
承認された臨床研究一覧（2019年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

1046 消化器外科 副部長 門川　佳央
根治可能な肉眼型分類4型胃癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性に関する多施設共同後
ろ向き観察研究

2019,6,4 多施設共同研究

1047 循環器内科 医員 榎本　操一郎
大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルーン
を用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究　PrOsPective MultiCenter registry
Of dRug-coated ballooN for femoropopliteal disease;POPCORN〔一部変更：№979より〕

2019,6,4 多施設共同研究

1048 リハビリセンター 理学療法士 後藤　総介 心臓血管外科術後のリハビリ進行と術前身体能力との関連性に関する研究 2019,6,10

1049 耳鼻咽喉科 部長 堀　龍介 アブミ骨筋反射閾値の内視鏡下測定評価法〔一部変更：№934より〕 2019,6,4

1050 耳鼻咽喉科 部長 堀　龍介
『中耳・内耳疾患診断・治療の新規技術開発』並びに『外リンパ瘻における Cochl in-
tomoprotein(CTP)測定の臨床的有用性の検討』〔一部変更：№876より〕

2019,6,4 多施設共同研究

1051 循環器内科 医員 榎本　操一郎
出血リスクの高い経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象としたプラスグレル治療
の研究-PENDULUM mono-〔一部変更　№863より〕

2019,6,4 多施設共同研究

1052 循環器内科 医員 榎本　操一郎
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法による血栓性イベン
ト、出血性イベント、抗血小板凝集抑制作用の実態調査-PENDULUM-〔一部変更　№745
より〕

2019,6,4 多施設共同研究

1053 循環器内科 医員 三宅　誠
生体弁置換術後心房細動患者の抗血栓療法に関するレジストリー（前向き観察研究）
BPV-AF（registry）〔一部変更：№1004より〕

2019,6,4 多施設共同研究

1054 脳神経外科 部長 秋山　義典 Tron FX　血栓除去デバイス市販後登録研究 2019,6,4 多施設共同研究

1055 呼吸器内科 医員 上山　維晋 間質性肺疾患に対するクライオバイオプシーの有用性と安全性に関する臨床的検討 2019,6,17

1056 血液内科 部長 大野　仁嗣 t（9；14）（p13；q32）転座びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の臨床病理学的特性の解明 2019,6,4
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1057 放射線部治療部門 医員 石田　祐一 食道癌に対する放射線治療の症状緩和効果を評価する観察研究〔一部変更：№966より〕 2019,6,4 多施設共同研究

1058 消化器外科 医員 加藤　滋 局所進行直腸癌に対する再発危険因子に応じた至適治療を検討する多施設共同研究 2019,7,18 多施設共同研究

1059 耳鼻咽喉科 副部長 児島　剛 3次元顔認証システムを応用した顔面神経麻痺の客観的評価方法の検討 2019,8,6

1060 神経内科 部長 末長　敏彦
パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの
上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験：DATSZ-PD　study〔特定臨床研究〕

2019,5,15 特定臨床研究

1061 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下におけ
る無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕

2019,5,15 特定臨床研究

1062 整形外科 部長 中山　富貴
奈良県内の脊髄損傷発生件数調査ならびに脊髄損傷患者の治療後の追跡調査（多施設
共同研究）

2019,7,18 多施設共同研究

1063 循環器内科 医員 坂本　二郎
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向
き観察研究　STAR-ACS（多施設共同研究）〔一部変更〕

2019,7,24 多施設共同研究

1064 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下におけ
る無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2019,6,10 特定臨床研究

1065 循環器内科 部長 田村　俊寛
非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患者の経口抗凝固薬と抗
血小板薬の至適併用療法：多施設、前向き、無作為化比較試験：OPTIMA-AF　traial

2019,6,10 特定臨床研究

1066 循環器内科 医員 田巻　庸道
心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開発のための心不全
レジストリ（多施設共同研究）

2019,7,24 多施設共同研究

1067 消化器内科 医員 南　竜城
閉塞性黄疸を有する1型自己免疫性膵炎に対する胆管ステント非留置下ステロイド投与の
安全性評価試験（多施設共同研究）

コメント対応中 多施設共同研究
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1068 小児科 医員 宮﨑　文 先天性心疾患における心臓同期不全・治療に関する研究 2019,7,24

