
診療科 職名 研究責任者 課題名 実施状況

総合診療科 主任部長 内田　勇二郎 重症熱性血小板減少症候群患者を対象としたファビピラビルの臨床研究 終了

初発未治療成人T細胞性白血病リンパ腫に対するCHOP療法と
mogamulizumabの逐次併用に関する臨床試験 （FBMTG MOG16）

実施中

急性骨髄性白血病に対するFludarabine、 Busulfan、Cyclophosphamideを前
処置に用いた臍帯血移植の有効性と安全性の検討（単施設・後ろ向き研究）

実施中

福岡血液骨髄移植グループ移植患者データベース作成調査研究 実施中

未治療高齢者多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自
家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ
相臨床試験-FBMTG EMM17-

実施中

日本におけるゴーシェ病の実態調査 終了

骨髄系腫瘍に対するFludarabine、 Busulfan、Cyclophosphamideを前処置に
用いた臍帯血移植の有効性と安全性の検討（単施設・後ろ向き研究）

実施中

急性リンパ性白血病の遺伝子発現解析および遺伝子変異解析に基づく新規
診断法・治療法の開発

実施中

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリドミド
及びデキサメタゾン併用療法の他施設共同前向き観察研究

実施中

血液疾患患者、血縁者間移植ドナーの検体保存、臨床データ登録システム
（KCNET）の確立

実施中

内科 主任部長 重松　宏尚 HCV陽性肝細胞癌の生存予後と再発に及ぼすBTRの影響 終了

内科 部長 太田　貴徳 トキソプラズマ症における診断法の開発及びトキソプラズマ分子系統解析 実施中

内科 部長 河野　聡
C型肝炎に対する直接作用型抗ウイルス剤治療による治療効果と肝機能の
変化の検討（多施設・後ろ向き研究）

実施中

内科 研修医 西川　美沙代 ロクロニウム大量投与を要した、抗てんかん薬内服中の２症例 終了

副院長内科

当院における臨床研究一覧

大野　裕樹



診療科 職名 研究責任者 課題名 実施状況

当院における臨床研究一覧

  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（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（PARADIGM　study）治療感受性、予後予測因子の探索
的研究（Exploratory analysis of biomarkers in PARADIGM study）

終了

抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能
進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相
試験（JACCRO CC-09）

終了

標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大腸癌に対するTFTD＋
Bevacizumab併用療法のRAS遺伝子変異有無別の有効性と安全性を確認す
る第Ⅱ相試験

実施中

消化管粘膜下腫瘍に対する粘膜切開生検の有用性の検討：多施設共同研
究

実施中

非乳頭部十二指腸潰瘍に対する内視鏡的切除術（endoscopic resection：
ER）の成績に関する多施設共同研究

実施中

10ｍｍ以下の十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対するCold Snare
Polypectomyの有効性及び安全性に関する非ランダム化検証的試験

実施中

過敏性腸症候群に対する桂枝加芍薬湯の有効性：多施設共同プラセボ対照
二重盲検無作為化試験

実施中

炎症性腸疾患患者に発生した腫瘍性病変の診断、治療、予後に関する多施
設共同研究

実施中

直視型超音波内視鏡検査による膵臓スクリーニングの検証 実施中

当院における切除不能胃癌に対するNivolumab投与症例における安全性に
ついての臨床的検討

実施中

十二指腸粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺術（EUS-FNA)の成績を
検討する後方視研究

実施中

消化器内科 部長　 植田　圭二郎 膵癌患者における集学的治療に関する検討 実施中

Efficacy of traction using a clip-with-thread for esophageal endoscopic
submucosal dissection in an ex vivo pig training model with submucosal
fibrosis

終了

Comparison between Clutch Cutter and other devices in the technical
outcomes in ESD for early esophageal cancer

終了

Comparison between Clutch Cutter and other devices in the technical
outcomes in ESD for colorectal neoplasms

終了

Self-completion method of endoscopic submucosal dissection in ex vivo
porcine training model using Endosaber

終了

ESD初学者におけるクラッチカッターの有用性の検討 終了

Comparison between Clutch Cutter and other devices in the technical
outcomes in ESD for early esophageal cancer

終了

消化器内科 向坂　誠一郎

秋穂　裕唯統括部長消化器内科

部長

麻生　暁消化器内科 部長　



診療科 職名 研究責任者 課題名 実施状況

当院における臨床研究一覧

   喘息及び／又はCOPDと診断されたかその疑いがあると診断された患者を
対象に、経時的な患者の特性、治療パターン、及び疾患の負荷の特徴を示
し、今後の個別化治療法の開発を支援しうる喘息／COPDを見分けるアウト
カムに関連する表現型及びエンドタイプを特定することを目的とした最新
（NOVEL）の縦断的（longiTudinal）観察研究（study）

