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所属 氏名

倫2111 UMIN000013874 その他
ガラス化法によるヒト未受精卵凍結保存を応用した生殖補
助医療に関する臨床的研究

各種がんや血液疾患な
どのために妊孕性温存
を希望する女性患者

岡大 周産母子センター 鎌田 泰彦

m07009 UMIN000012069 医薬品

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次
予防効果の検討
Randomized trial for Evaluation in Secondary
Prevention Efficacy of Combination Therapy –
Statin and EicosapentaenoicAcid（RESPECT-
EPA）

冠動脈疾患 他主管 循環器内科 伊藤 浩

m12002 UMIN000011819 その他
JOCG1211　胸部薄切CT所見に基づくすりガラス影優
位のcTINO肺癌に対する区域切除の非ランダム化検証的
試験

ⅠA期肺腺癌 他主管 呼吸器外科 豊岡 伸一

m13001 UMIN000012429 その他
再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップとイン
テンシブフォローアップの比較第III相試験

浸潤性乳癌 他主管 乳腺・内分泌外科 土井原 博義

m14011 UMIN000012766 医療機器
腎結石用高解像ディスポーザブル内視鏡（HDIGスコー
プ）一体型穿刺針を用いた腎杯穿刺、尿路内カテーテル操
作、泌尿器疾患治療に関する研究

腎結石 岡大 泌尿器科 和田 耕一郎

m14014 UMIN000018767 医療機器
da Vinciサージカルシステム（DVSS）による ロボット
支援腹腔鏡下自家腎移植の有用性と安全性の検討

自家腎移植を必要とす
る症例

岡大 泌尿器科 荒木 元朗

m28002 UMIN000015021 その他
BRCA1あるいはBRCA2遺伝子に変異を有する女性に対
するリスク低減卵管卵巣切除術の安全性と有効性に関する
パイロット研究

遺伝性乳がん卵巣がん
症候群

岡大 産科婦人科 中村 圭一郎

d10001 UMIN000022182 医療機器
矯正歯科治療におけるインダイレクト・ボンディング法の
包括的臨床評価

不正咬合患者 岡大 矯正歯科 上岡 寛

臨1512-003 UMIN000017628
その他 JCOG1409：臨床病期I/II/III食道癌（T4を除く）に対す

る胸腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較第III相試験

胸部食道癌（cStage
Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ(T4を除く)、
腺癌を除く）

他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨1512-006 UMIN000017155 その他
JCOG1401：臨床病期 I 期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘
術および腹腔鏡下噴門側胃切除術の安全性に関する非ラン
ダム化検証的試験実施計画書

臨床病期Ⅰ期胃癌 他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨1602-003 UMIN000019929 その他
妊娠を希望するホルモン療法感受性乳癌の若年女性におけ
る妊娠転帰及びホルモン療法中断の安全性を評価する試験

妊娠を希望する乳がん
患者

他主管 乳腺・内分泌外科 枝園 忠彦

臨1603-009 UMIN000018412 その他

「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

RAS野生型進行大腸癌 他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨1611-006 UMIN000020242 医薬品

EGFR遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るゲフィチニブまたはオシメルチニブ単剤療法とゲフィチ
ニブまたはオシメルチニブにシスプラチン＋ペメトレキセ
ドを途中挿入する治療とのランダム化比較試験
JCOG1404/WJOG8214L

EGFR遺伝子変異陽性
進行非扁平上皮非小細
胞肺癌

他主管
呼吸器・アレル

ギー内科
木浦 勝行

臨1612-001 UMIN000026186 その他
頚椎症性脊髄症に対する椎弓形成術と第3頚椎椎弓切除併
用椎弓形成術の術後成績の前向きRCT研究

頚椎症性脊髄症 岡大 整形外科 三澤 治夫

臨1701-009 UMIN000025148 医療機器 矯正歯科治療患者を対象とした上気道容積に関する研究 不正咬合患者 岡大 矯正歯科 上岡 寛

臨1702-003 UMIN000024530 医療機器
糖尿病腎症の臨床・病理組織学的予後因子および新規診断
マーカー・治療ターゲットの探索

糖尿病患者 岡大
腎臓・糖尿病・内

分泌内科
和田 淳

臨1702-004 UMIN000025350 その他
自閉症児に対する新しい療育；対人関係発達指導法の効果
検証

自閉症スペクトラム 岡大 精神科神経科 髙木 学

臨1705-901  UMIN000025530 その他
臨床病期I/II期非小細胞肺癌に対する選択的リンパ節郭清
の治療的意義に関するランダム化比較試験

原発性肺癌 他主管 呼吸器外科 豊岡 伸一

臨1707-004 UMIN000025936 医薬品
心臓サルコイドーシスに対する抗菌薬治療の臨床的有用性
を検討する探索的試験

ステロイド治療導入予
定の山臓サルコイドー
シス患者

他主管 循環器内科学 中村 一文

臨1707-005 UMIN000024985 医薬品
初発時よりダサチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を
2年間以上維持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に
対する薬剤中止試験（D-STOP216試験)

