課題番号

研究課題名
副腎腫瘍の頻度、病因、臨床経過に関する研究調査

2018-05-05 GAからHbA1ｃの換算式～病型による違い～

内科（内分泌代謝）
内科（内分泌代謝）

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）

初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するノギテカンによる地固め療法の有効性と安全性
に関する検討

内科（血液）

初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対するBendamustin+Rituximab療法終了後のFDG-PET/CT
を用いた研究－W-JHS NHL01－

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
2015-12-08

診療科/所属

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）
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）

2016-05-01

ビンクリスチン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-

内科（血液）

2016-05-02

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-

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）

2017-04-01 当院における2000年以後のマントル細胞リンパ腫治療成績：大量化学療法の有無での比較

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）

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
2017-06-03 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-WJHS 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）

2017-08-02

関西骨髄腫フォーラムデータベースに登録された多発性骨髄腫患者における幹細胞採取不
良の後方視的解析

2017-09-03 血液凝固異常症全国調査
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）
内科（血液）
内科（血液）

課題番号

研究課題名

診療科/所属

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）

2018-02-03 当院濾胞性リンパ腫の治療内容と成績に関する研究

内科（血液）

2018-06-03 自己免疫性溶血性貧血患者の血中ST2と赤血球結合IgGサブクラスの定量

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）

2016-09-05

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（腎臓）

わが国の腎臓病患者における腎生検データベース（J-RBR）構築ならびに総合データベース
（J-KDR）構築に関する研究

内科（腎臓）

ⅠgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究

内科（腎臓）

ＩｇＡ腎症の治療法と予後との関連に関する後方視的な多施設大規模研究

内科（腎臓）

先天性血液凝固因子および凝固阻止因子欠損症の分子遺伝子学的検討

神経内科

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
2017-07-02
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

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）

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試験

消化器内科
（肝胆膵）

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

消化器内科
（肝胆膵）

転移性肝腫瘍に対するRFA施行症例の集積〈多施設共同研究〉

消化器内科
（肝胆膵）

初発肝細胞癌に対する治療法と予後の解明〈多施設共同研究〉

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）

2016-12-04 ERCP関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究

消化器内科
（肝胆膵）

2016-12-02 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

消化器内科
（肝胆膵）

2016-12-03

無症候性自己免疫性膵炎に膵内・外分泌機能の臨床経過を目的とした多施設前向き観察研
究

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）

2017-06-07 SGLT2阻害剤による糖尿病合併脂肪肝への改善効果についての検討

消化器内科
（肝胆膵）

課題番号

研究課題名

診療科/所属

2017-06-06 慢性肝疾患にともなうかゆみの実態とその原因についての検討

消化器内科
（肝胆膵）

2017-10-06 遠位悪性胆道狭窄に対する術前ドレナージの検討

消化器内科
（肝胆膵）

2018-09-01 当院におけるC型肝炎患者の掘り起こしのための院内連携の取り組み

消化器内科
（肝胆膵）

2015-07-06

大腸ポリープ切除後出血に対する予防的クリッピングの有用性に関する多施設共同ランダム
化比較試験

消化器内科
（消化管）

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）

2015-07-07 多発胃癌のバイオマーカーとしてのmicroRNAの有用性の検討

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）

2016-01-02 転移性膵腫瘍に関する後ろ向き多施設共同研究

消化器内科
（消化管）

2016-02-01 手術適応なしと判断された高齢者胃癌患者の治療選択

消化器内科
（消化管）

2016-02-03

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

消化器内科
（消化管）

2016-02-02

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（多施設共同前向き試験）

消化器内科
（消化管）

2016-03-04 高齢者胃癌患者における治療選択と分子標的治療薬使用の現状

消化器内科
（消化管）

Starting enteral nutrition within 4-days of admission may improves mortality for patients
2016-02-10 with severe acute pancreatitis.
（早期の経腸栄養（4日以内）は重症急性膵炎の死亡率を低減する）

