薬剤師・医師向け情報誌「医薬ニュース」掲載内容（タイトル）
＜２０１８年＞
３２８号（２月）
・進行性黒色腫に対するペムブロリズマブ vs イピリムマブ：最終的な全生存の結果
・５大陸の 18 ヵ国における脂質および炭水化物の摂取と
心血管疾患や死亡との関連(PURE)：前向きコホート研究
・18 ヵ国における果物･野菜･豆の摂取、
および心血管疾患と死亡(PURE)：前向きコホート研究
・アテローム性動脈硬化患者での肺がん発症における
カナキヌマブによるインターロイキン-1β阻害の効果
３２７号（１月）
・パーキンソン病におけるエキセナチド週 1 回投与 vs プラセボ：
無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・PCSK9 阻害薬エボロクマブによる
LDL コレステロール超低濃度達成の臨床的有効性と安全性
・白金治療反応後の再発卵巣がんでのルカパリブ維持療法(ARIEL3)：
無作為化二重盲検プラセボ対照第３相試験
・心房細動での経口抗凝固薬による治療改善に対する多面的介入(IMPACT-AF)：
国際的クラスター無作為化試験
＜２０１７年＞
３２６号（１２月）
・経口ビスホスホネート治療から切替え中の骨粗鬆症の
閉経後女性におけるロモソズマブ vs テリパラチド
・早期乳がん患者に対する乳房温存手術後の乳房部分放射線治療(UK IMPORT LOW trial)
・健常成人での mRNA 狂犬病ワクチンの安全性と免疫原性
・1990-2015 における日本人の健康と疾病負担の地域格差
３２５号（１１月）
・マイクロニードルパッチによる不活化インフルエンザワクチン投与の
安全性､免疫原性､受容性(TIV-MNP 2015)
・持続性でコントロール不良な喘息成人の
喘息増悪と QOL におけるアジスロマイシンの効果(AMAZES)
・騒音誘発性難聴の予防におけるエブセレンの安全性と有効性
・早期発症敗血症疑いの新生児でのプロカルシトニン測定による
抗生物質治療期間の意思決定(NeoPlns)
３２４号（１０月）

・関節リウマチ患者でのトファシチニブ単剤療法、ＭＴＸ併用療法、
およびアダリムマブ＋ＭＴＸ併用療法の有効性と安全性
・血管イベント後の長期抗血小板治療における出血の
年齢特異的リスク、重症度、経時変化およびアウトカム
・産後うつにおける brexanolone（SAGE-547 注射）：ランダム化対照試験
・高齢成人における大手術後の術後せん妄や疼痛予防のための手術中ケタミン
３２３号（９月）
・インフリキシマブ先発品の継続治療と
バイオシミラーCT-P13 への切り替えの比較（NOR-SWITCH）
・デュピルマブと局所副腎皮質ステロイド併用の
中等度から重度アトピー性皮膚炎の長期管理(LIBERTY AD CHRONOS)
・上部消化管出血後の心血栓症と関節炎の患者における
セレコキシブ vs ナプロキセンの胃腸安全性(CONCERN)
・ASCOT-LLA のスタチン療法において非盲検時にあるが盲検時は関連がみられない有害事象
３２２号（８月）
・52 週時の増殖糖尿病網膜症患者の最高矯正視力における
硝子体内アフリベルセプト vs 汎網膜光凝固の臨床的有効性(CLARITY)
・COPD における単一吸入器での極細粒子３剤療法
vs 長時間作用型抗ムスカリン薬治療(TRINITY)
・ハイリスク患者での達成血圧と心血管アウトカム：
ONTARGET 試験と TRANSCEND 試験の結果
・1990～2015 年の 195 の国と地域における喫煙率とそれに起因する疾病負荷
３２１号（７月）
・水疱性類天疱瘡に対する初期治療戦略としてのドキシサイクリン vs プレドニゾロン
・閉経期ホットフラッシュに対する新規治療としてのニューロキニン３受容体拮抗作用
・中等度から重度のクローン病患者における
選択的 IL-23 阻害剤リサンキズマブの導入療法
・中国の超高齢者における生存、ADL の能力低下、身体機能および認知機能：コホート研究
３２０号（６月）
・統合失調症患者の優勢な陰性症状治療における Cariprazine vs リスペリドン単剤療法
・活動性潰瘍性大腸炎に対する複数ドナーの強化糞便微生物叢移植
・高血圧の初期治療における１/４量の４種併用療法：
プラセボ比較対照交差無作為化試験と系統的再評価
・前糖尿病者における２型糖尿病のリスク軽減と
体重管理のための３年間のリラグルチド vs プラセボ
３１９号（５月）

