
氏名 所属

Y0001
消化器癌に対する術中ICG局注赤外線内視鏡観察による術
中リンパ節、リンパ流評価の有用性についての研究

坂井 義治 医学研究科 医学専攻外科学講座消
化管外科学

Y0002
脳卒中急性期の上肢運動麻痺に対するHAL-SJを用いたパ
イロット試験

宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

Y0003
慢性肝疾患および胆汁うっ滞性肝疾患に伴う皮膚掻痒症に

対するナローバンドUVB療法の有効性に関する研究 髙井 淳 医学研究科 地域医療システム学講
座（寄附）

Y0004

重介護の要因となる脳神経疾患の治療前／治療中／治療後

におけるサイバニックシステム（サイバニックインター

フェース／サイバニックデバイス）の有用性を実証するた

めの研究

宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

Y0005
進行肝細胞癌を対象としたレンバチニブとシスプラチン肝

動注化学療法の併用療法　多施設共同第II相試験 佐藤 俊哉 医学研究科 社会健康医学系専攻健
康解析学講座医療統計学

Y0006
Pediatric Hepatic International Tumor Trial 
小児肝癌に対する国際共同臨床試験（JPLT4:PHITT） 滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学

Y0007
前立腺がん再発診断における[18F]FSU-880 PET/CTの臨
床的有用性の検討

中本 裕士 医学部附属病院 放射線部

Y0008
改良型術野投影機器が示す近赤外蛍光画像をガイドとして

行う肝切除における切離ライン精度の検討
瀬尾 智 医学部附属病院 外科（肝胆膵・移

植外科）

Y0009
JCOG1612( 局所切除後の水平断端陰性かつ高リスク下部
直腸粘膜下層浸潤（pT1癌）に対するカペシタビン併用放
射線療法の単群検証的試験 )

横山 顕礼 医学部附属病院 内科（腫瘍内科）

Y0011

OPTIVUS-Complex PCI: Optimal Intravascular 
Ultrasound Guided Complex Percutaneous Coronary 
Intervention Study
至適な血管内超音波ガイド経皮的冠動脈インターベンショ

ンの複雑性病変における臨床経過を評価する前向き観察研

究

木村 剛 医学研究科 医学専攻内科学講座循
環器内科学

Y0012
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

武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学

Y0013

未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボルテゾミ

ブ・レナリドミド・デキサメタゾンを用いた寛解導入療

法、自家末梢血幹細胞移植、ダラツムマブ・レナリドミ

ド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及びレナリドミド

を用いた維持療法の臨床効果と安全性を検討する第II相臨
床試験

髙折 晃史 医学研究科 医学専攻内科学講座血
液・腫瘍内科学

Y0014
筋萎縮性側索硬化症患者由来サンプルを用いたバイオマー

カー探索研究
井上 治久 ｉＰＳ細胞研究所 増殖分化機構研

究部門

Y0015
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（TEMPER）

大森 孝一 医学研究科 医学専攻感覚運動系外
科学講座耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

Y0016
特定臨床研究ー重症薬疹に対するステロイドパルス療法の

有用性に関する多施設共同臨床研究
椛島 健治 医学研究科 医学専攻皮膚生命科学

講座皮膚科学

Y0017

悪性胸水および/または悪性心嚢水合併EGFR遺伝子変異陽
性未治療非小細胞肺癌(扁平上皮癌を除く)あるいは再発例
に対するOsimertinibとBevacizumabの併用療法の有効性
と安全性の第Ⅱ相試験

阪森 優一 医学部附属病院 内科（腫瘍内科）

Y0018
日本人２型糖尿病患者におけるエンパグリフロジンの心臓

自律神経活動への効果に関する臨床研究
木村 剛 医学研究科 医学専攻内科学講座循

環器内科学

Y0019
癌合併の下腿限局型深部静脈血栓症に対する 適な抗凝固

療法の投与期間を検証する研究
木村 剛 医学研究科 医学専攻内科学講座循

環器内科学

研究責任者
受付番号 課題名



Y0022

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（R d ）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

