
研究課題名 申請講座名 許可日 備　考

臨B14－ 1

未治療進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌を対象としたカ
ルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマブ併用療法とシス
プラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法の ランダム
化第II相臨床試験
Randomized phase II study of carboplatin + paclitaxel +
bevacizumab or cisplatin + pemetrexed + bevacizumab in
patients with previously untreated locally advanced or
metastatic non-squamous non-small cell lung cancer

呼吸器内科 佐多将史 助教 H26.5.29

臨B14－ 2
Luminal　B（HER2陰性）)乳がんの術前化学内分泌療法の有
効性、安全性評価のための多施設共同試験

乳腺科
竹原

　　めぐみ
助教 H25.5.2 変更申請

臨B14－ 3
バゼドキシフェンの適切な投与時刻を明らかにするための臨床
研究

薬理学講座
臨床薬理学部

門
藤村昭夫 教授 H26.5.7 変更申請

臨B14－ 4
局所進行頭頸部扁平上皮癌に対する導入化学療法（ドセタキ
セル＋シスプラチン＋セツキシマブ）と放射線治療及びセツキ
シマブ併用療法の第相II試験

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.5.7 変更申請

臨B14－ 5
ピタバスタチン（リバロ錠）投与によるCKD（慢性腎臓病）患者の
脂質及び腎機能、Klotho蛋白への影響

腎臓内科学 秋元　哲 学内准教授H26.5.12 変更申請

臨B14－ 6
網膜浮腫および眼内血管新生に対する抗血管内皮増殖因子
抗体（ベバシズマブ；アバスチンⓇ）眼局所投与の非対照試験

眼科 高橋秀徳 学内講師 H26.5.12 変更申請

臨B14－ 7

インフリキシマブ治療によって寛解維持された潰瘍性大腸炎患
者に対するインフリキシマブ治療の中止および継続群の寛解
維持率比較研究
Further maintenance of remission for a year after infliximab
withdrawal in ulcerative colitis treatment: a multicenter,
controlled trial in Japan
（HAYABUSA study ）

消化器内科 佐藤博之 講師 H27.5.22

臨B14－ 8
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

乳腺科 穂積康夫 准教授 H26.5.27 変更申請

臨B14－ 9
高リスク成人骨髄異形成症候群をアザシチジン投与法に関す
る臨床第Ⅲ相試験　ー検体集積事業に基づく遺伝子解析研
究を含むー

血液学部門 鈴木隆浩 講師 H26.7.18

臨B14－10
術前化学療法、原発巣手術施行術、病理学的に腫瘍が残存
している乳がん患者を対象とした術後補助療法における
Capecitabine単独療法の検討－第Ⅲ相比較試験－

乳腺科 穂積康夫 准教授 H26.5.21 変更申請

臨B14－11
高血圧患者に対するアンジオテンシンII受容体拮抗薬/カルシ
ウム拮抗薬合剤の時間降圧療法による夜間血圧・臓器障害へ
の影響の検討

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.7.16 変更申請

臨B14－12
他の生物学的製剤からインフリキシマブ（レミケード）へのスイッ
チを行った際の有効性および安全性に関する検討

皮膚科
小宮根

真弓
准教授 H26.7.1 変更申請

臨B14－13
アンジオテンシンII受容体拮抗薬テルミサルタンのPPAR‐γ活
性化作用に関する研究

薬理学講座
臨床薬理学部

門
藤村昭夫 教授 H26.6.19 変更申請

臨B14－15
早産予防に対するプロゲステロン膣坐薬の有効性に関する多
施設共同、プラセボ対照、二重盲検、ランダム化並行群間比較
試験

産科婦人科学 大口昭英 准教授 H26.6.16 変更申請

臨B14－16 生体肝移植後におけるmycophenolate acidの至適血中濃度の検討移植外科 眞田幸弘 病院助教 H26.6.26 変更申請

臨B14－17
イプラグリフロジン投与による糖代謝および消化管ホルモン変
化の探索的検討

内分泌代謝学長坂昌一郎 准教授 H26.7.28
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臨B14－18
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