慢性骨髄性白血病 他主管 血液・腫瘍内科 前田 嘉信

臨1707-006 UMIN000024984 医薬品
初発時よりニロチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を
2年間以上維持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に
対する薬剤中止試験（N-STOP216試験）

慢性骨髄性白血病 他主管 血液・腫瘍内科 前田 嘉信
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臨1711-901 UMIN000029451 医薬品
JCOG1610: 病巣掻爬可能骨巨細胞腫に対する術前デノ
スマブ療法のランダム化第III相試験

骨巨細胞腫 岡大 整形外科 尾﨑 敏文

臨1712-004 UMIN000026682 その他 頭頸部表在癌に対する経口的手術の第II/III相試験 頭頸部表在癌 他主管  消化器内科 岡田 裕之

臨1712-007 UMIN000028065 医薬品
HER2陽性HR陰性乳癌における遺伝子HSD17B4高メチ
ル化の有用性評価試験

HER2陽性HR陰性原
発性乳癌

他主管 乳腺・内分泌外科 平 成人

臨1801-003 UMIN000029897 その他
マルチブラケット装置を装着した患者に対するプラークお
よび歯肉炎症軽減への歯ブラシ形態の影響

マルチブラケット装置
を装着した患者

岡大 矯正歯科 上岡 寛

臨1801-901 UMIN000028298 医薬品
JCOG1505：エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤
性乳管癌に対する非切除＋内分泌療法の有用性に関する単
群検証的試験

乳がん 他主管 乳腺・内分泌外科 土井原 博義

臨1804-002 UMIN000023720 医薬品 
抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例の内視鏡的大腸ポ
リープ摘除術後出血割合に関する検討

大腸ポリープ 他主管 消化器内科 原田 馨太

臨1804-003 UMIN000029411 医薬品 
特発性肺線維症 (IPF) 合併非小細胞肺癌に対する周術期ピ
ルフェニドン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相
試験

特発性肺線維症合併非
小細胞肺癌

他主管 呼吸器外科 豊岡 伸一

臨1804-901 UMIN000027789  医薬品手技
TP53変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジ
ンと同種造血幹細胞移植の多施設共同非盲検無対照試験

骨髄異形成症候群 他主管 血液・腫瘍内科 前田 嘉信

臨1805-002 UMIN000032162 その他 覚醒時かみしめ抑制のための習慣トレーニング
咀嚼筋異常機能のある
患者で日中のブラキシ
ズムのある患者

岡大 咬合・義歯補綴科 皆木 省吾

臨1805-901 UMIN000030783 医薬品
JCOG1607　高齢者HER2 陽性進行乳癌に対するT-
DM1 療法とペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセ
ル療法のランダム化比較第III 相試験

転移乳癌 他主管 乳腺・内分泌外科 土井原 博義

臨1806-001 UMIN000030453  医薬品 
非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリン療法の有用
性に関する検討

再生不良性貧血 他主管 血液・腫瘍内科 前田 嘉信

臨1808-001 UMIN000032696 その他
JCOG1708：特発性肺線維症（IPF）合併臨床病期I期非
小細胞肺癌に対する肺縮小手術に関するランダム化比較第
III相試験

特発性肺線維症
（IPF）合併臨床病期I
期非小細胞肺癌

他主管 呼吸器外科 豊岡 伸一

臨1810-001 UMIN000033643 その他
顎口腔機能異常が疑われる患者の機能的特徴に関する探索
研究

顎口腔機能異常の存在
が疑われる患者

岡大 咬合・義歯補綴科 皆木 省吾

臨1811-002 UMIN000031862 医薬品
肥満症に対する効果的な治療戦略と健康障害の改善に資す
る減量数値目標を見出すための介入研究

肥満症 他主管
腎臓・糖尿病・内

分泌内科
和田 淳

臨1811-003 UMIN000034113 医薬品
HBV既往感染歴を有する同種造血細胞移植レシピエント
に対する、HBワクチンによるHBV再活性化予防法のラン
ダム化検証的試験