諫田 淳也 医学部附属病院 内科（血液内科）

Y0023

脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エ

ドキサバンに よる抗凝固療法を基礎治療にカテーテルア
ブレーションの有用性を検証 する多施設共同ランダム化
比較研究

宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

Y0024
遠隔転移を有するまたは再発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/modified FOLFIRINOX 療法
/S-IROX 療法の第II/III 相比較試験

金井 雅史 医学研究科 臨床腫瘍薬理学・緩和
医療学講座（寄附）

Y0025
プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観

的 画像診断・ 
評価法の確立を目指す臨床研究

葛谷 聡 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座臨床神経学

Y0026
初発時慢性期および移行期小児慢性骨髄性白血病を対象と

したダサチニブとニロチニブの非盲検ランダム化比較試験

（CML-17）
滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学

Y0027
小児再発・難治フィラデルフィア染色体陽性白血病に対す

るポナチニブ安全性確認試験（PedPona19） 滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0398
JCOG0905：骨肉腫術後化学療法におけるIfosfamide併用
の効果に関するランダム化比較試験

岡本 健 医学部附属病院 臨床研究総合セン
ター

YC0418
JCOG0909：臨床病期Ⅱ/Ⅲ（T4 を除く）食道癌に対する
根治的化学放射線療法 +/-救済治療の第Ⅱ相試験 角田 茂 消化管外科

YC0430
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

戸井 雅和 医学研究科 医学専攻外科学講座乳
腺外科学

YC0530
IDRF(ImageDefinedRiskFactors)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臨床試験（JN-Ⅰ-10）

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0543
人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合

金（OXINIUM）の耐摩耗性に関する多施設共同研究 松田 秀一 医学研究科 医学専攻感覚運動系外
科学講座整形外科学

YC0599
小児および若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性白血病

に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験(ALL-T11) 滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0615
完全切除非扁平上皮非小細胞肺がんに対するペメトレキセ

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（略称：JIPANG）
伊達 洋至 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座呼吸器外科学;医学部附属病院

YC0634
再発危険因子を有するStage II大腸癌に対するUFT/LV療
法の臨床的有用性に関する研究（JFMC 46-1201） 坂井 義治 医学研究科 医学専攻外科学講座消

化管外科学

YC0648

高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期IB/II/IIIA期症例の
術後補助化学療法に対するS-1の連日投与法および隔日投
与法のランダム化第二相試験（瀬戸内肺癌研究会

SLCG1201）

伊達 洋至 医学研究科 医学専攻器官外科学講
座呼吸器外科学

YC0657
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

金 永学 医学部附属病院 内科（呼吸器内
科）

YC0663

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)

坂井 義治 医学研究科 医学専攻外科学講座消
化管外科学

YC0674
人工股関節全置換術におけるAquala ライナーの有効性と
安全性を評価する多施設共同研究

黒田 隆 医学部附属病院 整形外科

YC0676
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 髙折 晃史 医学研究科 医学専攻内科学講座血

液・腫瘍内科学

YC0679
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） 滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学



YC0690
JCOG1101：腫瘍径2 cm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

万代 昌紀 医学研究科 医学専攻器官外科学講
座婦人科学・産科学

YC0694
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
（JCOG1109）

角田 茂 消化管外科

YC0711

JCOG1114C：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

荒川 芳輝 医学部附属病院 脳神経外科

YC0722

臨床病期Ⅱ / Ⅲ 期(T4 を除く) 胸部食道扁平上皮癌を対象
としたDocetaxel+CDDP+5-FU  (DCF) 併用療法による
chemoselection 後に化学放射線療法あるいは外科切除の
第Ⅱ相試験

武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学

YC0723
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

伊達 洋至 医学研究科 医学専攻器官外科学講
座呼吸器外科学;医学部附属病院

YC0754
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(JPLT3-S, JPLT3-I) 滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0775
脳損傷患者におけるロボットスーツHALを用いたリハビリ
テーションの有効性の検討

宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

YC0783
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）

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0794

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ベバシズマブ＋パクリタキ

セル療法の治療 適化研究－多施設共同無作為化比較第II
相臨床試験－

戸井 雅和 医学研究科 医学専攻外科学講座乳
腺外科学

YC0807

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法にお

けるシタラビン投与法についてランダム化比較検討、およ

び寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する多施設

共同シームレス第II-III 相臨床試験（AML-12）

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0809
反復性経頭蓋磁気刺激法(rTMS)によるうつ病の脳構造・機
能変化についての研究