消化器内科
（消化管）

Endoscopic pancreatic stent for prophylaxis in patients at high-risk of post-ERCP
pancreatitis: A matched propensity analysis
2016-02-11
（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）

2016-11-04

切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン・ナブパクリタキセル併用療法の治療効果、有害事
象および予後の予測因子の検討

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）

2017-02-06 大腸憩室出血に対する wach and wait strategy

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）

2017-02-09 手術適応なしと判断された高齢者胃癌患者の治療選択と予後

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）

2017-09-01 原発性小腸癌の免疫組織学的解析と化学療法治療効果の検討

消化器内科
（消化管）

2017-11-01 上部消化管疾患におけるクロノタイプの特徴の探索：日本における多施設共同研究

消化器内科
（消化管）

新高速画像エンジン処理（FAiCE-V NS1）導入によるERCP時の放射線被ばく線量低減に関
する検討
2017-02-04
Novel processing engine for X-ray fluoroscopic images(FAiCE-V NS1) can reduce radiation
exposure in the procedure of ERCP but keep the quality of images

消化器内科
（消化管）

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）

2017-12-12

2017-12-08 生薬青黛使用歴のある潰瘍性大腸炎の有害事象に関する多施設実態調査

消化器内科
（消化管）

課題番号

研究課題名

診療科/所属

2018-01-03

切除不能肝門部悪性胆道狭窄症例による閉塞性黄疸に対するPartial Stent-in-stent専用
胆管金属ステントの有用性と安全性を検討する多施設共同前向き研究

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）

2017-11-02 20mm以上の大腸腫瘍性病変に対する内視鏡治療アプローチ

消化器内科
（消化管）

2018-05-04 非乳頭部十二指腸癌に対する内視鏡治療成績

消化器内科
（消化管）

2018-04-03

消化器内科
（消化管）

悪性胃十二指腸狭窄に対する消化管ステント留置術とバイパス手術の検討

2018-05-08 小型大腸ポリープに対するCold snare polypectomy の切除断端の検討～EMRとの比較

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）

2018-07-02

消化器内科
（消化管）

非乳頭部十二指腸腺腫経過観察例に関する多施設共同後ろ向きコホート研究

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

2017-09-11 栄養スコア、肝臓線維化スコアの心不全患者の死亡率との検討

循環器内科

2017-09-12 栄養スコアと心不全１年再入院率の相関の検討

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

小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験（LLBNHL03）

小児科

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

周産期医療の質と安全の向上のための研究

小児科

小児固形腫瘍観察研究

小児科

2015-08-01 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の診断・全国調査研究
2016-07-03

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

2017-12-05 Simple febrile seizure plus に対するジアゼパム坐剤の有効性の検討

小児科
小児科
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
外科（上部消化管）
第Ⅱ相臨床試験
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）

悪液質を伴う進行再発胃がんの化学療法に対するプロシュアの有用性に関する第Ⅱ相試験 外科（上部消化管）
幽門側胃切除後再建（Billroth-I法versus Roux-en-Y法）に関するランダム化比較第Ⅱ相試
験の追跡調査

外科（上部消化管）

課題番号

研究課題名

診療科/所属

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）

OGSG1302 既治療進行・再発胃癌患者に対する減量投与におけるnab-Paclitaxel臨床第Ⅱ 外科（上部消化管）
相試験
消化器内科
OGSG1401 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対するカペシタビン＋シスプラチン療法の第
外科（上部消化管）
Ⅱ相試験

2015-04-01

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

腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切除不能進行・再発胃癌症例
に対するsurgical interventionの意義と適応に関するQOL scoreを使用した前向きコホート研
究

外科（上部消化管）

狭窄症を伴う初発治癒切除不能進行胃癌により経口摂取が不可能になった症例に対する
surgical interventionの意義と適応に関するQOL scoreを使用した前向きコホート研究