鏡視下手術部 佐田尚宏 教授 H26.7.28

臨B14－19
HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法にお
けるトラスツズマブ単剤と化学療法併用に関するランダム化比
較試験

乳腺科 穂積康夫 准教授 H26.7.7 変更申請

臨B14－20

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)

小児科 森本　哲 学内教授 H26.9.10

臨B14－21
ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎患者の症状とイン
フリキシマブおよびサイトカイン血中濃度との相関性について
の検討

眼科 吉田　淳
学内講
師

H26.7.23 変更申請

臨B14－22

文部科学省次世代がん研究戦略推進プロジェクトがん薬物療
法の個別適正化プログラム
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
TARGET(Tamoxifen Response by CYP2D6 Genotype-based
Treatment)-1 Study

乳腺科 穂積康夫 科長 H26.7.23 変更申請

臨B14－23
Luminal　B（HER2陰性）)乳がんの術前化学内分泌療法の有
効性、安全性評価のための多施設共同試験

乳腺科
竹原

　　めぐみ
助教 H26.8.4 変更申請

臨B14－24
2型糖尿病を合併している維持透析症例におけるサキサグリプ
チンによる糖尿病治療効果に関する検討

腎臓内科学 秋元　哲 准教授 H26.9.9

臨B14－25
治療抵抗性高血圧・循環器疾患における睡眠血圧と呼吸障害
の頻度と予後に関する研究（SPREAD研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.7.23 変更申請

臨B14－26
冠動脈ステント留置術後12ヶ月超を経た心房細動患者に対す
るワーファリン単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化
試験

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.7.23 変更申請

臨B14－27
低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜
下層剥離術後の消化管出血リスクの検討

消化器内科学 山本博徳 教授 H26.10.9

臨B14－28
小児生体肝移植後の免疫抑制療法におけるメチルプレドニゾ
ロンの時間治療

移植外科学 水田耕一 准教授 H26.10.23

臨B14－29

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点
滴静注＋Carboplatin３週毎点滴静注投与　対　Paclitaxel毎週
点滴静注＋Carboplatin３週毎腹腔内投与のランダム化第II /
III相試験

産科婦人科学 藤原寛行 准教授 H26.8.7 変更申請

臨B14－30 抗血小板薬ローディング投与時の血小板疑集能の比較 循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.10.14

臨B14－31

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
Neuroendocrine carcinoma of afinitor：phase II trial(NECTOR）

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.9.24

臨B14－32
重症および最重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸
腺細胞グロブリン(サイモグロブリン, Genzyme)前方視的ランダ
ム化用量比較多施設共同研究　APBMT AAWG-01

小児科 森本　哲 学内教授 H26.10.9

臨B14－33 新規Activity－Trigger　ABPMの開発と臨床応用に関する研究 循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.8.13 変更申請

臨B14－34
2型糖尿病合併高血圧症患者に対するアンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬・オルメサルタンの時間降圧療法による血圧変動
性・交感神経機能・腎機能への影響の検討

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.8.20 変更申請

臨B14－35 硬性内視鏡先端レンズ洗浄機器の開発 脳神経外科 渡辺英寿 教授 H26.10.8



臨B14－36
ダルベポエチンアルファ製剤低反応に関する検討ー多施設共
同研究

腎臓内科学 秋元　哲 准教授 H26.9.29

臨B14－37
特発性間質性肺炎を合併した扁平上皮癌を除く非小細胞肺
癌に対するカルボプラチン+パクリタキセル（分割）+ベバシズマ
ブ療法の認容性試験

呼吸器内科 坂東政司 准教授 H27.2.23

臨B14－38
再発高リスク乳癌術後患者の標準的フオロ」アップとインテンシ
ブフオローアップの比較第III相試験

乳腺科 穂積康夫 科長 H26.8.26 変更申請

臨B14－39
ＨＥＲ2陰性再発乳癌患者の1次もしくは2次化学療法としての
エリブリンの臨床的有用性に関する検討（ランダム化第II相試
験）

乳腺科 穂積康夫 准教授 H26.10.2

臨B14－40

実臨床におけるNoboriバイオリムスA9エリューティングステント
の至適二剤併用抗血小板療法（DAPT）期間の検討
NoborI　dual　antiplatelet　therapy　as　aPPropriate
duratiON．NIPPON

