコホート研究

H29.2.27

2016-1-318 牧田智誉子

放射線治療部

頭頸部扁平上皮癌に対する術後放射線治療の治療成績に関す
る後向き研究

H29.2.14

2016-1-319 山本一仁

JCOG0601
臨床試験室／
未治療のCD20陽性びまん性大細胞型Bリンパ腫に対するR血液・細胞療法
CHOP療法におけるRituximabの投与スケジュールの検討を目的
部
としたランダム化第Ⅱ／Ⅲ相試験

H29.2.14

2016-1-320 谷口浩也

薬物療法部

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における治療感受性、
予後予測因子の探索的研究（Expratory analysis of predictive
and prognostic biomarkers in PARADIGM study)

2016-1-322 原 和生

消化器内科部

胆道癌の術前評価におけるconvex型EUSの有用性についての後
方視的研究
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2016-1-323 清水泰博

消化器外科部

大腸癌肝転移高齢患者に対する外科的切除とラジオ波焼灼、放
射線照射治療法との治療成績の比較検討

H29.3.17

2016-1-324 樋田豊明

呼吸器内科部

悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究

H29.3.23

2016-1-325 樋田豊明

呼吸器内科部

EGFR遺伝子変異を有するチロシンキナーゼ阻害剤未治療の進
行性非小細胞肺癌患者に対する1次療法としてのジオトリフ投与
時の用量調節に関わる実臨床上のデータ

H29.3.22

2016-1-327 舛石俊樹

シニアレジデン 進行結腸・直腸癌に対する用量調節Regorafenib投与法の有効性
ト
および薬物動態に関する第Ⅱ相試験

H29.2.20

2016-1-328 木下敬史

消化器外科部

ダ・ヴィンチXi手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下直腸癌
手術の臨床応用に関する試験

H29.4.11

2016-1-330 原 和生

消化器内科部

胆管狭窄に対する初回経乳頭的胆道ドレナージに伴う膵炎発症
への内視鏡的乳頭括約筋切開術の影響

H29.4.21

2016-1-331 谷口浩也

薬物療法部

化学療法抵抗性のBRAF V600E変異陽性 切除不能進行・再発大
腸がんに対するエリブリン療法のパイロット試験（BRAVE PILOT）

H29.4.4

2016-1-332 坂尾幸則

呼吸器外科部

胸腔鏡下術後当日離床による術後回復促進に向けた取り組みの
検証（後ろ向きコホート研究）

H29.3.14

2016-1-333 門脇重憲

薬物療法部

分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のた
めのコホート研究

H29.3.14

2016-1-334 坂尾幸則

呼吸器外科部

肺がんおよび縦隔腫瘍に対する周術期の不安・抑鬱評価を加え
た術後回復プログラムの強化ＨＡＤＳ（Hospital anxiety and
depression scale）を用いたアンケート調査

H29.5.18

薬物療法部

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)

H29.2.27

2016-1-336 谷口浩也

薬物療法部

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における治療感受性、
予後予測因子の探索的研究（Expratory analysis of predictive
and prognostic biomarkers in PARADIGM study)

H29.2.27

2016-1-337 水野美香

婦人科部

稀な外陰部類上皮肉腫の症例検討

H29.2.27

2016-1-338 坂尾幸則

呼吸器外科部

5-アミノレブリン酸(5-ALA)を用いた胸部悪性腫瘍に対する術中
蛍光診断の有効性に関する研究

H29.3.14

2016-1-339 清水泰博

消化器外科部

ACC-FLAP: 大腸癌の腹腔鏡下手術および開腹手術における遊
離癌細胞の術中散布に関する前向き研究

H29.3.3

2016-1-340 水野伸匡

消化器内科部

Borderline resectable膵癌および消化器神経内分泌癌における
血中KRAS解析のための予備的研究

H29.2.27

2016-1-341 坂尾幸則

呼吸器外科部

多施設共同によるサルベージ手術についての後方視的検討

H29.3.14

2016-1-335 谷口浩也
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2016-1-342 門脇重憲

薬物療法部

Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab+Irinotecan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）

