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223

未治療の進行再発大腸癌に対する個別化mFOLFOX＋
消化器センター 三宅 泰裕
Bmab療法の第Ⅱ相臨床試験

平成25年4月9日

224

高齢者進行・再発大腸癌に対する
UFT/LV/Bevacizumab併用療法の臨床第Ⅱ相試験

消化器センター 三宅 泰裕

平成25年4月9日

オキサリプラチン既治療進行・再発大腸癌に対する２次
225 治療としてのXELIRI＋ベバシズマブ併用療法に関する 消化器センター 三宅 泰裕
安全性・有効性の検討−Phase ⅠⅡStudy

平成25年4月9日

結腸・直腸がんのFOLFOX/XELOX療法に対する制吐療
226 法についてアプレピタント併用の有用性を検討するため 消化器センター 三宅 泰裕
の多施設共同無作為化比較試験

平成25年4月9日

フォンダパリヌクスナトリウムによる腹腔鏡下大腸切除
227 術施行患者の静脈血栓塞栓症（VTE）の予防に関する
有効性の検討

消化器センター 三宅 泰裕

平成25年4月9日

T1，T2 下部直腸癌に対する補助療法併用縮小手術の
消化器センター 三宅 泰裕
評価 第Ⅱ相臨床試験

平成25年4月9日

228

医学論文の投稿：「Intraarticular step‑offs of distal
radius fractures evaluated with Computed Tomography
229
整形外科
−Association with extra‑articular fracture angulation
−」
TS‑1 術後補助化学療法後の再発胃癌症例に対する
230 TS‑1＋CDDP（SP）療法とCapecitabine＋CDDP（XP）療 外科
法の無作為化第Ⅱ相臨床試験（プロトコール改正）
測定可能病変を有するHER2陰性切除不能胃癌症例に
対するTS‑1＋CDDP（SP）療法とカペシタビン＋CDDP
231
外科
（XP）療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験（プロトコール改
正）

田邉 勝久

平成25年4月23日

岡 義雄

平成25年5月2日

岡 義雄

平成25年5月2日

232

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

岡 義雄

平成25年5月2日

233

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

岡 義雄

平成25年5月2日

234

直腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
消化器センター 三宅 泰裕
XELOX療法の有効性確認試験

235 亜鉛トランスポーター遺伝子解析

中島 良一

平成25年5月17日

瀧内 秀和

平成25年5月17日

EGFR陽性及びKRAS codon G13Dの進行・再発の結腸・
消化器センター 三宅 泰裕
237 直腸癌に対するBSCとCetuximabとIrinotecan＋
Cetuximab併用療法のランダム化比較第Ⅱ相試験

平成25年6月6日

JFMC47‑1202‑C3 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
238 XELOX療法における5‑FU系抗がん剤およびオキサリプ 消化器センター 三宅 泰裕
ラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較
臨床試験付属研究

平成25年6月6日

236

小児科

平成25年5月2日

前立腺肥大症患者に対するα１部ロッカーの有用性に
泌尿器科
関する検討
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StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法
239 としての日本人におけるXELOX療法の有効性・安全性 消化器センター 三宅 泰裕
の検討−PhaseⅡ試験−

平成25年6月6日

治癒切除不能・進行再発大腸癌における１次治療として
240 のXELOX（100mg/㎡）＋ベバシズマブ併用療法に関す 消化器センター 三宅 泰裕
る有効性の検討

平成25年6月27日

術後補助化学療法にOxaliplatinを用いた大腸癌再発症
消化器センター 三宅 泰裕
例に対してのFOLFOX、XELOX±BVの再投与の検討

平成25年6月27日

OGS1102 Intensive chemotherapy 困難な切除不能進
消化器センター 三宅 泰裕
242 行・再発結腸・直腸癌に対するCapecitabineと
Bevacizumab併用療法の臨床第Ⅱ相試験

平成25年6月27日

241

変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療
243 効果に関する試験
整形外科
（新たな安全性情報の報告、共同研究者変更）

田邉 勝久

平成25年7月1日

244

ベタニス錠 25mg・50mg 緑内障を合併する患者に対す
泌尿器科
る特定使用成績調査

瀧内 秀和

平成25年8月6日

245

血管の動脈硬化度に対するベラプロストナトリウムの有
用性の検討（プロトコール改正）

糖尿病・内分泌内科

紅林 昌吾

平成25年8月19日

インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検
討−前向き観察研究−Insulin combined with the DPP‑
246
4 inhibitor sitagliptin for diabetes：evaluation study（I‑
UNITE Study）

糖尿病・内分泌内科

紅林 昌吾

平成25年8月19日

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 Trazenta Randomized study for
247
Using insulin patient of Type 2 Diabetes（TRUST2
Study）

糖尿病・内分泌内科

紅林 昌吾

平成25年8月19日

248

根治切除不能大腸癌に対するセツキシマブを含む一次
消化器センター 三宅 泰裕
治療における有害事象とQoLの関連の検討（QUACK）

平成25年8月19日

249

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

平成25年8月19日

消化器センター 三宅 泰裕

KRAS遺伝子野生型切除不能・進行再発大腸癌に対す
250 るPanitumumab＋フッ化ピリミジン系薬剤併用療法の臨 消化器センター 三宅 泰裕
床第Ⅱ相試験
フッ化ピリミジン系薬剤、オキサリプラチン、イリノテカ
ン、抗VEGF抗体治療薬、抗EGFR抗体治療薬投与歴を
251 有する治療切除不能な進行・再発結腸／直腸癌に対す 消化器センター 三宅 泰裕
るレゴラフェニブ VS S‑1＋ベバシズマブ併用療法の
無作為化比較 臨床第Ⅱ相試験
大腸癌肝転移切除後患者を対象としたカペシタビンとオ
252 キサリプラチン併用補助化学療法（XELOX）の忍容性試 消化器センター 三宅 泰裕
験