HBV既往感染歴を有す
る同種造血細胞移植患
者

他主管 血液・腫瘍内科 松岡 賢市

臨1811-005 UMIN000020840 医薬品
アダリムマブ治療により寛解維持となった潰瘍性大腸炎患
者におけるアダリムマブ治療中止後寛解維持率検討試験
（ROSE Study）

潰瘍性大腸炎 他主管 消化器内科 平岡 佐規子

臨1901-001 UMIN000035389 医薬品

肺動脈性肺高血圧症におけるマシテンタンとリオシグアト
もしくはマシテンタンとセレキシパグによる早期２剤併用
療法の血行動態改善効果に関する多施設共同試験
Effects of dual initial combination therapy with
macitentan plus riociguat or macitentan plus
selexipag on　hemodynamics in patients with
pulmonary arterial hypertension -SETOUCHI PH
study-

肺動脈性肺高血圧症 岡大 循環器内科 中村 一文

臨1902-001 UMIN000021029 その他

臨床病期IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と
診断された3 cm以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術
拒否例）に対する体幹部定位放射線治療のランダム化比較
試験(JCOG1408)

非小細胞肺がん 他主管
呼吸器・アレル

ギー内科
木浦 勝行

臨1903-001 UMIN000030098 その他
JCOG1601：StageⅠ/Ⅱ舌癌に対する予防的頸部郭清
省略の意義を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験

舌癌cT1-2N0 他主管 耳鼻咽喉科 假谷 伸

臨1904-001 UMIN000036215 その他
洗口剤モンダミンプレミアムケアセンシティブ®の歯科疾
患に対する臨床効果

積極的歯科治療が終了
した者

岡大 むし歯科 吉山 昌宏

臨1904-002 UMIN000036191 その他
腹腔鏡下観音開き法再建の術後食道逆流防止における有効
性と安全性を検証する多施設共同前向き臨床研究（lD-
FLAP Study）

胃がん 岡大 消化管外科 藤原 俊義

臨1905-001 UMIN000036343 その他
思春期健診およびモバイルテクノロジー（思春期アプリ）
による思春期のヘルスプロモーション臨床介入研究

健常者 他主管 小児医科学 岡田 あゆみ
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臨1910-001 UMIN000036253 その他
JCOG1711  漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を
対象とした大網切除に対する大網温存の非劣性を検証する
ランダム化比較第III相試験

胃がん 他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨1910-002 UMIN000037580 その他
JCOG1809 大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹
腔鏡下脾温存脾門郭清の 安全性に関する第II相試験

胃がん 他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨1910-005 UMIN000038262 その他 知的障害者を取り巻く認知症の実態調査
知的障害者および介護
者

他主管 精神科神経科 寺田 整司

臨1912-901 UMIN000037590 その他
高齢非小細胞肺癌患者満足度に対する機能評価
（Geriatric Assessments）の有用性を検討するクラス
ターランダム化第3相比較臨床試験

非小細胞肺癌 他主管
呼吸器・アレル

ギー内科
木浦 勝行

臨2001-002 UMIN000038523 その他
サイクロデキストランによる口腔プラーク沈着抑制効果の
検討

健常者 岡大 小児歯科 仲野 道代

臨2002-001 UMIN000039144 その他
総合内科・総合診療科における専攻医研修計画の設定と評
価
～探索的調査からActivity Theoryを用いた実践～

健常者 岡大
総合内科・総合診

療科
德増 一樹

臨2003-001 UMIN000039825 その他
JCOG1907　cT1-2N0-2胃癌におけるロボット支援
下胃切除術の腹腔鏡下胃切除術に対する優越性を検証する
ランダム化比較試験

胃がん 他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨2003-002 UMIN000035377 医療機器

特発性正常圧水頭症における症状改善のための臨床研究—
アルツハイマー病理が疑われる患者に対するシャントの有
効性・安全性に関して—SINPHONI（Study of
Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus On
Neurological Improvement）-3

特発性正常圧水頭症 他主管 脳神経外科 伊達 勲

臨2003-003 UMIN000039478 その他
前立腺生検後の急性細菌性前立腺炎の予防を目的とした生
検前直腸培養の有用性に関する多施設共同研究

前立腺癌疑い 岡大 泌尿器科 定平 卓也

臨2003-004 UMIN000039441 その他
マインドフルネスプログラムがストレスや副腎および脳の
機能に与える影響

健常者 岡大 総合内科 大塚 文男

臨2003-005 UMIN000039461 その他
肺切除術において分離肺換気を必要とする全身麻酔中の制
限酸素療法の効果に関する研究：単盲検パイロットランダ
ム化比較試験