1069 内分泌内科 部長 林野　泰明
「レニン‐アンジオテンシン‐アルドステロン・システムに対するダパグリフロジンの影響の検
討」研究：ROAD-EURASIA〔特定臨床研究〕

2019,6,24 特定臨床研究

1070 臨床検査部 臨床検査技師 木下　真紀 ヘモグロビンA1cとグリコアルブミン（GA）の測定値が乖離する原因の調査 2019,9,2

1071 小児科 医員 田尻　雄二朗 Platypnea-Orthodeoxia-Syndromeを呈したFontan術後症例の報告 2019,9,2

1072 内分泌内科 医員 岡村　真太郎 難治性副腎疾患の診察に直結するエビデンス創出:JRAS（多施設共同研究）〔一部変更〕 2019,8,15 中央倫理審査臨床研究

1073 脳神経内科 部長 末長　敏彦
パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの
上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験：DATSZ-PD　study〔特定臨床研究〕一部
変更

2019,7,4 特定臨床研究

1074 循環器内科 医員 三宅　誠
生体弁置換術後心房細動患者の抗血栓療法に関するレジストリー（前向き観察研究）
BPV-AF（registry）〔一部変更：№1004より〕

2019,8,6 多施設共同研究

1075 消化器内科 医員 武田　康宏 胃腫瘍性病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療成績 2019,9,2

1076 消化器外科 部長 待本　貴文
十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関する研究（多施設共同研
究）

2019,10,30 多施設共同研究

1077 呼吸器外科 部長 中川　達雄 活動量計を用いて標準化した足踏み負荷と酸素摂取量の相関評価試験 2019,9,2

1078 消化器外科 医員 加藤　滋
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/Leucovorin療法の
ランダム化比較第Ⅲ相試験：ACTS-CC 02〔特定臨床研究〕

2019,8,1 特定臨床研究
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1079 消化器内科 医員 岡野　明浩 進行肝細胞癌に対する分子標的薬療法に関する多施設共同研究（多施設共同研究） 2019,10,30 多施設共同研究

1080 循環器内科 医員 三宅　誠
超音波デジタル画像のナショナルデータベース構築と人工知能支援型超音波診断システ
ム開発に関する研究（多施設共同研究）

2019,10,30 多施設共同研究

1081 消化器外科 部長 待本　貴文
膵頭十二指腸切除術の短期・長期成績についての多施設共同観察研究（多施設共同研
究）

2019,10,30 多施設共同研究

1082 泌尿器科 副部長 川西　博晃
去勢抵抗性前立腺癌におけるドセタキセルからカバジタキセルへの切り替え時期と治療効
果に関する多施設後ろ向き研究（多施設共同研究）

2019,10,30 多施設共同研究

1083 消化器外科 医員 加藤　滋
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/Leucovorin療法
のランダム化比較第Ⅲ相試験：ACTS-CC 02〔特定臨床研究〕

2019,9,5 特定臨床研究

1084 放射線部 診療放射線技師 山﨑　良 心臓造影MR画像の解析精度向上のための検討 コメント対応中

1085 放射線部 診療放射線技師 小西　優斗 透視画像におけるデバイスの視認性改善及び透視線量のさらなる低減についての検討 2019,10,30

1086 医学研究所 主任研究所技師 林田　雅彦
患者末梢血のマルチカラーフローサイトメトリー解析とセルフリーDNAの
RHOAG17V/IDH2R172遺伝子変異解析を用いた血管免疫芽球性T細胞リンパ腫のリキッ
ドバイオプシー診断の確立

2019,10,30

1087 血液内科 副部長 赤坂　尚司 京都造血幹細胞移植グループの造血幹細胞移植データを用いた移植成績の解析 2019,9,19 中央倫理審査臨床研究

1088 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条
件下における無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

記録のみ 特定臨床研究

1089 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
難治性副腎疾患の診察に直結するエビデンス創出:JRAS（多施設共同研究）〔一部
変更〕

2019,9,19 中央倫理審査臨床研究
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1090 小児科 医員 田尻　雄二朗
簡易キットでの家庭内のダニアレルゲン量の測定がもたらすダニIgE陽性喘息児へ
のダニ対策効果の検討

