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内科 今井　康陽 3349 内科系医療技術負荷度調査 内保連/日本内科学会他2団体

3229
シタグリプチンによる糖尿病大血管症の進展抑制効果の検討

（SPIKE　study 継続研究EXTENSION study）
大阪大学内分泌代謝内科/順天堂大学

3333 トホグリフロジンによる糖尿病大血管症の進展抑制効果の検討　UTOPIA Extension Study 大阪大学内分泌・代謝内科

橋本　重樹 3260 北摂地域で分離される腸内細菌科カルパネム耐性菌の分子疫学解析 大阪大学医学部感染制御部

3305
PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞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
国立がん研究センター東病院

3324
Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前向き観察研究

（LC-SCRUM-Liquid）
国立がん研究センター東病院

3357
アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのため

の他施設共同前向き観察研究（LC－SCRUM－Asia)
国立がん研究センター東病院

3294
がん性胸膜炎に対する胸膜癒着術療法のランダム化比較第3相試験

：滅菌調整タルクvs OK-432(WJOG8415L)
WJOG

3325
高齢進行非小細胞肺癌患者に対するPEG-G-CSF支持下のドセタキセル＋ラムシルマブ療法の多施設共同単群

第II相試験（WJOG9416L)
西日本がん研究機構

3328
PD-L1陰性または弱陽性の既治療進行非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブとドセタキセル・ラムシルマブ併

用療法のランダム化比較第III相試験（WJOG10317L)
西日本がん研究機構

3366
根治切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する 化学放射線療法後デュルバルマブ維持療法のバイオマーカーを

探索するための多施設前向き観察研究（WJOG11518L)
西日本がん研究機構

永井　邦彦 3280 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(PURSUIT-HFpEF) 大阪大学循環器内科

二宮　智紀 3368 経口抗凝固薬により治療された心房細動患者に対するレトロスペクティブな診療録調査（RCR-OAC） ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社

北川　元昭 3369 レセプト及びDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向上に資する研究 日本循環器学会

古川　哲生 3386 北摂地域における経皮的冠動脈形成術後の実態調査-HOKUSETSU-PCI Registry  - 大阪大学循環器内科

3086 腎臓病総合レジストリー

3227 糖尿病性腎症の新しい治療薬発見のため臨床検討 京都大学MIC-TMKﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

3259 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 大阪大学消化器外科

3272 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 大阪大学消化器外科

3282 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（OGSG1402） OGSG

3283 cSS/SE N1-3M0胃がんに対するperi CapeOXの有用性確認試験（OGSG1601） OGSG

3293
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）
OGSG(大阪消化管がん化学療法研究会）

3309 進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術における安全性の検討 大阪大学消化器外科

3314
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期 Capecitabine＋Oxaliplatin (CapeOx)療法の 第 II 相試験

（OGSG1701)
OGSG(大阪消化管がん化学療法研究会）

3329
切除不能進行性胃癌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
日本がん臨床試験推進機構

3330 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 大阪大学消化器外科共同研究会上部疾患分科会

3351 「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第Ⅱ/Ⅲ相試験」の追跡調査 大阪大学消化器外科

3359 「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」の追跡調査 大阪大学消化器外科共同研究会上部疾患分科会

3360
大型3型/4型胃癌に対する術前S-1+Oxaliplatin+Docetaxel併用療法の有効性と安全性確認第II相試験

(OGSG1902)
OGSG(大阪消化管がん化学療法研究会）

3385 「胃癌術後炎症反応に関する多施設共同後ろ向き調査研究」の追跡調査 大阪大学消化器外科

3172

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

（ACHIEVE Trial）

財団法人がん集学的治療研究財団

3204
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するユーエフティ/ロイコボリン療法の臨床的有用性に関する研究

(JFMC46-1201)
がん集学的治療研究財団

3268 直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観察研究 大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会

3270
下部消化管穿孔手術における創部に対する陰圧閉鎖療法(Negative Pressure Wound Therapy:NPWT)の有用性

に関する前向き検討
大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会

3276
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（JACCRO CC-13 DEEPER）
日本がん臨床試験推進機構

3277
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相臨床試験におけるバイオマーカー研究　（JACCRO CC-13AR）
日本がん臨床試験推進機構

3297 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  Cancer-VTE Registry 第一三共/ジェイクルーズ株式会社

3299
大腸癌肝転移根治切除例に対する術後補助化学療法としてのオキサリプラチン+カペシタビン併用療法

(XELOX療法)の検討　（REX)
兵庫医科大学病院下部消化管外科

3322
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)
大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会

3323
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」におけるバイオマーカー研究（RAINCLOUD-TR)
大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会

3341
「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」におけるバイオマーカー研究（JACCRO CC-16AR）
日本がん臨床試験推進機構

3342
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）
日本がん臨床試験推進機構

3348
腹腔鏡下直腸癌手術後の縫合不全予防に対する近赤外光観察を用いた腸管血流評価の有効性に関するランダム

化比較試験（EssentiAL study）
札幌医科大学　消化器・総合 乳腺・内分泌外科

3354 「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」の追跡調査 大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会

3355
『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日本人におけるXELOX療法の有効性・安全性

