
臨床研究申請一覧 

研究課題名 診療科 承認日 

JFMC48-1301-C4（ACHIEVE-2 Trial） 

再発危険因子を有するハイリスク StageⅡ結腸がん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 

内科 2016/4/19 

HGCSG1403 

治癒切除不能な膵がんの一次治療に対する Oxaliplatin+Irinotecan+S-1 併用

療法（OX-IRIS療法）の第Ⅰ相臨床試験 

内科 2016/4/19 

SCRUM-Japan GI-screen 2015-01-Non CRC 

大腸癌以外の消化器癌におけるがん関連遺伝子異常のプロファイリングの多

施設共同研究 

内科 2016/4/19 

成人急性骨髄性白血病における遺伝子変異と治療反応性・白血病発症機序の

解明 
内科 2016/6/14 

日本におけるゴーシェ病の実態調査 内科 2016/6/14 

HGCSG1503 

切除不能/再発結腸直腸癌に対する TAS-102の Retrospective study 
内科 2016/9/13 

GI-SCREEN CRC-MSI 

進行再発大腸癌におけるmicrosatellite instability(MSI)を検討する多施設

共同研究 

内科 2016/9/13 

非定型大腿骨骨折の危険因子の検討 整形外科 2016/9/13 

内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)後潰瘍治癒におけるボノプラザンとランソプ

ラゾールのランダム化比較試験 
内科 2016/10/18 

腰痛を呈する上殿皮神経障害例における神経病理学的検討 脳神経外科 2016/10/18 

無症候性の治癒切除不能進行大腸癌に対する姑息手術先行の有用性と安全性

の検討：retrospective study 
内科 2016/10/18 

皮膚付属器悪性腫瘍予後調査 形成外科 2016/10/18 

JACCRO CC-13 

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 

内科 2016/11/22 

JACCRO CC-13AR 

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 

内科 2016/11/22 

口腔外科硬組織手術における超音波骨キュレット使用の臨床的検討 歯科口腔外科 2016/11/22 

口腔がん領域における ICG蛍光法の臨床応用 歯科口腔外科 2016/11/22 

初発多発性骨髄腫における血清免疫グロブリン遊離軽鎖κ/λ比の後方視的解

析 
内科 2017/1/17 



消化管原発悪性リンパ腫の後方視的解析 内科 2017/1/17 

慢性Ｃ型肝炎治療に対するＤＡＡ治療の肝発癌抑制効果と予後に与える影響

の検討 
内科 2017/1/17 

慢性Ｃ型肝炎治療のＢ型肝炎ウイルス再活性化に与える影響の検討 内科 2017/1/17 

肝臓疾患の複合糖質関連疾患マーカーの有用性検証 内科 2017/1/17 

ゲノタイプ１型Ｃ型慢性肝炎・代償性肝硬変患者に対する 

Grazoprevir/Elbasvir併用療法の安全性、治療効果の検討 
内科 2017/1/17 

Ｃ型慢性肝炎合併慢性腎不全透析患者に対するGrazoprevir/Elbasvir併用療

法の安全性、治療効果の検討 
内科 2017/1/17 

Ｄ－ＦＲＥＥ 

慢性期慢性骨髄性白血病患者における無治療寛解を目指したダサチニブ治療

第Ⅱ相試験 

内科 2017/2/14 

KSCC1603 

regorafenib投与後の画像変化と治療効果に関する後方視的コホート研究 
内科 2017/3/14 

ゲノタイプ１型Ｃ型慢性肝炎患者に対する Sofosbuvir/Ledipasvir 併用療法

の治療効果に関与する因子の検討 
内科 2017/3/14 

ゲノタイプ 2型Ｃ型慢性肝炎患者に対する Sofosbuvir/Ribavirin 併用療法の

治療効果に関与する因子の検討 
内科 2017/3/14 

ゲノタイプ1型Ｃ型慢性肝炎患者に対するOmbitasvir/Paritaprevir/r併用療

法の治療効果に関与する因子の検討 
内科 2017/3/14 

免疫疾患を有する C 型慢性肝疾患患者における Ombitasvir/Paritaprevir/r

併用療法の有効性および安全性の検討 
内科 2017/3/14 

治癒切除不能進行再発胃癌に対する 2nd line RAM+PTX療法後の 3rd line  

CPT-11療法の有用性：retrospective study 
内科 2017/3/14 

治癒切除不能な進行・再発胃癌に対する三剤（ラムシルマブ、イリノテカン、