循環器内科学 池本智一 助教 H26.9.9 変更申請

臨B14－41
HER2陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズマブ、ペルツズマ
ブ、エリブリン併用療法の有用性の検討試験

乳腺科 穂積康夫 科長 H26.11.11

臨B14－42
脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の
有効性及び安全性の検討ーCSPS.com(Cilostazol Stroke
Prevention Study．Combination)－

脳神経センター 森田光哉 医員 H26.11.11

臨B14－43
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（POTENT）

乳腺科 穂積康夫 准教授 H26.8.29 変更申請

臨B14－44
アンジオテンシンII受容体拮抗薬テルミサルタンのPPAR‐γ活
性化作用に関する研究

薬理学講座
臨床薬理学部

門
藤村昭夫 教授 H26.9.11 変更申請

臨B14－45
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

小児科 森本　哲 学内教授 H26.9.22 変更申請

臨B14－46
非弁膜症性心房細動患者の凝固・線溶能の変動に及ぼす経
口第Xa因子阻害薬リバーロキサバンの影響

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.11.5

臨B14－47

子宮体がん術後再発中・高リスク群に対する術後化学療法とし
てのTEC（Paclitaxel＋Epirubicin＋Carboplatin)療法、TAC
（Paclitaxel＋Doxorubicin＋Carboplatin）療法、ddTC（Dose⁻
dense　Paclitaxel＋Carboplatin）療法のランダム化第II 相試験

産婦人科学 藤原寛行 准教授 H26.9.18 変更申請

臨B14－50
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（JCOG1213）

鏡視下手術部 佐田尚宏 教授 H26.12.24

臨B14－51 降圧不十分な高血圧に対する配合錠の使い分けの検討 循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.10.24 変更申請

臨B14－52
ARB配合剤による夜間降圧効果の比較検討（NOCTURNE研
究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.12.26

臨B14－53 呼気NOの気管支喘息診断と治療への有効性評価 呼吸器内科 鈴木理恵 病院助教 H26.10.29 変更申請

臨B14－54
滲出型加齢黄斑変性のベースライン視力良好例に対するアフ
リベルセプト２年目の効果を検討する研究

眼科 髙橋秀徳 学内講師 H27.2.27

臨B14－55

未治療症候性多発性骨髄腫に対するボルテゾミブ、シクロホス
ファミド、デキサメタゾンによる導入療法、自家末梢血幹細胞移
植療法およびレナリドミドによる地固め療法・維持療法に関する
有効性と安全性の検討
（Proteasome inhibitor and IMiDs before and  after autologous
stem cell transplantation  for untreated multiple myeloma
aiming  normalization of para-protein ）

血液学部門 藤原慎一郎 講師 H27.1.5



臨B14－56

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽
性の転移性　または切除不能局所進行乳癌において、トラスツ
ズマブ＋カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラパチニブ＋カ
ペシタビン併用療法（LX療法）とを比較するランダム化第II相
試験

乳腺・総合外科 穂積康夫 准教授 H26.11.12 変更申請

臨B14－57

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）50㎎/㎡に対するPLD40㎎/㎡ランダム化第Ⅲ相
比較試験

産科婦人科学 竹井裕二 講師 H26.11.14 変更申請

臨B14－58
フェブキソスタット（キサンチンオキシターゼ阻害薬）の血管機
能に与える影響

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H26.11.14 変更申請

臨B14－59
再生不良性貧血に対する低用量抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリ
ン（anti-thymocyte globulin: ATG）を用いた同種造血幹細胞
移植療法の有効性を安全性の検討

