
臨床研究実績一覧

実施年度 臨床研究課題名 対象疾患名 担当診療科 責任医師

2011
結腸・直腸がんのFOLFOX/XELOX療法に対する制吐療法についてアプレ
ピタント併用の有用性を検討するための多施設共同無作為比較試験

大腸がん 外科 小森　孝通

2011
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

大腸がん 外科 小森　孝通

2011
KRAS野生型の進行・再発結腸・直腸癌に対する初回治療としてのセツキ
シマブ療法の有効性と安全性の検討

大腸がん 外科 小森　孝通

2011
大腸癌術後補助化学療法におけるUFT/LV療法の服用方法に関する検討
（分3投与vs分2投与）

大腸がん 外科 小森　孝通

2011
HER2陽性・測定可能病変を有する進行再発胃がんに対するTS-
1+CDDP+Trastuzumab（SPT)　　3週間サイクル併用療法第Ⅱ相試験

胃がん 外科 小林　研二

2011 緑内障点眼薬の服薬アドヒアランスに関する研究 緑内障 眼科 森村　浩之

2011
Losartan/HCTZ合剤の左室拡張能に及ぼす影響に関する検討2
-ARB/CCB併用療法との比較-

高血圧 循環器内科 和泉　匡洋

2011
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（通常療法/強化療法）の比較試験

動脈硬化 循環器内科 和泉　匡洋

2011
未治療切除不能Ⅲ／Ⅳ期または術後再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対
するペメトレキセド+シスプラチン分割併用療法後のペメトレキセド維持療法
（第Ⅱ相臨床試験）

肺がん 呼吸器内科 田村　慶朗

2011
TS-1術後補助化学療法後の再発胃癌症例に対するTS-1+CDDP（SP）療
法とCapecitabine+CDDP（XP）療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

胃がん 外科 小林　研二

2011
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Capecitabine+CDDP（XP）療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

胃がん 外科 小林　研二

2011
胃癌組織におけるＨＥＲ2を中心としたバイオマーカーの発現割合に関する
研究

胃がん 外科 小林　研二

2011 切除不能な大腸癌症例におけるセツキシマブを含む一次治療の観察研究 大腸がん 外科 小林　研二

2011
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－

大腸がん 外科 上村　佳央

2010
血糖コントロール不十分な２型糖尿病患者に対し、ＤＰＰ－４阻害薬シタグ
リプチンを投与し、血糖コントロール状況及び低血糖等の副作用状況を確
認する。

糖尿病 内分泌内科 古賀　正史

2010
StageⅢb大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
UFT/Leucoverin療法とTS-1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試
験（ACTS-CC02）

大腸がん 外科 上村　佳央

2010
冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法また
は通常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL‐CAD）

動脈硬化 循環器内科 森本　真史

2010
StageⅡ/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療法の認容性に関する検討　（JFMC41-1001-C2）

大腸がん 外科 松本　崇

2010
切除可能な進行食道癌に対する術前化学療法としてのFAP療法とDCF療
法のランダム化比較試験（OGSG1003）

食道がん 外科 小林　研二

2010 Endevorステントに関する前向き非無作為化多施設共同観察研究 動脈硬化 循環器内科 和泉　匡洋

2010
高リスクを有する高血圧患者における各種バイオマーカーと心血管イベン
ト発症とに対するアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）の効果（多施設
共同研究・比較試験）

高血圧 循環器内科 和泉　匡洋

2009 転移性大腸がんに対するTS-1/CPT-11+Bevacizumab臨床第Ⅱ相試験 大腸がん 外科 小森　孝通

2009
開腹胃切除術におけるVessel　Sealing　System（リガシュア）使用の有用
性に関するランダム化比較第Ⅱ相臨床試験

胃がん 外科 高地　耕

2009
乳癌術後初回治療でアナストロゾールを使用する閉経後女性を対象として
関節症状等の発現に関するプロスペクティブ調査

乳がん 外科 松本　崇
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2009
EWTOPIA75高LDLコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者（75歳
以上）に対するエゼチミブの脳心血管イベント発症抑制効果に関する多施
設無作為化比較試験

高脂血症 循環器内科 向井　幹夫

2008
未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するパクリタキセル+カルボプラチン併
用+ゲムシタビン逐次維持療法対ゲムシタビン+カルボプラチン併用+ゲム
シタビン逐次維持療法における多施設共同無作為第Ⅱ相試験

肺がん 呼吸器内科 大崎　匡

2008
高齢者進行・再発非小細胞肺癌に対するTS-1単独療法（第Ⅱ相臨床試
験）

肺がん 呼吸器内科 大崎　匡

2008 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する検討 大腸がん 外科 上村　佳央

2008
JFMC37-0801「StageⅢ（Duke's）結腸癌治療切除例に対する術後補助化
学療法としてのカペシタビ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

大腸がん 外科 上村　佳央

2008
標準療法不応、進行食道扁平上皮癌に対するがんペプチドワクチン療法・
多施設共同第Ⅱ相臨床試験

食道がん 外科 小林　研二

2008
StageⅢA、ⅢB胃癌に対する術後補助化学療法としてのS-1+CPT-11併用
化学療法の第Ⅱ相臨床試験

胃がん 外科 小林　研二

2008 肺炎による急性呼吸不全患者の実態調査 肺炎 呼吸器内科 大崎　匡

2008
進行・再発胃癌患者を対象として、TS-1単独療法/TS-1+レンチナン併用
療法による第Ⅲ相臨床試験（JFMC36-0701)