タキサン）使用の有用性：retrospective study 
内科 2017/3/14 

ESPRESSO-02/HGCSG1602 

定期的なステロイド前投薬を使用する消化器癌全身化学療法施行時に生じる

骨密度減少に対するデノスマブの抑制効果および安全性を検討する多施設共

同前向き介入研究 

内科 2017/3/14 

RESQTrial 

HER2 陰性転移・再発がん患者を対象にエリブリンと S1 の health－related 

quality of life（HRQoL）を比較するランダム化第Ⅲ相試験 

外科 2017/4/18 

RINDBeRG試験 

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 

内科 2017/4/18 

胆管狭窄に対する初回経乳頭的胆道ドレナージに伴う膵炎発症への内視鏡的

乳頭括約筋切開術の影響 
内科 2017/5/23 



切除不能転移性大腸癌における原発巣切除の意義に関する探索的臨床研究 外科 2017/6/13 

当院におけるC型肝炎患者のクリオグロブリン血症陽性例の実態とDAA治療前

後の変化：retrospective study 
内科 2017/6/13 

当院における超高齢者に対する内視鏡的胆管結石除去術の現状 

：retrospective study 
内科 2017/7/11 

SCRUM-Japan GI-screen 2013-01-CRC 

進行再発大腸癌におけるがん関連遺伝子異常のプロファイリングの多施設共

同研究 

内科 2017/7/28 

NJHSA PTCL 17 

末梢血 T 細胞性リンパ腫関連機能的遺伝子及び変異遺伝子の治療反応性及び

予後に与える影響 

内科 2017/8/14 

腰痛を呈する中殿皮神経障害に対する手術（中殿皮神経剥離術）治療成績の検

討 
脳神経外科 2017/8/22 

B型慢性肝炎合併慢性腎不全透析患者に対す核酸アナログ製剤の安全性、治療

効果の検討 
内科 2017/8/22 

N・SAS-BC/CUBC測定研究 

StageⅠ～ⅢA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究 
外科 2017/9/5 

Bladder Cancer Index(BCI)日本語版の開発 泌尿器科 2017/9/13 

NEWHOPE STUDY 

北海道内における免疫チェックポイント阻害剤ニボルマブの廃棄量実態調査 

に関する多施設共同研究 

薬剤部 2017/9/13 

抗凝固薬内服中患者における超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性を検討する 

多施設共同前向き観察研究 
内科 2017/9/13 

初期画像検査陰性の総胆管結石の診断における超音波内視鏡の有用性の検

討：多施設共同非ランダム化非盲検探索的臨床試験 
内科 2017/9/13 

スモン（SMON）の疾患感受性遺伝子に関する研究 神経内科 2017/11/14 

骨髄不全患者を対象とした HLA-Aアレル欠失血球の検出 内科 2017/11/15 

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 
内科 2017/11/15 

膵体尾部癌に対する術前 EUS-FNAの術後経過への影響に関する研究 内科 2017/12/4 

Ｃ型慢性肝炎・代償性肝硬変患者に対する glecaprevir/pibrentasvir 併用療

法の安全性、治療効果の検討 
内科 2017/12/12 

B型肝炎に関する統合的臨床ゲノムデータベースの構築を目指す研究 内科 2017/12/12 

25G フランシーン形状穿刺針を用いた超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引法の組

織採取に関する多施設共同前向き観察研究 
内科 2017/12/12 



TRUSTY試験 

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 

内科 2018/1/16 

J-HOPE4研究 

遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究 
外科 2018/2/21 

当院における肝硬変の成因別実態：retrospective study 内科 2018/2/21 

SHARE study 

cT1-3N1M0乳癌における術前化学療法後 ycN0症例を対象とした 

センチネルリンパ節生検の妥当性に関する第 II相臨床試験 

外科 2018/2/21 

後天性血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）の遺伝的背景に関する研究 内科 2018/2/21 