実施中

特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋nab-パク
リタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチン＋nab-パクリタキセル療法の
ランダム化第II 相試験 （J-SONIC）

実施中

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞
肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察
研究

実施中

RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子
生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究

実施中

T790M変異によってEGFRチロシンキナーゼ阻害剤に耐性化したEGFR遺伝
子変異陽性非小細胞肺癌の遺伝子プロファイルを次世代シークエンサーに
て検討する観察研究

実施中

小細胞肺癌の薬剤有効性・耐性に関するバイオマーカー探索研究 実施中

脳転移を有する進行・再発非小細胞肺癌に対するDocetaxelとRamucirumab
の併用療法の有効性と安全性に関する第Ⅱ相試験

実施中

免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブが誘発する１型糖尿病、間質性肺疾
患の発症に関連する原因遺伝子多型・変異の探索的研究

実施中

進行非扁平上皮非小細胞肺がん（NSCLC）症例に対する一時治療前バイオ
マーカー検査の実態調査

終了

循環器内科 副院長 浦部　由利
With or without Left Ventricular Hypertrophy, Hypertension Shows Diastolic
Dysfunction by a New Index of Diastolic Property with 4D Echocardiography

終了

循環器内科 主任部長 有村　賢一
Modern Breast Cancer Treatment with Anthracycline Containing
Chemotherapy Reduced Heart Failure

終了

歯科 - 田部　士郎 がん治療における周術期口腔機能管理の効果 実施中

主任部長呼吸器内科 井上　孝治



診療科 職名 研究責任者 課題名 実施状況

当院における臨床研究一覧

外科 主任部長 末原　伸泰 食道癌術後血管吻合付加胸壁前有茎空腸再建の工夫と有用性の評価 終了

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

実施中

JCOG-バイオバンク・ジャパン（BBJ）連携バイオバンクへの試料の提供と将
来の利用について

実施中

ＪＣＯＧ0306「腫瘍径2cm以上のⅠ-ⅢＡ期原発乳がんに対する術前化学療
法それに続く放射線照射の有効性・安全性試験（ＰＲＩＣＲＡ-ＢＣ）」の附随研
究

実施中

高齢者HER2陽性進行乳癌に対するT-DM1療法とﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ＋ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ＋
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ療法のﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験

実施中

BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 実施中

閉経後ホルモン感受性乳癌患者の術後内分泌療法に伴う骨量減少抑制を
目的としたデノスマブの有効性をみる多施設共同ランダム化比較試験

実施中

甲状腺未分化癌研究コンソーシアムへの参加 実施中

乳腺扁平上皮癌の臨床病理学的検討 終了

乳腺良性腫瘍内癌の臨床病理学的検討 終了

乳腺髄様癌の予後因子の検討 実施中

他臓器浸潤が疑われる大腸癌患者に対する腹腔鏡手術の安全性と妥当性
に関する検討

実施中

下部直腸癌術後縫合不全リスクと骨格筋量に関する検討 実施中

進行大腸癌に対する術後補助化学療法に関する検討 実施中

当院におけるBacillus Cereus菌血症の検討 実施中

外科手術を行ったT1大腸癌の検討 実施中

StageⅡ/ⅢおよびCROSS1/2の閉塞性大腸癌に対するBridge to
Surgery(BTS)大腸ステントの長期予後に関する多施設共同無作為化臨床試
験