の検討-PhaseⅡ試験-』の追跡調査（観察研究）
大阪大学消化器外科共同研究会大腸疾患分科会

3365

オキサリプラチン・ベバシズマブによる病勢コントロールが得られた進行再発結腸・直腸癌に対するTAS-

102+Bevによる計画的維持投与(Switch Maintenance Therapy)の有効性と安全性に関する検討(TAS+BV

Switch Maintenance Study) :多施設共同第 II 相試験

大阪大学消化器外科

3381 pStageⅡ大腸癌に対するOSNA法によるリンパ節微小転移診断意義の検討 大阪国際がんセンター

3327 下部直腸癌における側方リンパ節転移の術前診断システムの構築

3377 腹腔鏡下直腸癌術後性機能障害に関する多施設前向き観察研究（LANDMARC Study） 横浜市立大学　外科治療学

赤丸　祐介

宗方　幸二

太田　博文

消化器外科

内分泌・代謝内科 津川　真美子

呼吸器内科
田幡　江利子

循環器内科

梶原　信之腎臓内科
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3126 血中酸化ストレスマーカーの測定による慢性肝疾患の病態解明 独立行政法人産業総合研究所

3237
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
大阪大学消化器内科

3245 非アルコール性脂肪性肝患者における長期予後の検討 大阪大学消化器内科

3251
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検

討
大阪大学消化器内科

3258
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

検討
大阪大学消化器内科

3264
Genotype1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
大阪大学消化器内科

3287
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するエルバスビル・グラゾプレビル併用療法の治療効果ならびに安全性につ

いての検討
大阪大学消化器内科

3300 C型肝炎治療後の肝細胞がん発生予測に関する研究 山梨大学放射線科

3315 C型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療の治療効果ならびに安全性についての検討 大阪大学消化器内科

3321 ペグインターフェロン・リバビリン併用療法後の予後についての検討 大阪大学消化器内科

3347 肝細胞癌に対する薬物療法施行症例の多施設共同前向き観察研究 大阪大学消化器内科

3374 胃静脈瘤に対するバルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)施行症例の多施設共同後向き研究 大阪大学消化器内科

3375 門脈血栓症に対する血栓溶解療法の治療効果についての検討 大阪大学消化器内科

3383 核酸アナログ投与中のＢ型肝炎症例におけるＨＢＶ関連マーカーと発癌率の関連についての研究 大阪大学消化器内科

3352 初発肝癌の特徴の経時的推移の検討 大阪大学消化器内科

3362 自己免疫性肝疾患の臨床経過に関わる因子についての検討：多施設共同研究 大阪大学消化器内科

3364 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術における治療効果・予後予測因子の後向き検討 大阪大学消化器内科

3318 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(OGF1705) 大阪大学消化器内科

3340 Sessile serrated polyp(SSP)内視鏡摘除後の局所遺残（多施設共同前向き研究） 大阪大学消化器内科

3343 ステロイド依存性・抵抗性の炎症性腸疾患に対する薬剤選択に関する多施設後ろ向き観察研究(OGF1809) 大阪大学消化器内科

3344 ステロイド依存性・抵抗性の炎症性腸疾患に対する薬剤選択に関する多施設前向き観察研究(OGF1810) 大阪大学消化器内科

3345 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手段データーベース構築 日本消化器内視鏡学会JEDProject委員会

3350 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 大阪大学消化器内科

3353
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多

施設共同後ろ向きコホート研究
大阪大学消化器内科

3361 抗凝固薬内服患者における大腸ESD後出血に対する予防的クリッピングの有効性の検討 大阪大学消化器内科

今井　優子 3358 橈骨遠位端骨折における遠位設置型 橈骨遠位端プレートシステムに関する調査 HOYA Techno surgical

若林　元 3370 ベストマルチフィクセイションヒップスクリューネイルシステムの有効性と安全性の検討 ﾈｸｽﾒｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

3376 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 日本脊椎脊髄病学会

3384 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR)構築に関する研究 日本整形外科学会

3326
去勢抵抗性前立腺癌（CRPC：Castration resistant　prostate cancer）患者における抗アンドロゲン剤 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）
大阪大学泌尿器科

3335
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

（MENTE BC study）
大阪大学泌尿器科

3356 本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基盤創出 大阪大学泌尿器科

皮膚科 近藤　由佳理 3363 アトピー性皮膚炎患者におけるDirty Neck（頚部のさざ波状色素沈着）発症のリスクファクターの検討

産婦人科 竹原　幹雄 3163 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 大阪大学産婦人科

歯科口腔外科 雨河　茂樹 3320 疫学調査「口腔がん登録」 日本口腔外科学会　日本口腔腫瘍学会

耳鼻いんこう科 3275 感冒後嗅覚障害に対する当帰芍薬散とメコバラミンによる治療効果の比較検討 金沢医科大学病院耳鼻咽喉科

3367 近畿川崎病研究会における川崎病急性期治療成績に関する後向き観察研究 近畿川崎病研究会

3379 離乳食についてのアンケート調査 大阪小児科医会学術部会

看護部 3338 抗がん剤治療を受ける患者の予防的口腔ケア―病棟で活用できるプロトコールの確立―

2020/4/1

泌尿器科 井上　均

小児科 尾崎　由和

消化器内科

今井　康陽

福田　和人

中原　征則

整形外科

大河内　敏行