全身麻酔下に分離肺換
気を必要とする肺切除
術施行予定の患者

岡大 麻酔科・蘇生科 森松 博史

臨2003-006 UMIN000039431 その他 活動量計を用いた日常生活動作の識別可能性の検討 健常者 岡大
ヘルスシステム統

合科学研究科
森田 瑞樹

臨2004-001 UMIN000040549 その他
がん患者における通信型サーモセンサーによる客観的
Performance Statusの創出

入院適応のすべての疾
患、健常者

岡大
呼吸器・アレル

ギー内科
頼 冠名

臨2005-001 UMIN000040180 その他 化粧美容セラピーの認知情動機能改善効果についての検討 認知症 岡大 脳神経内科 山下 徹

臨2005-002 UMIN000039894 医療機器
大腸ESD後創部クリップ完全縫縮の遅発性偶発症予防効
果を検証する単盲検化ランダム化比較試験

大腸腫瘍患 岡大 消化器内科 山崎 泰史

臨2006-003 UMIN000040083 医療機器
JCOG1902：早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
の高齢者適応に関する第III相単群検証的試験

早期胃癌 他主管 光学医療診療部 濱田 健太

臨2006-004 UMIN000036054 その他
胃切除後Roux-en-Y再建術後の総胆管結石患者に対する
超音波内視鏡下インターベンション治療とバルーン内視鏡
下ERCPの比較解析-多施設前向き共同研究-

切除不能悪性胆管閉塞 他主管 消化器内科 加藤 博也

臨2006-005 jRCT1062200037 その他
国内完結型個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パ
ネル検査研究（新規マルチプレックス遺伝子パネル検査の
臨床性能研究）

固形腫瘍 岡大
ゲノム医療総合推

進センター
遠西 大輔

臨2007-001 UMIN000040572 医療機器
潰瘍性大腸炎患者における免疫学的便潜血検査自宅測定の
精度と遂行性の検討

潰瘍性大腸炎 岡大 消化器内科 平岡 佐規子

臨2007-003 UMIN000040089 その他
JCOG1909 肺葉切除高リスク臨床病期IA 期非小細胞肺
癌に対する区域切除と楔状切除のランダム化比較試験

非小細胞肺癌 臨床病期
T1N0M0

他主管 呼吸器外科 諏澤 憲

臨2006-901 jRCT1031200006 その他

血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStage II 及び低リスク
Stage III 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法と
してのCAPOX療法と手術単独を比較するランダム化第 III
相比較試験

ctDNA陰性の高リスク
Stage IIおよび低リス
クStage IIIの結腸がん
の患者

他主管
低侵襲治療セン

ター
寺石 文則

臨2008-001 UMIN000039418 その他
大腸ポリープ切除周術期における直接経口抗凝固薬
(DOAC)の休薬期間に関する非盲検化ランダム化比較試験

大腸ポリープが疑われ
る患者

他主管
三朝地域医療支援

寄付講座
山崎 泰史

臨2008-002 UMIN000041197 その他
聴覚障害者の実態調査および聴覚補償・聴覚代替機器によ
る介入の有用性の検討

難聴 岡大 耳鼻咽喉科 片岡 祐子
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臨2008-003  UMIN000041169 その他 睡眠時ブラキシズムの識別精度向上への試み 健常者 岡大
クラウンブリッジ

補綴科
窪木 拓男

臨2009-003 UMIN000040818 その他
JCOG1906　胸部薄切CT所見に基づく早期肺癌に対す
る経過観察の単群検証的試験

非小細胞肺癌（臨床病
期T1N0M0）

他主管
呼吸器・乳腺内分

泌外科学
豊岡 伸一

臨2009-007 UMIN000038361 その他
胸部食道がん患者における周術期のガム咀嚼と舌圧との関
連に対する研究

胸部食道がん 岡大
医療支援歯科治療

部
山中 玲子

臨2010-001 UMIN000039779 その他
ＮＣＣＨ-1808 家族性膵がん家系または遺伝性腫瘍症候
群に対する早期膵がん発見を目指したサーベイランス方法
の確立に関する試験：Diamond study