2016-1-343 高津 淳

リハビリテーショ
舌癌周術期リハビリテーションにおける構音障害に関する研究
ン部

2016-1-344 曽我倫久人

泌尿器科部

2016-1-345 田地浩史

慢性好中球性白血病と非定型慢性骨髄性白血病に対する同種
血液・細胞療法
造血幹細胞移植成績の検討
部
(二次調査)

2016-1-346 古平 毅

放射線診断部

JCOG1208:T1-2N0-1M0中咽頭癌に対する強度変調放射線治療
（IMRT)の多施設共同非ランダム化検証的試験

H29.3.24

2016-1-347 小森康司

消化器外科部

肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前
術後FOLFOX／XELOX療法併用肛門括約筋部分温存手術（ISR)
のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

H29.3.21

2016-1-348 原 和生

消化器内科部

膵腫瘍の術前でのEUS-FNAにおける迅速細胞診の有用性につ
いての後方視的研究

H29.3.10

2016-1-349 服部正也

乳腺科部

ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法に
よる維持療法を利用したべバシズマブ＋パクリタキセル療法の治
療最適化研究―多施設共同無作為化比較第Ⅱ相臨床試験―
［JBCRG-M04 (BOOSTER)trial]

H29.4.14

2016-1-350 澤木正孝

乳腺科部

乳がん骨転移におけるBone scan indexの有用性に関するコホー
ト研究

H29.4.4

2016-1-351 岩田広治

乳腺科部

JCOG1017A：「Stage Ⅳ乳癌に対する原発巣切除が血中循環乳
癌細胞に及ぼす影響に関する研究」（JCOG1017 附随研究）

H29.3.28

2016-1-352 舛石俊樹

薬物療法部

進行結腸・直腸癌に対する用量調節Regorafenib投与法の有効性
および薬物動態
に関する第Ⅱ相試験

H29.4.7

2016-1-353 原 和生

消化器内科部

膵仮性嚢胞に対するEUS-CD（超音波内視鏡下嚢胞ドレナージ）
におけるFCSEMS (fully-covered metallic stent)の有用性・安全性
の検討

H29.3.21

2016-1-354 原 和生

消化器内科部

膵腫瘍の術前でのEUS-FNAにおける迅速細胞診の有用性につ
いての後方視的研究

H29.3.22

2016-1-356 谷口浩也

薬物療法部

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)

H29.3.28

2016-1-357 谷口浩也

薬物療法部

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における治療感受性、
予後予測因子の探索的研究（Expratory analysis of predictive
and prognostic biomarkers in PARADIGM study)

H29.3.28

2016-1-358 福田裕次郎

頭頸部外科部

頭頸部癌治療におけるCarotid Blowout Syndrome（CBS）の検討

H29.3.30

2016-1-359 清水泰博

消化器外科部

消化器癌（胃癌・大腸癌）患者における血液中循環がん細胞
（CTC）に関する基礎的検討とその臨床応用に関する研究

H29.5.10

去勢抵抗性前立腺がんに対する、エンザルタミドの効果予測因子
としての、血清中テストステロン値の意義評価を目的とした後方
視的観察研究
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2016-1-360 曽我倫久人

泌尿器科部

泌尿器がんに対する外科切除時の、インドシアニングリーンを使
用した近赤外蛍光法の安全性、有益性の検証

H29.4.13

2016-1-361 谷口浩也

薬物療法部

進行再発大腸癌におけるmicrosatellite instability (MSI)を検討す
る多施設共同研究（GI-SCREEN CRC-MSI）

H29.4.6

2016-1-362 平山 裕

内視鏡部

消化管癌症例における血清・血漿中の癌診断バイオマーカーの
探索同定

H29.4.7

2016-1-363 岩屋博道

消化器内科部

当院における抗血栓薬内服者に対する超音波内視鏡下穿刺細
胞診（EUS-FNA)の現状

H29.4.21

2016-1-364 水野伸匡

消化器内科部

進行胆道癌を対象としたゲムシタビン＋シスプラチン併用療法
（GC療法）とゲムシタビン＋S-1併用療法（GS療法）の第Ⅲ相比較
試験 JCOG1113

H29.4.13

2016-1-365 水野美香

婦人科部

「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
および登録情報に基づく研究」

H29.4.6

2016-1-367 桑原崇通

消化器内科部

人工知能を用いた膵管内乳頭粘液性腫瘍の術前悪性予測の有
用性

H29.4.14
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