平成25年8月19日

平成25年10月3日

平成25年10月3日

253

癌、アレルギー、自己免疫疾患における病因蛋白およ
び疾患マーカーの同定

外科

根津 理一郎

平成25年10月3日

254

潰瘍性大腸炎周術期血栓塞栓症スクリーニングの
前向き研究

外科

根津 理一郎

平成25年10月3日
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255 腸管粘膜固有層に存在する免疫担当細胞の同定
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根津 理一郎

進行・再発の結腸・直腸癌におけるパニツムマブ療法の
消化器センター 三宅 泰裕
256 皮膚毒性に対する予防療法の検討
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法と
257 してのTS‑1＋Docetaxel併用療法とTS‑1単独療法のラ 外科
ンダム化比較第Ⅲ相試験
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS‑1術後補助化学
258 療法の予後予測因子および副作用発現の危険因子に 外科
ついての探求的研究
259

膵癌術前化学療法としてのGemcitabine＋S‑1療法（GS
外科
療法）の第Ⅱ／Ⅲ相臨床試験

平成25年10月3日

平成25年10月3日

岡 義雄

平成25年10月24日

岡 義雄

平成25年10月24日

岡 義雄

平成25年10月24日

抗凝固剤（フォンダパリヌクスナトリウム・エノキサパリン
ナトリウム）による腹腔鏡下大腸切除術施行患者の静脈
消化器センター 三宅 泰裕
260
血栓症（VTE）の予防に関する有効性の検討 第Ⅲ相試
験（プロトコール改正）
化学療法未施行Ⅲ／Ⅳ期進行再発肺扁平上皮癌に対
261 するq４w CBDCA＋nab‑paclitaxel併用療法の臨床第Ⅱ 内科
相試験

承認日

平成25年10月24日

池田 聡之

平成25年11月8日

262

変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療
整形外科
効果に関する試験（プロトコール改正）

田邉 勝久

平成25年11月8日

263

遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究
麻酔科
（J‑HOPE３研究）

松村 陽子

平成25年12月20日

田邉 勝久

平成25年12月20日

JFMC47‑1202‑C3（ACHIEVE Trial）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
265 療法またはXELOX療法における5‑FU系抗がん剤およ 消化器センター 三宅 泰裕
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（プロトコール改正）

平成25年12月20日

変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療
264 効果に関する試験（新たな安全性情報の報告）
整形外科

変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療
266 効果に関する試験（新たな安全性情報の報告）
整形外科

田邉 勝久

平成26年1月28日

消化器センター 三宅 泰裕

平成26年1月28日

治癒切除不能・進行再発大腸癌における２次治療として
268 のXELOX＋ベバシズマブ併用療法に関する有効性の検 消化器センター 三宅 泰裕
討

平成26年1月28日

KRAS野生型の進行・再発大腸癌に対するSOX＋B‑
269 mab療法とSOX＋C‑mab療法の無作為化比較第Ⅱ相試 消化器センター 三宅 泰裕
験

平成26年1月28日

267

局所進行直腸癌に対する周術期XELOX療法に関する
有効性の検討 PhaseⅡStudy
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高齢者肺扁平上皮癌に簡易栄養状態評価表(MNA)を用
270 いたCarboplatin＋weekly nab‑Paclitaxelの第Ⅱ相臨床 内科
試験

池田 聡之

平成26年1月28日

大腸癌術後補助化学療法におけるTS‑1の投与方法に
271 関する無作為化第Ⅱ相試験
外科
（標準投与／隔日投与）

村上 雅一

平成26年1月28日

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
272 ロン・リバビリン療法の治療効果ならびに安全性につい 消化器内科 小川 弘之
ての検討

平成26年1月28日

ゲムシタビン不応切除不能進行膵癌に対するゲムシタ
273 ビン＋S‑1併用療法 vs S‑1療法のランダム化比較第Ⅱ 消化器内科 小川 弘之
相試験

平成26年1月28日

核酸アナログ投与中のB型肝炎症例におけるHBV関連
消化器内科 小川 弘之
マーカーと発症の関連についての研究

平成26年1月28日

274

変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療
275 効果に関する試験（新たな安全性情報の報告）
整形外科

田邉 勝久

平成26年1月28日

JFMC48‑1301‑C4（ACHIEVE‑2 Trial）
再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸がん治癒
276 切除例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6 消化器センター 三宅 泰裕
療法またはXELOX療法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

平成26年3月10日

変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療
277 効果に関する試験
整形外科
（新たな安全性情報の報告）

田邉 勝久

平成26年3月10日

278

炎症性腸疾患の疾患予後や治療効果解析に関する多
消化器内科 小川 弘之
施設共同観察研究

平成26年3月10日

279

肝細胞癌に対するソラフェニブ投与症例の多施設共同
前向き観察研究

平成26年3月10日

消化器内科 小川 弘之

幽門狭窄を伴う根治切除不能進行胃癌に対する胃空腸
280 バイパス手術と内視鏡下胃十二指腸ステント留置術の 外科
ランダム化比較試験
胃癌患者におけるNY‑ESO‑1抗体価の腫瘍マーカーと
281 しての有用性の検討（プロトコール変更）

外科

岡 義雄

平成26年3月27日

岡 義雄

平成26年3月27日