村井 俊哉 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座精神医学

YC0830
高悪性度非円形細胞肉腫に対する adriamycin, ifosfamide 
による補助化学療法とgemcitabine, docetaxelによる補助
化学療法とのランダム化第II/III相試験（JCOG1306）

松田 秀一 医学研究科 医学専攻感覚運動系外
科学講座整形外科学

YC0832
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

万代 昌紀 医学研究科 医学専攻器官外科学講
座婦人科学・産科学

YC0834

局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対

する 3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線
療法とWeekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線
療法に関するランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（JCOG1008）

大森 孝一 医学研究科 医学専攻感覚運動系外
科学講座耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

YC0837
瀬戸内肺癌研究会SLCG1301「病理病期I期（T>2cm）非
小細胞肺癌完全切除症例に対するS-1の連日投与法および
隔日投与法のランダム化第二相試験」

伊達 洋至 医学研究科 医学専攻器官外科学講
座呼吸器外科学

YC0849
結合ニューロフィードバックの気分障害への治療応用に関

する研究
村井 俊哉 医学研究科 医学専攻脳病態生理学

講座精神医学

YC0853
食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するステロイド併用EBD 
およびステロイド併用RICのランダム化比較第II/III 相試験
(JCOG1207)

武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学

YC0854

JCOG1016:初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニム
スチン（ACNU）化学放射線療法先行再発時テモゾロミド
化学療法をテモゾロミド化学放射線療法と比較するランダ

ム化第 III 相試験

荒川 芳輝 医学部附属病院 脳神経外科



YC0855
JCOG1303：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
荒川 芳輝 医学部附属病院 脳神経外科

YC0856
初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第Ⅱ

相臨床試験
荒川 芳輝 医学部附属病院 脳神経外科

YC0872

International Study for Treatment of Standard Risk 
Childhood Relapsed ALL 2010 
（第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する

第Ⅲ相国際共同臨床研究）

平松 英文 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC0882

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

角田 茂 消化管外科

YC1004
JCOG1314 : 切除不能または再発食道癌に対するC F（ 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

角田 茂 消化管外科

YC1005

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
坂井 義治 医学研究科 医学専攻外科学講座消

化管外科学

YC1006
JCOG1217: 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
武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫

瘍薬物治療学

YC1035
去勢抵抗性前立腺癌生検組織を用いたエンザルタミド治療

効果予測因子の検討
井上 貴博 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座泌尿器科学

YC1050
小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第II相臨床
試験（AML-P13） 滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学

YC1057
局所進行膵癌に対する動体追尾IMRTによる化学放射線療
法の有効性と安全性評価のための第Ⅱ相臨床試験

溝脇 尚志 医学研究科 医学専攻放射線医学講
座放射線腫瘍学・画像応用治療学

YC1066
再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageⅢ/Ⅳに対す
るDexICE治療の有効性及び安全性を検証する多施設共同
第Ⅱ相臨床試験（ALB-R13）

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1071
舟状骨偽関節に対する螺子挿入孔を利用した経皮的偽関節

手術
太田 壮一 医学研究科 医学専攻感覚運動系外

科学講座整形外科学

YC1085
Low-Density Lipoprotein (LDL)アフェレシス療法の重度尿
蛋白を伴う糖尿病性腎症に対する多施設臨床試験

柳田 素子 医学研究科 医学専攻内科学講座腎
臓内科学

YC1104
骨粗鬆症治療薬テリパラチドの変形性膝関節症進行抑制効

果に関する研究
松田 秀一 医学研究科 医学専攻感覚運動系外

科学講座整形外科学

YC1110
根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌

に対するエンザルタミドの臨床効果および安全性の検討
小川 修 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座泌尿器科学

YC1114
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血

小板剤2剤併用療法（DAPT）期間を1ヵ月に短縮すること
の安全性を評価する研究

木村 剛 医学研究科 医学専攻内科学講座循
環器内科学

YC1115
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 武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫

瘍薬物治療学

YC1139
標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫

の予後因子探索を主目的とした多施設共同試験(ALB-NHL-
14)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1143
7T-MRI装置による臨床応用に向けた高度計測基盤技術の
開発

岡田 知久 医学研究科附属脳機能総合研究セン

ター

YC1151

JCOG1311:IVＢ期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対
するPaclitaxel/Carboplatin併用療法 vs　Dose-dense 
Paclitaxel/Carboplatin併用療法のランダム化第II/III相比較
試験

濵西 潤三 医学部附属病院 総合周産期母子医
療センター



YC1160
限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用
治療期間短縮VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨
床試験(JESS14)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1168
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 －

鈴木 栄治 医学研究科 医学専攻外科学講座乳
腺外科学

YC1185
初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用剤および放射

線療法併用テモゾロミド、ベバシズマブ療法の 有効性・
安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験

荒川 芳輝 脳神経外科

YC1186
JCOG1308C : 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

荒川 芳輝 医学部附属病院 脳神経外科

YC1188
T3/T4aもしくはリンパ節転移を有する食道胃接合部腺癌
に対する術前S-1 + Oxaliplatin併用療法の第Ⅱ相臨床試験 野村 基雄 医学部附属病院 内科（腫瘍内科）

YC1191

インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性にある

関節リウマチ患者を対象としたインフリキシマブ休薬療法

における、関節超音波を用いた再発予測精度ならびにイン

フリキシマブ再投与の有効性・安全性を検証する、多施設

共同前向き試験

伊藤 宣 医学研究科 医学専攻感覚運動系外
科学講座整形外科学

YC1192
定位的頭蓋内深部脳波の臨床応用

宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

YC1196
限局性前立腺癌・前立腺全摘除後のPSA再発に対する代替
療法（グリーンプロポリス）の臨床効果と安全性 小川 修 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座泌尿器科学

YC1200
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
石井 暁 医学研究科 医学専攻脳病態生理学

講座脳神経外科学

YC1202
頭蓋内電極留置を併用したてんかん病態解明と機能温存：

高磁場MRI撮像装置の臨床応用の確立 宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

YC1218
切除不能・術後再発胆道癌に対する FOLFIRINOX療法の
第2相試験 松本 繁巳 医学研究科 医学専攻内科学講座腫

瘍薬物治療学

YC1220
SGLT2阻害薬が2型糖尿病のエネルギー代謝に及ぼす影響
の検討

藤田 義人 医学部附属病院 内科（糖尿病・内
分泌・栄養内科）

YC1223
微小肺病変に対する手術精度向上のためのバーチャル気管

支鏡ナビゲーションを利用した術前気管支鏡下マーキング
陳 豊史 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座呼吸器外科学

YC1233
小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリス

ク分類を用いた集学的治療第Ⅱ相試験（JCCG EPN1501) 荒川 芳輝 医学部附属病院 脳神経外科

YC1239
JCOG1403: 上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における術
直後単回ピラルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第

III相試験
小川 修 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座泌尿器科学

YC1241

横紋筋肉腫低リスクA 群患者に対するVAC1.2（ビンクリ
スチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 
g/m2）/ VA 療法の有効性及び安全性の評価第II 相臨床試
験（JRS-Ⅱ-LRA）

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1243
小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET検査による初期
治療反応性判定を用いた治療法の効果を確認する第II相試
験(HL-14)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1244
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(B-NHL-14)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1251
結合ニューロフィードバックの統合失調症への治療応用に

関する研究
村井 俊哉 医学研究科 医学専攻脳病態生理学

講座精神医学

YC1257
局所進行直腸癌に対し、強度変調放射線治療を利用した術

前化学放射線療法のパイロット臨床試験
溝脇 尚志 医学研究科 医学専攻放射線医学講

座放射線腫瘍学・画像応用治療学

YC1258
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

上本 伸二 医学研究科 医学専攻外科学講座肝
胆膵・移植外科学



YC1259
反復性経頭蓋磁気刺激法による認知機能改善についての探

索的研究
髙橋 英彦 医学研究科 医学専攻脳病態生理学

講座精神医学

YC1265
転移性肺腫瘍に対する、蛍光塗料インドシアニングリーン

を利用した切除支援システム
陳 豊史 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座呼吸器外科学

YC1271
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
万代 昌紀 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座婦人科学・産科学