胃がん 外科 高地　耕

2008
フォンダパリヌクスナトリウムの腹部手術施行患者の静脈血栓症（VTE)の
予防に関する有効性の検討

腹部手術 外科 上村　佳央

2007
下部消化管術後感染症に対する免疫グロブリン製剤と抗菌薬の併用療法
に関する臨床研究

腹部手術 外科 上村　佳央

2007
進行再発乳癌に対するタキサン系抗癌剤とトレミフェン120ｍｇ併用療法の
検討

乳がん 外科 松本　崇

2007
進行再発乳癌に対するTS-1+Torastuzumab併用化学療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨
床試験

乳がん 外科 松本　崇

2007
進行・再発胃癌患者を対象としたタキソテール注とティーエスワンカプセル
併用療法とティーエスワンカプセル単独療法の第Ⅲ相試験

胃がん 外科 小林　研二

2007
Ｓ-1単独療法に治療抵抗性を示した進行・再発胃癌に対するＣＰＴ-11+Ｃ
ＤＤＰ併用化学療法ｖｓＣＰＴ-11単独療法の無作為比較第Ⅲ相臨床

胃がん 外科 小林　研二

2007
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
UFT/Leucovirin療法とTS-1療法の第Ⅲ相比較臨床試験

大腸がん 外科 上村　佳央

2007
進行・再発胃癌におけるTS-1+Cisplatin+Paclitaxel併用化学療法の第Ⅰ/
Ⅱ相臨床試験（OGSG0703)

胃がん 外科 小林　研二

2006 転移性乳癌に対するカペシタビンとパクリタキセルの併用化学療法 乳がん 外科 松本　崇

2006
転移再発乳癌に対するタキサン系薬剤とティーエスワンのランダム化比較
試験

乳がん 外科 松本　崇

2006
2型糖尿病患者の脈波伝播速度、酸化ストレス指標によるオルメサルタン・
メドキソミルの効果に関する調査

糖尿病 内分泌内科 古賀　正史

2006
進行・再発胃癌に対するTS1/CPT-11併用療法とTS1/TXL併用療法との
ランダム化　比較第Ⅱ相臨床試験（OGSG0402)

胃がん 外科 小林　研二

2006
病期ⅢA/ⅢB胃癌を対象とした術後補助化学療法としてのドセタキセルと
ティーエスワン併用療法の検討（OGSG0604)

胃がん 外科 小林　研二

2006
第3世代カルシウム拮抗薬アゼルニジピン（カルブロック）の左室拡張能に
及ぼす影響に関する検討

高血圧 循環器内科 向井　幹夫

2005
在宅酸素療法（ＨＯＴ）中のＣＯＰＤ患者を対象としたスピリーバとテルシガ
ンの臨床効果及び安全性に関するクロスオーバー比較試験

肺気腫 呼吸器内科 池田　聡之
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2005
根治切除可能な4型胃癌に対する術前Ｓ-1+Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ併用化学療法と術
後ＰａｃｌｉｔａｘｅｌとＳ-1逐次併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験

胃がん 外科 小林　研二

2005
進行再発胃癌に対する二次療法としてのＣＰＴ-11+ＣＤＤＰ併用化学療法
の第Ⅱ相臨床試験

胃がん 外科 小林　研二

2005
腹膜転移を伴う高度進行・再発胃癌におけるＴＳ-1/ＴＸＬ併用療法の第Ⅱ
相試験

胃がん 外科 小林　研二

2005
完全切除非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法としてのＵＦＴ療法とＣ
ａｒｂｏｐｌａｔｉｎ/Ｗｅｅｋｌｙ　Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ併用療法の無作為化比較臨床試験（第
Ⅲ相臨床試験）

肺がん 外科 金子　正

2005
進行非小細胞肺癌患者におけるプラチナベース標準的化学療法後のＴＳ
－１セカンドライン療法臨床第Ⅱ相試験

肺がん 呼吸器内科 池田　聡之

2005
StageⅡＢ/Ⅲ大腸癌に対する術後補助化学療法としてのＵＦＴ/ＬＶ経口療
法の治療スケジュールに関する第Ⅲ相比較臨床試験

大腸がん 外科 上村　佳央

2005
胃全摘術施行患者に対する術前免疫増強栄養薬品投与の効果に関する
無作為比較試験

胃がん 外科 小林　研二

2005
StageⅡＢ、Ⅲ（ｐＴＮＭ分類）症例に対する術後補助化学療法としてのＵＦＴ
+ＬＶとＵＦＴ+ＰＳＫのランダム化第Ⅲ相比較臨床試験

大腸がん 外科 上村　佳央

2005
術後補助化学療法におけるフッ化ピリミジン系薬剤の有用性に関する比較
臨床試験

大腸がん 外科 上村　佳央

2005
慢性蕁麻疹に対する抗ヒスタミン薬のかゆみに対する効果とQOLによる評
価

蕁麻疹 皮膚科 佐藤　健二
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