実施中

高齢者大腸癌腹腔鏡手術症例における周術期リハビリテーションの意義 終了

「ストーマ合併症に関する検討」 実施中

「CTでの腰椎L3/L4レベルの腸腰筋面積は男性下部直腸癌患者における術
後縫合不全リスク因子となりうるか」

実施中

進行大腸がんにおける病期分類の再検討 終了

大腸癌におけるN3の意義の再検討 終了

T4N0大腸癌における再発ハイリスク因子の検討 終了

食道癌根治的化学放射線療法後CRとなった症例におけるサルベージの適
応判断と予後に関する後ろ向き調査

実施中

術後再発食道扁平上皮癌のリンパ節転移巣、遠隔転移層に対する外科的切
除の意義に関する全国実態調査

終了

水内　祐介部長外科

外科 渡部　雅人部長

齋村　道代部長

外科

外科

阿南　敬生主任部長外科

部長 古賀　健一郎



診療科 職名 研究責任者 課題名 実施状況

当院における臨床研究一覧

高齢膵癌患者に対する膵切除術の短期・長期成績に関する検討 終了

腹腔鏡下膵体尾部切除術の短期・長期成績に関する検討 終了

膵管内乳頭粘液性腫瘍に関する臨床病理学的検討 終了

根治切除（RO）不能局所進行膵癌に対するGemcitabine＋nab-Paclitaxel療
法の有用性に関する前向き多施設共同研究

実施中

膵癌のマルチサンプリング解析による発癌機序の解明 実施中

術前診断非浸潤性乳管癌に対する乳房切除術後の最終診断浸潤癌への
アップステージ予測因子に関する検討

終了

腹腔鏡下幽門側胃切除術の短期・長期成績に関する検討 終了

切除可能（Primary resectable)膵癌における早期再発/予後不良因子につい
ての後ろ向き研究（多施設共同研究）

実施中

「Resectable　膵癌術後早期再発例の術前予測因子の検討」 終了

「腹腔洗浄細胞診陽性膵癌に対する外科的切除の意義に関する検討」 終了

「80歳以上の高齢膵癌患者の膵切除の妥当性に関する検討」 終了

小児外科 主任部長 田口　匠平 小児腎疾患に対する腹腔鏡下腎生検の有効性に関する検討 終了

呼吸器外科 主任部長 濱武　基陽 肺肉腫様癌切除例の臨床的検討 終了

胞状奇胎の搔爬回数と続発症頻度に関する調査研究 実施中

本邦における婦人科悪性腫瘍合併妊娠の調査 実施中

がん治療施設における妊孕性温存がん治療　がん・生殖医療連携に関する
実態調査

終了

当院で単一胚移植後に品胎となった症例 終了

本邦における卵巣癌（上皮性腫瘍）に対する妊孕性温存治療に関する実態
調査

終了

産婦人科 主任部長 髙島　健 福岡県における母体搬送患者の状態調査 実施中

耳鼻咽喉科 主任部長 田中　俊一郎 舌根拡大切除、皮弁再建例における術後機能および予後の後向き研究 実施中

耳鼻咽喉科 部長 古後　龍之介 頭頸部悪性腫瘍に対する網羅的遺伝子解析およびデータベースの構築 実施中

泌尿器科 主任部長 長谷川　周二 去勢抵抗性前立腺癌に対する治療の実態調査研究 終了

尼田　覚主任部長産婦人科

外科 渡邉　雄介部長



診療科 職名 研究責任者 課題名 実施状況

当院における臨床研究一覧

麻酔科 主任部長 加藤　治子
肩関節鏡下腱板修復術の術後通における腕神経叢ブロックの効果
持続腕神経叢ブロックとﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ添加単回腕神経叢ブロックの比較

終了

オピオイド誘発性便秘治療薬デルメデジンの当院における使用状況の調査 実施中

汎発性帯状疱疹を発症した患者の背景調査 実施中

乳腺手術における術後ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ定期静注の術式別有効性とPONV発症率
の後ろ向き検討

終了

胸腔鏡下食道亜全摘後に非心臓手術となった28症例の導入法と挿管時合
併症の検討

実施中

高容量ロクロニウムを用いた全身麻酔下緊急帝王切開の母児への安全性-
多変量解析による後方視的検討-

実施中

経皮的内視鏡下腰椎椎間板摘出術における麻酔科医によるﾓﾆﾀｰ下局所麻
酔管理の有用性の検討

終了

経皮的内視鏡下腰椎間板摘出術における麻酔科医によるデクスメデトミジン
を使用したモニター下局所麻酔管理（monitored anesthesia care:MAC)の有
用性の検討

実施中

麻酔科 部長 小川　のり子
帯状疱疹急性期にﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙはどのように用いるか？適応と投与期間を考え
る

終了

胃肝様腺癌に関する臨床病理学的因子の検討 終了

骨軟部腫瘍における治療関連因子探索のための臨床病理学的解析 実施中

骨軟部腫瘍における中央病理診断および症例集積による臨床病理学的解
析

実施中

リンパ増殖性病変のマイクロダイセクションサンプルを用いた多様な病変の
解析

実施中

放射線科 部長 野々下　豪 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 実施中

医療安全管理室 課長 山下　和美
インシデントへの対応力向上を目指して
転倒転落後初期対応シートを活用した監査

終了

薬剤課 内山　美智恵 膵臓がんと糖尿病の関係 終了

臨床検査技術課 平田　信雄
日本臨床細胞学会九州連合会が主催する細胞検査士養成を目的とした研
修会における、北九州市立医療センター診療支援部臨床検査技術課病理が
保有する細胞診標本（プレパラート）の使用について

終了

放射線技術課 長島　利一郎 Dixon法併用3D高速スポイルドGRE法を用いた短時間　頚部MRAの検討 終了

放射線技術課 村田　泰祐
ASL撮像条件の最適化　～PLD及び加算回数に対するCBFと信号値の変化
～

終了

放射線技術課 柴田　淳史
肩関節における可変再収束フリップ角３Ｄ FSE法を用いた脂肪抑制T2Wの最
適条件の検討

終了

リハビリテーション
技術課

坂本　佳奈美 本邦集中治療室における早期リハビリテーション実施に関する横断的研究 終了

病理診断科

神代　正臣部長麻酔科

田宮　貞史主任部長

茗荷　良則

武藤　官大部長麻酔科

麻酔科 部長