YC1273
全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホルモ

ン治療に続発する大腿骨頭壊死症発生抑制治療
笹井 蘭 医学部附属病院 内科（免疫・膠原

病内科）

YC1276
JCOG1402：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

中嶋 綾 医学部附属病院 放射線科（放射線
治療科）

YC1280
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）

武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学

YC1281

パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのジスキ

ネジア発現に対する臨床研究（介入研究） ODYSSEI 
Study (Onset of Dyskinesia and Safety/Efficacy of 
Istradefylline)

髙橋 良輔 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座臨床神経学

YC1283
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
髙折 晃史 医学研究科 医学専攻内科学講座血

液・腫瘍内科学

YC1285
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 武藤 学 医学研究科 医学専攻内科学講座腫

瘍薬物治療学

YC1288

第1・第2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフル
ダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射に

よる前処置を用いた同種移植の安全性・有効性についての

臨床試験(AML-SCT15)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1310
タクロリムス内服による円形脱毛症の治療

大日 輝記 医学研究科 医学専攻皮膚生命科学
講座皮膚科学

YC1319
 造血器腫瘍患者を対象にしたHLA 1座不適合非血縁者間
骨髄移植における従来型GVHD予防法と抗ヒト胸腺細胞免
疫グロブリン併用GVHD予防法の無作為割付比較試験

髙折 晃史 医学研究科 医学専攻内科学講座血
液・腫瘍内科学

YC1339

切除不能進行再発大腸癌の2次治療患者を対象とした
fluoropyrimidine+irinotecan+bevacizumab療法と
trifluridine/tipiracil+bevacizumab療法のランダム化比較第
2/3相試験

松本 繁巳 医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学

YC1340
Pt-Au合金頭蓋内電極留置下での3テスラMRI撮像の安全性
と有用性の検討

宮本 享 医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座脳神経外科学

YC1348
急性冠症候群に対するエベロリムス溶出性コバルトクロム

ステント留置後の抗血小板剤2剤併用療法（DAPT）期間
を1ヵ月に短縮することの安全性を評価する研究

木村 剛 医学研究科 医学専攻内科学講座循
環器内科学

YC1350
同種造血幹細胞移植後のフィラデルフィア染色体陽性急性

リンパ性白血病に対するダサチニブを用いた維持療法の有

効性の検討
髙折 晃史 医学研究科 医学専攻内科学講座血

液・腫瘍内科学

YC1363
発光ファイバー(IRIS)を用いた低位直腸癌手術における尿
道ナビゲーション

坂井 義治 医学研究科 医学専攻外科学講座消
化管外科学

YC1367
イマチニブを用いた自己免疫性水疱症の介入試験

椛島 健治 医学研究科 医学専攻皮膚生命科学
講座皮膚科学

YC1371

横紋筋肉腫低リスクB 群患者に対するVAC1.2（ビンクリ
スチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 
g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有
効性及び安全性の評価第II 相臨床試験（JRS-Ⅱ-LRB)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

YC1374

横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2（ビンクリ
スチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド2.2 
g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有
効性及び安全性の評価第II相臨床試験（JRS-Ⅱ-IR)

滝田 順子 医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学



YC1375
成人骨髄性血液悪性腫瘍に対する臍帯血移植におけるG-
CSF　priming 骨髄破壊的前治療の有効性に関するランダ
ム化比較試験

髙折 晃史 医学研究科 医学専攻内科学講座血
液・腫瘍内科学

YC1376

JCOG1510：切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対
する根治的化学放射線療法と導入Docetaxel+CDDP+5-FU 
療法後のConversion Surgery を比較するランダム化第III 
相試験

角田 茂 消化管外科

YC1378
臓器移植における抗体関連拒絶反応の新規治療法の開発に

関する研究：術後抗体関連拒絶患者さんに対する治療
伊達 洋至 医学研究科 医学専攻器官外科学講

座呼吸器外科学