血液学部門 神田善伸 教授 H26.12.19

臨B14－60
難治性濾胞性リンパ腫に対するｂendamustineを併用した前処
置による同種造血幹細胞移植療法の安全性と有効性の検討
（第1/2）相試験

血液学部門 翁　家国 学内講師 H27.2.9

臨B14－61
高齢者造血器腫瘍に対するフルダラビン・全身放射線照射を
前処置とした同種移植療法

血液学部門 神田善伸 教授 H27.1.23

臨B14－62

65歳以下自家造血幹細胞移植後再発多発性骨髄腫に対する
ボルテゾミブおよびレナリドミドによる再寛解療法と維持療法、
および自家・同種造血幹細胞移植による再発後治療の有効性
と安全性の検討
Targeting Complete Response in Younger transplant-eligible
Multiple myeloma patients with Bortezomib and Lenalidomide
treatment after relapse with autologous stem cell
transplantation（CYMBAL study）

血液学部門 神田善伸 教授 H27.1.8

臨B14－63
低用量アレムスヅマブを用いた進行期造血器腫瘍に対する
HLA不一致同種造血幹細胞移植の有効性の検討

血液学 鈴木隆浩 講師 H27.1.28

臨B14－64

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FOLFIRI
witrh/without Bevacizumab療法の国際共同第III相ランダム化
比較試験：AXEPT（Asian XELIRI Project）

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.12.19

臨B14－65
多発性骨髄腫に対する同種造血幹細胞移植後のレナリドミド
を用いた維持療法の安全性の前方視的研究

血液学部門 上田真寿 特命講師 H27.3.30

臨B14－66

持続する発熱性好中球減少症（ＦＮ）に対する従来型の経験
的抗真菌治療とD-indexに基づく早期抗真菌治療の無作為割
付比較試験
（Classical empiric therapy vs. D-index-guided early therapy
using micafungin for persistent febrile neutoropenia）

血液学部門 鈴木隆浩 講師 H27.2.18

臨B14－67
GVHD予防法に抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたgraft-
versus-host方向HLA一抗原不適合血縁者からの造血幹細胞
移植療法の多施設共同第II相試験

血液学部門 神田善伸 教授 H27.2.13

臨B14－68
造血幹細胞移植後におけるＢ型肝炎ウイルス再活性化の実態
および予防に関する多施設共同研究

血液学部門
畑野

　　かおる
病院助教 H27.6.22

臨B14－69

造血幹細胞移植後におけるＢ型肝炎ウイルス再活性化の実態
および予防に関する多施設共同臨床試験付随研究ー特異的
CTLの単一細胞レパトア解析および特異抗体のキメリズム解
析ー

血液学部門
畑野

　　かおる
病院助教 H27.6.16

臨B14－70 アイミクス®配合錠投与による血圧変動パターン変化の把握 循環器内科 苅尾七臣 教授 H26.12.2 変更申請

臨B14－71
重症および最重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸
線細胞グロブリン（サイモグロブリン®）前方視的ランダム化用量
比較多施設共同研究

血液学講座 鈴木隆浩 講師 H26.12.2 変更申請



臨B14－72
Epoetin Beta Pegolによる移植後貧血の正常化と天然型ビタミ
ンD3の補充が移植腎機能に及ぼす影響を検討するランダム化
比較試験

腎臓外科学 木村貴明 病院助教 H26.12.10 変更申請

臨B14－73
拡張現実を用いた新しい手術支援ナビゲーションシステムの
開発

脳神経外科 渡辺英寿 教授 H27.2.23

臨B14－74
インフリキシマブによる寛解維持治療における効果不十分なク
ローン病患者を対象とした栄養療法併用効果確認試験
　　　　　　　ー多施設共同無作為化比較臨床試験ー

消化器内科 佐藤博之 助教 H26.12.17 変更申請

臨B14－75

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 paclitaxel + trastuzumab併用療法vs. weekly paclitaxel
療法のランダム化第 II相試験
Randomized phase II study comparing Trastuzumab beyond
progression in combination with weekly Paclitaxel vs. weekly
Paclitaxel alone after failure of a Trastuzumab，
fluoropyrimidine and platinum containing chemotherapy for
patients with HER2-positive advanced gastric or gastro-
esophageal junction cancer．
“Trial to Assess the Concept of using Trastuzumab beyond
progression” T-ACT study

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.12.11 変更申請

臨B14－76

「JCOG1113：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」
Randomized phase III study of gemcitabine plus S-1
combination therapy versus　gemcitabine pluscisplatin
combination therapy in advanced biliary tract cancer　略称
BTC_GS/GC_P3
Tegafur-gimeracil-oteraci plus gemcibtabine versus cisplatin
plus gemcitabine in advanced biliary　tract carcinoma.(FUGA-
BT)