当院における切除不能・進行再発大腸癌患者に対するレゴラフェニブの有効性 

および安全性と患者背景因子に関する後方視的研究 
内科 2018/3/13 

悪性リンパ腫(びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫)における栄養指標を用いた 

予後予測に関する検討 
内科 2018/4/17 

新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 内科 2018/4/17 

濃厚血小板輸血製剤の輸血前投薬の有用性に関する検討 内科 2018/4/17 

HGCSG1603 

初回化学療法に不応の治癒切除不能進行・再発胃癌に対するイリノテカン/ラ

ムシルマブ併用療法の多施設共同医師主導前向き第 II相試験 

内科 2018/5/22 

緩和ケア病棟を有さない病院におけるがん終末期患者の在院状況に関する 

多施設調査 
外科 2018/7/19 

悪性大腸閉塞に対する大腸ステント留置術の成績 内科 2018/7/24 

EyeDropS study/HGCSG1604 

消化器癌に対する S-1 を含む全身化学療法による眼障害に関する前向き観察

研究 

内科 2018/9/11 

原発性肝がんに対する Multikinase阻害剤の効果・安全性の検討 内科 2018/9/11 

ゲノタイプ 2型 C型肝炎合併透析患者における glecaprevir/pibrentasvir 

の効果・安全性の検討 
内科 2018/9/11 

B 型肝炎ウイルス再活性化予防としてのテノホビル アラフェナミドフマル酸

塩投与の治療効果・安全性の検討 
内科 2018/9/11 

FGFR-iCCA study 

肝内胆管癌における FGFRの異常に関する解析研究 
内科 2018/10/16 

Trousseau症候群による脳梗塞再発予防の現状検討 

〜新規経口抗凝固薬と免疫チェックポイント阻害薬時代における再考〜 
脳神経外科 2018/10/26 



経乳頭的胆管金属ステント留置における内視鏡的乳頭括約筋切開術非付加の 

安全性および有効性に関する多施設共同後方視的観察研究 
内科 2018/11/6 

悪性胸腹水に対する CART(腹水濾過濃縮再静注法)の有効性、および安全性に

関する検討：retrospective study 
内科 2018/11/14 

上眼瞼全層欠損に対する余剰皮膚を用いた改良版前進皮弁の有用性について

の検討 
形成外科 2018/11/21 

TRUSTY 

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+bevacizmab療法と 

trifluridine/tipiracil+bevacizmab療法のランダム化比較第 2/3相試験 

内科 2018/11/27 

J-ASPECT study 

脳卒中の医療体制の整備のための研究  
脳神経外科 2018/12/26 

JFMC48-1301-C4（ACHIEVE-2 Trial） 

再発危険因子を有するハイリスク StageⅡ結腸がん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 

内科 2019/2/1 

JACCRO CC-16 
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 

内科 2019/2/19 

釧路労災病院におけるＡＲＴ施行中ＨＩＶ感染患者の生活習慣と併用薬に関

するアンケート調査 2019 
薬剤部 2019/2/19 

PARADIGM study 

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発 

大腸癌患者に対する mFOLFOX6 + ベバシズマブ併用療法と mFOLFOX6 + パニツ

ムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第 III相無作為化比較試験 

内科 2019/2/25 

RINDBeRG Trial 

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 

内科 2019/2/21 

化学療法誘発性の無月経と月経再開に影響を及ぼす臨床病理学的因子の検討 外科 2019/3/19 

HGCSG1404：SNOW study 

切除不能・再発胃癌に対する S-1，Nab-paclitaxel，Oxaliplatin併用療法 

第Ⅰ/Ⅱ相試験  

内科 2019/3/1 

D-FREE 

慢性期慢性骨髄性白血病患者における無治療寛解を目指した 

ダサチニブ治療第 II 相試験 

内科 2019/3/1 

HGCSG1603 

初回化学療法に不応の治癒切除不能進行・再発胃癌に対するイリノテカン/ラ

ムシルマブ併用療法の多施設共同医師主導前向き第 II相試験 

内科 2019/3/1 

JACCRO GC-07（START-2） 

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 TS-1 単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 