2019,10,30

1091 脳神経外科 部長 秋山　義典 Tron FX　血栓除去デバイス市販後登録研究〔一部変更〕 2019,10,30 多施設共同研究

1092 消化器内科 医員 山川　剛 高齢者の切除不能進行・再発大腸癌に対する化学療法についての後方視的研究 2019,10,30

1093 耳鼻咽喉科 部長 堀　龍介 口腔癌に関する多施設共同後方視的研究 2019,10,30 多施設共同研究

1094 脳神経外科 副部長 藤本　基秋 脳梗塞の分布に基づいた再開通療法の適応とその限界 2020,2,18

1095 臨床検査部 副技師長 下村　大樹 全自動血液凝固測定装置CN-6000の基本的性能の評価 2019,12,5

1096 リハビリセンター 理学療法士 櫻井　美和子 なら糖尿病デー参加者のフレイル有病率、各身体評価、運動機能についての研究 2019,10,24

1097 リハビリセンター 理学療法士 村上　康朗 糖尿病患者と日糖尿病患者における足趾把持力とその他身体機能の関連性の検討 2019,10,24

1098 脳卒中センター 医員 田口　智朗 脳卒中における治療およびリハビリテーションの質的評価 2019,11,13

1099 耳鼻咽喉科 修練医 田口　敦士 頭頚部腫瘍に対する振動を用いた穿刺吸引細胞診の改良〔一部変更〕 2019,12,11

1100 乳腺外科 修練医 石井　慧 Txnipによる乳癌組織診断法の検討 2019,12,23
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1101 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下におけ
る無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2019,10,16 特定臨床研究

1102 臨床検査部 臨床検査技師 吉岡　明治 深部静脈血栓症の診断における可溶性フィブリンモノマー複合体の有用性の検討 2019,12,5

1103 循環器内科 医員 三宅　誠 ファロー四微症修復術後患者における右室および左室機能に関する研究 2019,12,5

1104 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
特発性肺線維症における白血球テロメア長と血中バイオマーカーおよび臨床指標の関連
についての検討〔一部変更〕

2020,1,22 多施設共同研究

1105 呼吸器内科 副部長 橋本　成修 特発性肺線維症に対する抗線維化薬2剤併用療法の有効性と安全性に関する調査研究 2019,12,5 多施設共同研究

1106 内分泌内科 部長 林野　泰明 糖尿病患者の心理的負担感に関する後ろ向き研究 2019,12,17

1107 脳神経内科 部長 末長　敏彦
パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの
上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験：DATSZ-PD　study〔特定臨床研究〕一部
変更

2019,10,31 特定臨床研究

1108 脳神経内科 部長 末長　敏彦
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：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2019,10,31 特定臨床研究

1109 放射線部 診療放射線技師 山﨑　良 非造影でのUltra short TEシーケンスを用いた肺塞栓症に関する研究 2019,12,5

1110 耳鼻咽喉科 部長 堀　龍介 鼻副鼻腔悪性腫瘍に関する多施設共同での後ろ向き解析：後ろ向きコホート研究 2019,12,5 多施設共同研究

1111 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下におけ
る無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2019,11,6 特定臨床研究

6/11



承認された臨床研究一覧（2019年度）

1112 麻酔科 修練医 野田　祐一
腹部大動脈瘤人工血管置換術における下肢の局所酸素飽和度(rSO2)と術後下肢虚血の
関係

2019,12,5

1113 消化器外科 副部長 門川　佳央
局所進行下部直腸癌に対する術前補助化学療法の有効性と忍容性の研究（Estneo研究）
の長期予後調査研究

2019,12,11 多施設共同研究

1114 循環器内科 医員 坂本　二郎
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向
き観察研究　STAR-ACS（多施設共同研究）〔一部変更〕

2020,1,22 多施設共同研究

1115 循環器内科 医員 田巻　庸道
心アミロイドーシス患者の臨床的特徴と予後を検討する多施設前向きコホート研究：
CAPTURE-AMYLOID(多施設共同研究）