膵嚢胞性病変患者
ハイリスク因子を持つ
健常者

他主管 光学医療診療部 加藤 博也

臨2010-003 UMIN000042346 その他 Sense of Agency認識時に関連する脳部位の解明
慢性疼痛患者
健常者

岡大
大学院ヘルスシス
テム統合科学研究

科
五福 明夫

臨2010-004 UMIN000041908 その他 甘味料の濃度が唾液分泌に与える影響に関する研究 健常者 岡大 咬合・義歯補綴科 田中 祐貴

臨2011-001 UMIN000041524 その他
血圧高めの方に対する降圧機能表示食品の有用性と有用集
団の特性分析に関する非対照オープン
ラベル前後比較試験

健常者 岡大
疾患薬理制御科学

分野
有吉 範高

臨2011-002 UMIN000042905 その他
JCOG1916：病理学的N2非小細胞肺癌に対する術後放
射線治療に関するランダム化比較第III相試験

非小細胞肺癌 病理学的
N2 III 期

他主管 呼吸器外科 豊岡 伸一

臨2011-003 UMIN000042450 医療機器
歯科修復材料の口腔内装着による表面形態の変化に関する
探索的研究

健常者 岡大 咬合・義歯補綴科 丸尾 幸憲

臨2012-001 UMIN000042517 その他
思春期健診およびモバイルテクノロジー（思春期アプリ）
による思春期のヘルスプロモーション臨床介入研究（２）

慢性疾患患者および保
護者

他主管 小児医科学 岡田 あゆみ

臨2012-002 UMIN000042127 その他
ICTを活用した聴覚障害者就労支援システムの試行と検証
に関する研究

聴覚障害者 他主管 耳鼻咽喉科 菅谷 明子

臨2012-001 UMIN000042553 その他
健常者における試験的咀嚼運動刺激と脳由来神経栄養因子
の関連性の検討

健常者 岡大
クラウンブリッジ

補綴科
窪木 拓男

臨2102-002 UMIN000040380 その他
日本人向けの嗅覚刺激療法（嗅覚トレーニング）の確立の
ための比較研究

嗅覚障害 他主管 耳鼻咽喉科 檜垣 貴哉

臨2102-003 UMIN000041778 その他

術後再発または根治的化学放射線療法不能Ⅲ期またはⅣ期
の非小細胞肺がんで免疫チェックポイント阻害剤併用化学
療法後のOligo-PD症例を対象に逐次放射線療法後の免疫
チェックポイント阻害剤併用化学療法維持療法の有効性と
安全性を探索的に評価する第Ⅱ相試験（OLCSG2001）

肺癌 他主管
呼吸器・アレル

ギー内科
木浦 勝行

臨2103-002 UMIN000043135 その他
ベッド用生体センサを用いた心拍数および呼吸数測定の精
度の検討

健常者 岡大
ヘルスシステム統

合科学研究科
森田 瑞樹

臨2104-001 UMIN000043507 その他
医療系学生におけるシミュレーショントレーニングの有用
性

健常者 岡大 脳神経外科学 杉生 憲志

臨2106-002 UMIN000042447 その他

切除不能進行がんおよび転移・再発固形がん患者に対する
Electronic Patient-Reported Outcome (ePRO) モニ
タリングの有用性を検証する多施設共同非盲検ランダム化
比較試験

乳がん、肺がん、子宮
体がん、卵巣がん患者

他主管 乳腺・内分泌外科 平 成人

臨2106-003 UMIN000042127 その他
聴覚障害児のセルフアドボカシー能力を改善するための方
策に関する研究

聴覚障害 他主管 耳鼻咽喉科 片岡 祐子

臨2106-004 UMIN000044043 その他 光刺激が脳波や生活リズムに及ぼす影響の測定 リハビリ入院の高齢者 岡大
呼吸器・アレル

ギー内科
藤井 昌学

臨2108-001 jRCT1062210029 医療機器
6㎜以上9㎜以下の大腸鋸歯状病変（SSL）に対するCold
Snare Polypectomy(CSP)の有効性に関する前向き介入
研究

大腸鋸歯状病変：SSL 岡大 消化器内科 山崎 泰史

臨2108-002 jRCT1060210067 その他
薬用モンダミンDH-1Nの象牙質知覚過敏症に対するヒト
使用試験

主訴が象牙質知覚過敏
症でない患者

岡大
歯科（保存歯科部

門）
吉山 昌宏

臨2108-003 jRCT1062210027 その他
VR（Virtual Reality）技術を応用した手指衛生行動改善
のための教育ツール開
発

医療系学生及び医療従
事者

岡大
総合内科・総合診

療科
萩谷 英大

臨2108-004 jRCT1060210036 その他 味物質が唾液分泌に与える影響に関する研究 健常者 岡大
歯科（補綴歯科部

門）
杉本 皓
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臨2110-001 jRCT1060210053 その他
肥満を伴う糖尿病患者を対象とした保健指導プログラムの
有用性の検討：パイロット研究