内科 2019/3/6 



JACCRO CC-13 

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 

内科 2019/3/6 

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 内科 2019/3/7 

消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 内科 2019/4/10 

病職歴データベースを用いた化学物質の有害性の疫学的調査手法に関する研

究 
医事課 2019/4/10 

乳がん切除症例における肥満度（ＢＭＩ）からみた術後手術創関連合併症 外科 2019/4/16 

胃癌術後補助化学療法における外来栄養指導に関する多施設研究 外科 2019/4/16 

当院 EUS-FNAにおける Franseen形状針と従来針の比較検討 内科 2019/5/21 

北海道の血液疾患発生状況の把握（NJHSG registration protocol） 内科 2019/4/19 

Retrospective study of TAS-102 plus Bevacizumab vs TAS-102 in patients 

with mCRC refractory to standard chemotherapy 
内科 2019/5/21 

Retrospective study of TAS-102 plus Bevacizumab vs Regorafenib in 

patients with mCRC refractory to standard chemotherapy 
内科 2019/5/23 

中枢神経系希少血管障害のレジストリ構築と生体試料バンキング 脳神経外科 2019/6/18 

Self-expandable Metallic Stenting for Malignant Colorectal Obstruction 

as a bridge to elective surgery: a local hospital experience in Japan 
内科 2019/6/18 

北海道における C型非代償性肝硬変肝炎患者数と治療導入率に関する検討 内科 2019/6/18 

Ｃ型肝炎ウイルス感染患者に対する sofosbuvir/velpatasvir併用療法の 

安全性、治療効果の検討 
内科 2019/6/18 

当院における抗 PD-1 抗体薬による間質性肺疾患の発症頻度とリスク因子に関

する検討 
内科 2019/6/18 

TROXStudy(KSCC/HGCSG1802)                          

HER2陽性進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ BS「NK」と S-1+オキサリプ

ラチン併用療法もしくはカペシタビン+オキサリプラチン併用療法に関する  

第Ⅱ相臨床試験 

内科 2019/6/18 

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生と治療に関する多施設共同研究 

- 十勝，釧路・根室，オホーツク医療圏における検討 – 
歯科口腔外科 2019/7/23 

80歳以上の高齢者における脊椎手術の周術期・術後合併症多施設研究 整形外科 2019/7/17 

びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫における診断時の栄養状態と予後に関す

る後方視的検討 
内科 2019/8/20 



Feasibility of ligation technique using a double loop clip (D-L clip) 

without adhesive for ulceration following ESD of the colon 
内科 2019/9/10 

脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関す

る研究（J-ASPECT）Close The Gap-Stroke  Study 
脳神経外科 2019/10/3 

乳腺葉状腫瘍手術症例の臨床病理学的研究 外科 2019/10/21 

チューターのいない施設の大腸 ESD経験が 100例未満の術者における 

clutch cutterの有用性 
内科 2019/10/21 

乳がん診療ガイドラインにおける運動に関する推奨の普及の実態とその促

進・阻害要因-乳がんサバイバー対象の実態調査- 
外科 2019/10/16 

日本脳神経外科学会データベース（Japan Neurosurgical Database：JND）を

用いた、当院における脳神経外科疾患の臨床的特徴と治療転帰の検証 
脳神経外科 2019/11/8 

HGCSG1801                                                                           

抗 EGFR抗体薬不応の結腸・直腸癌に対する 2次治療としての FOLFIRI+アフリ

ベルセプトの有効性と安全性を検討する単群多施設共同前向き第 II 相臨床試

験 

内科 2019/10/18 

HGCSG1803                                                                          

遠 隔 転 移 を 有 す る ま た は 術 後 再 発 膵 癌 に 対 す る 一 次 治 療

Oxaliplatin+Irinotecan+S -1 併用療法（OX-IRIS 療法）の多施設共同前向き

単群第 II相臨床試験 

内科 2019/10/24 

日本脳神経外科学会データベース（Japan Neurosurgical Database：JND）を

用いた、当院における脳神経外科疾患の臨床的特徴と治療転帰の検証 
脳神経外科 2019/11/8 

 