消化器・一般外
科

佐田尚宏 教授 H26.12.17 変更申請

臨B14－77
各種非侵襲計測による定型・非定型発達児（者）の認知機能
解析

先端医療技術
開発センター

平井真洋 准教授 H26.12.17 変更申請

臨B14－78 精神疾患患者を対象とした認知機能解析 脳機能研究部門 平井真洋 准教授 H26.12.17 変更申請

臨B14－79
パーキンソン病の遺伝子治療における認知・運動機能の定量
評価

脳神経外科 渡辺英寿 教授 H26.12.17 変更申請

臨B14－80
再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するPaclitaxel＋
Carboplatin＋Cetuximab（PCE）併用療法の第II試験

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H26.12.17 変更申請

臨B14－81

局所進行子宮頸部腺癌に対するシスプラチンを用いた同時化
学放射線療法(Concurrent chemoradiotherapy:CCRT)とシスプ
ラチンとパクリタキセルを用いたCCRTに関する多施設共同ラン
ダム化第Ⅲ相比較試験

産婦人科学 種市明代 学内講師 H27.1.23

臨B14－82

がん研究開発費「HER2陽性乳癌に対する術前抗HER2抗体
療法の効果予測マーカーに関する」研究
HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ＋化学療法におけ
るKi－67　indexを用いた治療選択研究ーランダム化第Ⅱ相試
験

乳腺・総合外科 穂積康夫 科長 H26.12.17 変更申請

臨B14－83 舌圧子ー体型口腔咽頭内視鏡の開発に関する研究 耳鼻咽喉科
高野澤

　美奈子
講師 H27.3.26

臨B14－84
閉経後ホルモン感受性乳癌患者のレトロゾールによる術後内
分泌療法に伴う骨量減少抑制を目的としたゾレドロン酸併用療
法についての検討

一般外科 穂積康夫 准教授 H27.1.8 変更申請

臨B14－85 唾液腺癌に対するTS-1補助化学療法の有効性に関する研究 歯科口腔外科 野口忠秀 講師 H27.2.23

臨B14－86
局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによ
る補助化学療法のランダム化第Ⅲ相比較試験

産科婦人科学 藤原寛行 准教授 H27.1.19 変更申請



臨B14－87 新規膵臓癌診断マーカー臨床性能の研究 消化器内科学 畑中　恒 講師 H27.1.30 変更申請

臨B14－88
高血圧患者に対するアンジオテンシンII受容体拮抗薬/カルシ
ウム拮抗薬合剤の時間降圧療法による夜間血圧・臓器障害へ
の影響の検討

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.1.19 変更申請

臨B14－89
da Vinci Si Surgical System によるロボット支援下婦人科手術
に関する臨床研究

産婦人科学 竹井裕二 講師 H27.2.27

臨B14－90

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
法の治療最適化研究ー多施設共同無作為化比較第II相臨床
試験ー

乳腺科 穂積康夫 准教授 H27.5.22

臨B14－91
特発性肺線維症（IPF）の進行防止におけるピルフェニドンおよ
びプルフェニドン＋Ｎ-アセチルシステイン（NAC）吸入併用療
法に関する前向き多施設共同治療研究

呼吸器内科学 坂東政司 准教授 H27.3.26

臨B14－92
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

小児科 森本　哲 学内教授 H27.3.23

臨B14－93 本態性高血圧症に対するカルシウム拮抗薬高用量投与の検討 循環器内科学 星出　聡 准教授 H27.2.9 変更申請

臨B14－94
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

産科婦人科学 藤原寛行 准教授 H27.2.23 変更申請

臨B14－95
高血圧患者に対するアンジオテンシンII受容体拮抗薬/カルシ
ウム拮抗薬合剤の時間降圧療法による夜間血圧・臓器障害へ
の影響の検討

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.2.10 変更申請

臨B14－96

高尿酸血症に対するキサンチンオキシターゼ阻害薬フェブキ
ソスタットの血管障害予防効果に関する多施設共同ランダム化
比較試験
PRIZE　study（プライズスタディー）