外科（上部消化管）

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

外科（上部消化管）

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）

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
外科（上部消化管）
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

2015-04-02

JCOG1013 切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用（CS)療法とドセタキ
外科（上部消化管）
セル/シスプラチン/S-1併用（DOS)療法のランダム化第Ⅲ相試験

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

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
外科（上部消化管）
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

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）

外科（上部消化管）

2015-10-01

5-fu、プラチナ系、タキサン系薬剤に不応・不耐となった進行・再発食道癌に対するS-1単独
療法の臨床第Ⅱ相試験 OGSG1404

2015-10-11

JCOG1013 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
外科（上部消化管）
料（組織・血液）の提供と将来の利用について

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）

外科（上部消化管）

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/Ｉ-LV 療法 vs.
2015-11-02 FLTAX ( 5-FU/Ｉ-LV+PTX）療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験
外科（上部消化管）
（JCOG1108/WJOG7312G）
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）

2016-04-06

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

外科（上部消化管）

2016-11-01 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試験第Ⅱ/Ⅲ相試験

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
外科（上部消化管）
ランダム化第Ⅲ相試験（RINDBeRG試験)

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 外科（上部消化管）

課題番号

研究課題名

診療科/所属

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
201７-0４-05 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 外科（上部消化管）
ダム化比較第III 相試験」の附随研究)
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外科（上部消化管）
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）

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
外科（上部消化管）
シング（NGS）による網羅的遺伝子検索（※STAR ReGISTry 付随研究）

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）

「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
2018-03-05 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 外科（上部消化管）
マーカー研究 JACCRO GC-07AR2
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）

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

外科（下部消化管）

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

外科（下部消化管）

KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法ｍFOLFOX6と周術期化学
療法ｍFOLFOX6＋セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験（EXPERT試験）

外科（下部消化管）

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系抗がん剤及びオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダ 外科（下部消化管）
ム化第Ⅲ相比較臨床試験 JFMC47-1202-C3 （ACHIEVE Trial）
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）

切除不能な進行・再発大腸癌に対する2次治療としてのXELIRI with/without Bevacizumab療
法とFOLFILI with/without Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ランダム化比較試験
(AXEPT)

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
2015-12-03

標準化学療法施行後に病勢進行が認められた転移性結腸・直腸癌患者を対象とした、
Regorafenib 120㎎/day療法に関する有効性及び安全性の検討

外科（下部消化管）
外科（下部消化管）

2016-07-02 C4.4AのC末端ペプチドに対する抗体による大腸癌の再発予測に関する多施設研究

外科（下部消化管）

2016-06-03 閉塞性大腸癌の治療方法と成績（多施設共同、後方視的研究）

外科（下部消化管）

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
2017-01-04 Thromboembolism(VTE) in Cancer Patients：a Multicenter Prospective Registry Cancer-VTE 外科（下部消化管）
Registry
2017-06-08 虫垂癌の治療成績の検討

外科（下部消化管）

2017-09-06 閉塞性大腸癌緊急手術の術後短期成績不良因子の検討（大腸ステント適応に関する考察）

外科（下部消化管）

2017-09-09 進行・再発大腸癌に対する化学療法一次治療を低侵襲レジメンとした場合の予後の検討

外科（下部消化管）

2018-01-05 cT4b大腸癌におけるpRM1のリスク因子についての検討

外科（下部消化管）

2017-12-09

腹腔鏡下大腸癌手術においてインドシアニングリーン蛍光標識腹膜垂を用いたナビゲーショ
ン手術に関する前向き研究

外科（下部消化管）

課題番号
2017-08-01

研究課題名
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)

診療科/所属
外科（下部消化管）

2018-01-01 中結腸血管周囲の動静脈相互関係に関する後方視的検討

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）

「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
2017-08-04 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）

2018-03-01 骨盤側方腔の解剖変異様式に関する後方視的検討

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）

2018-06-01 虫垂腫瘍の臨床病理学的特徴に関する後ろ向き研究

外科（下部消化管）

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
2018-06-02
外科（下部消化管）
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―