2020,1,22 多施設共同研究

1116 呼吸器内科 シニアレジデント 丸口　直人 肺非結核性抗酸菌症と慢性肺アスペルギルス症の合併症についての検討 2020,1,22

1117 放射線部 診療放射線技師 船曳　政史 骨シンチグラフィーにおける適正投与量の検討 2020,1,22

1118 リハビリセンター 理学療法士 福田　章人
待機的心大血管手術患者の術前栄養状態と骨格筋量の関係性が術後リハビリテーション
進行へ及ぼす影響

2020,1,22

1119 脳神経内科 部長 末長　敏彦
パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの
上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験：DATSZ-PD　study〔特定臨床研究〕一部
変更

2019,11,26 特定臨床研究

1120 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下におけ
る無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2019,11,26 特定臨床研究

1121 リハビリセンター 言語聴覚士 児玉　貴弘 期間癌術後に嚥下障害を呈しリハビリテーションを実施した1例 2019,11,30

1122 呼吸器内科 医員 安田　武洋
間質性肺炎合併非小細胞肺癌もしくは薬剤性肺障害の既往がある症例に対するビノレル
ビン投与の安全性の検討

2020,1,22
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1123 脳神経外科 部長 秋山　義典 Japan Trevo Registry 2020,1,22 多施設共同研究

1124 臨床検査部 臨床検査技師 永井　直治 多項目自動血球分析装置XNシリーズの疾患データベース構築 2020,2,3

1125 循環器内科 部長 田村　俊寛 Amplatzer PFOオクルーダー使用成績調査 2020,2,3

1126 麻酔科 修練医 山﨑　紘幸 全身麻酔と局所麻酔科鎮静法で管理したTF-TAVI症例の比較 コメント対応中

1127 リハビリセンター 理学療法士 黒川 貴美惠
右大転子部に褥瘡を呈した意思疎通を図る事が困難な方に対してポジショニングを検討し、姿勢
改善に至った事例　～視診・触診での評価にレイオスを併用して～

2019,11,30

1128 麻酔科 修練医 相山　佑樹 周術期の間質性肺炎急性増悪の疫学調査（単施設・後ろ向き観察研究） コメント対応中

1129 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条
件下における無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2019,11,29 特定臨床研究

1130 在宅世話どりセンター 特定嘱託部長 中村　義德 褥瘡ケアの新しい対策、持続的局所摩擦ずれ緩和法（+TASS：プラス、タス） 2019,12,4

1131 循環器内科 医員 坂本　二郎
静脈血栓塞栓症患者の登録研究：The Computerized Registry of Patients with
Venous Thromboembolism（RIETE）

2020,2,3 多施設共同研究

1132 呼吸器内科 医員 安田　武洋 肺癌に対するナブパクリタキセル療法における薬剤性肺障害の検討 2020,2,19

1133 総合診療教育部 ジュニアレジデント 中島　光司 救急外来において医師の抗インフルエンザ薬処方に影響を与える因子の検討 2020,2,18
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1134 整形外科 部長 中山　富貴 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 2020,2,3 多施設共同研究

1135 緩和ケア科 部長 加藤　恭郎
ヒドロモルフォンとハロペリドールを生理食塩水または5％ブドウ糖で溶解して皮
下注射をした場合の皮下硬結の発生頻度について

2020,2,3

1136 放射線部 医員 石田　祐一
局所進行非小細胞癌に対する根治的化学放射線療法+地固めdurvalumab療法の多施
設後向き研究

2020,2,18 多施設共同研究

1137 小児科 医員 田尻　雄二朗
小児食物アレルギー患者の災害対策に関する実態調査（多施設共同無記名アンケー
ト調査）

2019,12,24

1138 小児科 医員 田尻　雄二朗 食物アレルギー児の誤食についての事態調査（多施設共同無記名アンケート調査） 2019,12,24

1139 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条
件下における無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2019,12,27 特定臨床研究

1140 乳腺外科 部長 山城　大泰
HER2陰性ホルモン療法耐性転移乳癌患者における1次または2次化学療法としてのエ
リブリン療法の効果を探索する観察研究〔一部変更〕

2020,2,18 多施設共同研究

1141 在宅世話どりセンター 特定嘱託部長 中村　義德
ケアマネージャーを対象とした褥瘡リスクアセスメントスケール「床ずれ危険と
チェック表」の妥当性に関する多施設研究

2020,5,20

1142 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
「特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究（NEJ030）」集積症例を対
象とした、遺伝素因に関連するバイオマーカーの研究〔一部変更〕