循環器内科 苅尾七臣 教授 H27.2.10 変更申請

臨B14－97
ARB配合剤による夜間降圧効果の比較検討（NOCTURNE研
究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.2.17 変更申請

臨B14－98
パーキンソン病の便秘に対する麻子仁丸と大黄甘草湯の臨床
的検討

地域医療学セ
ンター

東洋医学部門
村松慎一 教授 H27.2.26 変更申請

臨B14－99
非弁膜症性心房細動患者の凝固・線溶能の変動に及ぼす経
口第Xa因子阻害薬リバーロキサバンの影響

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.2.27 変更申請

臨B14－100
フェブキソスタット（キサンチンオキシターゼ阻害剤）の血管機
能に与える影響

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.3.10 変更申請

臨B14－101
転移性乳がん患者におけるアブラキサン（3週毎投与法）の至
適容量を検討するランダム化第Ⅱ相試験（試験省略名称：
ABROAD試験）

乳腺科 藤田崇史 病院講師 H27.6.2

臨B14－102
口腔扁平上皮がんに対する時間治療
－DCF療法に伴う副作用軽減の試みー

歯科口腔外科 野口忠秀 講師 H27.3.30 変更申請

臨B14－103
高血圧患者に対するアンジオテンシンII受容体拮抗薬/カルシ
ウム拮抗薬合剤の時間降圧療法による夜間血圧・臓器障害へ
の影響の検討

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.3.17 変更申請

臨B14－104
局所進行頭頸部扁平上皮癌に対する導入化学療法（ドセタキ
セル＋シスプラチン＋セツキシマブ）と放射線治療及びセツキ
シマブ併用療法の第相II試験

臨床腫瘍部 藤井博文 学内教授 H27.5.29 変更申請

臨B14－105
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

乳腺科 穂積康夫 准教授 H27.4.30 変更申請

臨B14－106
PPIと比較したP-CABのヘリコバクター・ピロリ検査（尿素呼気テ
スト、便中抗原）に与える影響、およびESD後の潰瘍治療効
果、後出血に対する比較検討

富士フィルムメ
ディカル国際光

学医療講座
大澤博之 教授 H27.6.22



臨B14－107
安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者にお
けるリバーロキサバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE
Study)

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.6.26

臨B14－108
川崎病急性期における免疫グロブリン療法（IVIG）短時間投与
の有用性に関する臨床研究

小児科 南　孝臣 准教授 H27.3.30 変更申請

臨B14－109
麻酔導入期デキサメタゾン予防投与によるPONV（術後悪心嘔
吐）抑制効果についてのランダム化比較試験

乳腺科 櫻木雅子 病院助教 H27.4.7 変更申請

臨B14－110
アンジオテンシンII受容体拮抗薬テルミサルタンのPPAR‐γ活
性化作用に関する研究

薬理学講座
臨床薬理学部

門
藤村昭夫 教授 H27.4.15 変更申請

臨B14－111

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点
滴静注＋Carboplatin３週毎点滴静注投与　対　Paclitaxel毎週
点滴静注＋Carboplatin３週毎腹腔内投与のランダム化第II /
III相試験

産科婦人科学 藤原寛行 准教授 H27.4.9 変更申請

臨B14－113

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタ
チンによるLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究
EMPATHY
Standard versus IntE nsive Statin Therapy for
HypercholesteroIeM ic P atients with DiA betic Retinopa THY

内分泌代謝科 石橋　俊 教授 H27.4.30 変更申請

臨B14－114
婦人科がん患者におけるがん性疼痛に関する多施設調査研
究

産婦人科学 町田静生 講師 H27.6.8

臨B14－115
婦人科がん患者における神経障害性疼痛の発現状況とオキシ
コドン塩酸塩水和物徐放錠の有効性・安全性に関する研究

産婦人科学 町田静生 講師 H27.6.8

臨B14－116
治療抵抗性高血圧・循環器疾患における睡眠血圧と呼吸障害
の頻度と予後に関する研究（SPREAD研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 H27.4.22 変更申請