2015-07-02

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

外科（肝胆膵）

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

外科（肝胆膵）

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

外科（肝胆膵）

2015-09-01 膵全摘患者に対する前向き実態調査

外科（肝胆膵）

2015-10-08 膵臓癌の診療向上のための分子遺伝学的および分子疫学的研究

外科（肝胆膵）

2015-12-01

症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討 ～前向き多施設共同
研究～

外科（肝胆膵）

2015-11-03

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）

外科（肝胆膵）

2016-02-13

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）

外科（肝胆膵）

2016-04-04

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

外科（肝胆膵）

2016-12-01 膵頭十二指腸切除術後ドレーン排液の細菌培養検査に関する研究

外科（肝胆膵）

2017-04-03 肝細胞癌手術症例におけるSurgical Apgar Scoreの臨床的意義

外科（肝胆膵）

2017-07-03 高齢者の急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績

外科（肝胆膵）

2017-12-01 腹腔鏡下肝切除術における術中出血量の検討

外科（肝胆膵）

2017-12-02 黄色肉芽腫性胆嚢炎に関する臨床病理学的検討

外科（肝胆膵）

2017-12-04 膵体尾部切除術の手術成績の検討

外科（肝胆膵）

2017-12-13 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）

外科（肝胆膵）

2018-05-03 膵切除術後症例における術後せん妄の検討

外科（肝胆膵）

課題番号

研究課題名

診療科/所属

2018-04-02 胆嚢ドレナージ後の腹腔鏡下胆嚢摘出術の至適時期に関する検討

外科（肝胆膵）

2018-05-09 腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績の検討

外科（肝胆膵）

2018-05-07 膵頭十二指腸切除術後の胆液瘻の研究

外科（肝胆膵）

2018-08-03 腹腔鏡下胆嚢摘出術施行症例における胆嚢管合流異常の検討

外科（肝胆膵）

2018-09-02 膵癌と胆管癌の鑑別に関する検討

外科（肝胆膵）

2018-06-05

左葉系肝切除後の胃内容排泄遅延に対する癒着防止剤（セプラフィルム）の有用性に関する
検討

外科（肝胆膵）

若年者自然気胸手術における胸膜被覆処置が術後再発率に及ぼす影響を調査する多施設
共同後向き観察研究

外科（呼吸器）

2018-08-02 慢性血液透析患者における肺癌切除成績に関する多施設後ろ向き観察研究

外科（呼吸器）

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

外科

2017-08-03

大阪府がん診療連携協議会がん登録・情報提供部会
大阪府がん診療実態調査事業 「大阪府のがん診療拠点病院の診療の質の測定」

外科

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

外科

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

2017-09-04 CAS導入後のCEA治療成績の検討
2017-09-05

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）

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
2017-03-03

深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの有効
性及び安全性に関する登録観察研究

2017-05-03 閉塞性動脈硬化症における脂質異常症の関与

脳神経外科
脳神経外科
脳神経外科
心臓血管外科
循環器内科
心臓血管外科
循環器内科
心臓血管外科
循環器内科

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC:castration resistant prostate cancer）患者に対する抗アンドロ
2015-12-04 ゲン剤交替療法後のエンザルタミドの臨床効果と安全性に関する前向き観察研究:DELC
study

泌尿器科

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

2016-11-05

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

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
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
産婦人科

課題番号

研究課題名

2018-05-06 胞状奇胎の掻爬回数と続発症頻度に関する調査研究
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）

診療科/所属
産婦人科
耳鼻いんこう科

2017-03-05 ムンプス難聴症例の全国実態調査

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

2018-02-02 急性期脳卒中における摂食機能療法の効果の検討

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
神経内科

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

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

看護部

2018-04-01 慢性心不全患者とともに生きる家族の体験-配偶者に焦点をあてて-

看護部

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

医療情報室