糖尿病患者 岡大
新医療研究開発セ

ンター
四方 賢一

臨2111-002 jRCT1062210063 その他
口腔機能向上が身体的フレイルに及ぼす有効性の検証：ラ
ンダム化比較試験

身体フレイル・プレフ
レイル

岡大
歯科（予防歯科部

門）
森田 学

臨2111-003 jRCT1062210071 医薬品

がん遺伝子パネル検査を目的とした膵腫瘍性病変に対する
超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNB)における22Gと
19G穿刺針での検体採取に関する前向き無作為化比較試
験

膵腫瘍 岡大 光学医療診療部 加藤 博也

臨2201-001 jRCT1062220035 その他
中等度障害の心停止後症候群に対する低体温療法と常温療
法の30日神経学的予後に関する比較：多施設無作為化比
較試験

心停止後症候群 岡大 救命救急科 内藤 宏道

臨2201-003 UMIN000045855 医薬品
Li-Fraumeni症候群に対するがんサーベイランスプログ
ラムの実行可能性と新規バイオマーカーを探索する多施設
共同前方視的臨床試験

Li-Fraumeni症候群 他主管  整形外科 尾﨑 敏文

臨2202-002 jRCT1060220026 その他
かかりつけ精神科の臨床場面における精神障害者に対する
がん検診勧奨法の実施可能性の検討-多施設介入研究

統合失調症、医療従事
者

岡大 精神科神経科 藤原 雅樹

臨2203-001 UMIN000046721 医療機器 9軸加速度計による日常生活動作の識別 健常者 岡大
学術研究院ヘルス
システム統合科学

学域
森田 瑞樹

臨2204-001 jRCT1030210303 その他
再発高リスクのステージＩ/Ⅱ期子宮体癌に対する骨盤お
よび傍大動脈リンパ節郭清の治療的意義に関する多施設共
同ランダム化比較試験（ECLAT；AGO-OP.6）

子宮体癌に対する骨盤
および傍大動脈リンパ
節郭清

他主管  周産期医療学講座 長尾 昌二

臨2207-002 jRCT1062220049 その他
術前化学療法中の食道癌患者に対する遠隔身体活動介入の
効果：無作為化比較試験

食道癌 岡大 消化管外科 野間 和広

臨2207-003 jRCT1061220067 医薬品
選択的エストロゲン受容体モジュレーターによる放射線治
療後の骨盤骨折予防の他施設共同前向きコホート研究

子宮頸癌放射線治療を
施行する患者

岡大 周産期医療学講座 長尾 昌二

臨2208-001 jRCTs041180165 医薬品
血管内大細胞型B細胞リンパ腫（Intravascular large B-
cell　lymphoma； IVLBCL）に対するR-CHOP + R-
high-dose MTX療法の第II相試験

生検により、WHO分
類における
intravascular large
B-cell lymphoma と
診断された患者

他主管
ゲノム医療総合推

進センター
遠西 大輔

臨2208-002 UMIN000046775 その他
ICTと医療・健康・生活情報を活用した「次世代型子ども
医療支援システム」の開発

小児心身症 他主管 小児科  岡田 あゆみ

臨2208-003 jRCT1030220248 その他
JCOG2013: 臨床病期I-IVA（T4を除く）胸部上中部食
道扁平上皮癌に対する予防的鎖骨上リンパ節郭清省略に関
するランダム化比較試験

臨床病期I-IVA（T4 を
除く）胸部上部（Ut）
および胸部中部（Mt）
食道扁平上皮癌

他主管 消化管外科 藤原 俊義

臨2209-001 UMIN000049241 医療機器 嚥下機能の評価および支援システムの開発 健常者 岡大
スペシャルニーズ

歯科センター
山本 昌直

臨2210-003 jRCT1030220361 その他
JCOG2012：病理病期II-IIIA期非小細胞肺癌に対する術
後サーベイランスに関するランダム化比較試験
(PHOENIX)

病理病期 II-IIIA 期非小
細胞肺癌

他主管 呼吸器外科 豊岡 伸一