2020,2,19 多施設共同研究

1143 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
特発性肺線維症における白血球テロメア長と血中バイオマーカーおよび臨床指標の
関連についての検討〔一部変更〕

2020,3,24 多施設共同研究

1144 循環器内科 部長 田村　俊寛
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　OPTIVUS-Complex PCI〔特定臨床研究〕

報告のみ 特定臨床研究
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1145 歯科・口腔外科 歯科衛生士 中嶋　愛里 エピシル使用患者の現状調査に関する後ろ向き研究 2020,3,24

1146 脳神経外科 副部長 藤本　基秋
日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究4：Japanese Registry of
Neuroendovascular Therapy 4（JR-NET4）

2020,3,24 多施設共同研究

1147 消化器外科 医員 田中　宏和
抗血栓薬（抗血小板薬・抗凝固薬）服用患者における消化器外科手術の安全性の検
証

2020,4,24 多施設共同研究

1148 放射線部 医員 野橋　智美 胸部CT検査における免疫チェックポイント関連肺障害の特徴についての研究 2020,3,24

1149 乳腺外科 部長 山城　大泰
乳癌微小環境形成に関わる分子生物学的機序の生体試料を用いた探索研究《一部改
訂　№718より》

2020,3,24 多施設共同研究

1150 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条
件下における無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2020,2,4 特定臨床研究

1151 内科ローテイト シニアレジデント 中山　洋一
免疫抑制下のリウマチ性疾患患者におけるサイトメガロウイルス抗原血症のリスク
因子に関する検討

2020,5,18

1152 耳鼻咽喉科 医員 岡上　雄介 咽喉頭がんに対する経口的切除術の有効性・安全性に関する研究 2020,4,30 多施設共同研究

1153 循環器内科 医員 榎本　操一郎

大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルー
ンを用いた末梢血管内治療に関する多施設前向き研究　PrOsPective MultiCenter
registry Of dRug-coated ballooN for femoropopliteal disease;POPCORN〔一部
変更：№979より〕

2020,4,30 多施設共同研究

1154 血液内科 副部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2020,2,25 特定臨床研究

1155 泌尿器科 部長 奥村　和弘
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
の臨床効果及び安全性の検討（JCASTRE-Zero）〔特定臨床研究〕

2020,2,25 特定臨床研究
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1156 心臓血管外科 副部長 阪口　仁寿
J-ORCHESTRA Study（J-Open Cardiac aortic arCH disEase replacement Surgical
TheRApy Stidy）〔一部変更〕

1900,1,0 多施設共同研究

1157 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条
件下における無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2020,2,27 特定臨床研究

1158 呼吸器内科 医員 安田　武洋
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向
き観察研究（J-TAIL）〔一部変更〕

2020,4,30 多施設共同研究

1159 循環器内科 医員 山崎　誠太
複雑病変を有する冠動脈をゾタロリムス溶出ステントで治療した症例の複数施設に
よる登録研究（ARCADIA ZERO）

2020,4,30 多施設共同研究

1160 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
難治性副腎疾患の診察に直結するエビデンス創出:JRAS（多施設共同研究）〔一部
変更〕

2020,3,5 中央倫理審査臨床研究

1161 臨床検査部 臨床検査技師 阿部　教行 尿沈渣目視鏡検による尿中細菌形態の同定精度 2020,4,30

1162 感染症管理センター センター長 田中　栄作
COVID-19（新型コロナウイルス感染症）に対するロビナビル・リトナビル（カレト
ラ配合錠、カレトラ配合内服液）の適応外使用

2020,4,15

1163 感染症管理センター センター長 田中　栄作
COVID-19（新型コロナウイルス感染症）に対するヒドロキシクロロキンの適応外使
用

2020,4,15

1164 消化器外科 医員 加藤　滋
局所進行下部直腸癌に対する術前補助化学療法の有効性と忍容性の研究（Estneo研
究）の長期予後調査研究〔一部変更〕

2020,4,30 多施設共同研究

1165 血液内科 副部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2020,3,24 特定臨床研究

1166 消化器外科 医員 加藤　滋
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/Leucovorin療法
のランダム化比較第Ⅲ相試験：ACTS-CC 02〔特定臨床研究〕

2020,3,25 特定臨床研究
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