・慢性Ｃ型肝炎患者における RG-101 の安全性、忍容性、および抗ウイルス効果
・中等度細気管支炎に対する高流量加温加湿酸素
vs 標準低流量鼻カニューラ酸素療法(HFWHO RCT)
・病室の強化消毒と多剤耐性菌や C difficile の保菌および感染
(the Benefits of Enhanced Terminal Room Disinfection study)
・禁煙サービス利用促進のための個別のリスク情報と
入門セッションの有効性(Start2quit)
３１８号（４月）
・湿疹のあるハイリスク乳幼児における
鶏卵アレルギー予防のための２段階鶏卵摂取(PETIT)
・既治療の非小細胞肺がん患者におけるアテゾリズマブ vs ドセタキセル(OAK)
・中等度から重度の尋常性乾癬患者における
メトトレキサートの皮下増強投与スケジュール(METOP)
・１型糖尿病成人患者における
インスリン･グルカゴン人工膵臓の自宅使用 vs インスリンポンプ療法
３１７号（３月）
・ホルモン受容体陽性の進行性乳がんに対する
フルベストラント 500mg vs アナストロゾール 1mg(FALCON)
・症状頻度に基づく軽度喘息の吸入ステロイド治療開始に関する勧告：
the START study の事後有効性解析
・ソラフェニブ治療で進行した肝細胞がん患者に対するレゴラフェニブ（RESORCE）
・インドのプライマリケアでの男性の有害飲酒に対する一般カウンセラーによる
簡潔な心理療法[Counselling for Alcohol Problems (CAP)]
３１６号（２月）
・片側性メニエール病患者でのメチルプレドニゾロン vs ゲンタマイシンの鼓室内投与
・心不全における収縮性増大のためのミオシン活性化薬の長期経口試験（COSMIC-HF）
・関節リウマチにおけるセルトリズマブペゴル vs アダリムマブの直接比較
・プライマリケアにおける肥満のスクリーニングと短期介入：並列２治療群無作為化試験
３１５号（１月）

・高用量 ICS と LABA でコントロール不良の重症喘息患者における
ベンラリズマブの有効性と安全性（SIROCCO）
・ヘリコバクター･ピロリの一次除菌における同時併用、
ビスマスを含む４剤併用、および 14 日間の３剤併用療法
・電気的除細動を行う心房細動患者でのエドキサバン vs
エノキサパリン‐ワルファリン治療（ENSURE-AF）
・結節性硬化症に伴う治療抵抗性の焦点発作に対するエベロリムス補助療法（EXIST-3）
＜２０１６年＞
３１４号（１２月）
・コルチコステロイドでコントロール中の
不活性非感染性ぶどう膜炎患者での再燃予防のアダリムマブ(VISUALⅡ)
・非心臓手術後の高齢患者におけるせん妄予防のためのデクスメデトミジン：
無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・原発閉塞隅角緑内障治療のための早期水晶体摘出の有効性(EAGLE)：ランダム化比較試験
・47 ヵ国の患者における心房細動での受診１年後の死亡と脳卒中の発生：コホート研究
３１３号（１１月）
・小児及び青年の大うつ病性障害に対する抗うつ薬の有効性と忍容性の比較：
ネットワークメタ解析
・COPD における単一吸入器による３剤併用療法 vs
吸入ステロイド＋長時間型β2 作動薬併用療法(TRILOGY)
・RPE65 変異による幼小児期発症の失明患者における
AAV2 遺伝子治療の対側眼投与の安全性と効果の永続性
・米国の６大都市圏内の大気汚染と冠動脈石灰化との関連：長期的コホート研究
３１２号（１０月）
・切除した膵臓がんに対する補助化学療法としての S-1 vs ゲムシタビン（JASPAC 01）
・高血圧症の有無による尿中ナトリウム排泄と心血管イベントの関連：
４研究データの統合解析
・生物学的治療が必要な関節リウマチ患者における
腫瘍壊死因子阻害 vs リツキシマブ（ORBIT）
・一過性脳虚血発作や虚血性脳卒中後の早期再発性脳卒中リスクと重症度における
アスピリンの効果：無作為化試験の経時的解析
３１１号（９月）

・バレニクリン､ブプロピオン､ニコチンパッチの
喫煙者の精神疾患の有無による神経精神医学的安全性と有効性
・中～高用量の吸入ステロイド＋LABA 使用で管理不良の持続性喘息成人での
デュピルマブの有効性と安全性
・ポリオ２価経口ワクチンと不活化ワクチン１～２回接種
新スケジュールによる中南米乳児の体液性と腸管免疫
・抗血小板治療に関連した特発性脳出血による急性脳卒中後の
血小板輸血 vs 標準治療(PATCH)
３１０号（８月）
・救急科での腎疝痛管理のための安全で効果的な鎮痛：二重盲検多群ランダム化比較試験
・心房細動患者の新バイオマーカーベース ABC(年齢､バイオマーカー､臨床歴)
出血リスクスコア：導出と検証研究
・膝関節や股関節の変形性関節症の痛み治療における
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の有効性
・ヘロイン支援治療中の慢性コカイン依存症患者の治療における
徐放性デキサンフェタミン
３０９号（７月）
・一般診療で抗菌薬処方率が高い医師への社会的規範フィードバックの提供：
実用的全国無作為化対照試験
・白金製剤ベース化学療法後に進行した
局所進行性と転移性の尿路上皮がん患者におけるアテゾリズマブ
・フルチカゾン・ビランテロールと
心血管リスクの高い慢性閉塞性肺疾患(COPD)における生存率(SUMMIT)
・慢性疲労症候群患者集団の死亡率
３０８号（６月）
・フランス領ポリネシアでのジカウイルス感染に関連した
ギランバレー症候群のアウトブレイク：症例対照研究
・双極性障害におけるリチウム治療への反応と遺伝子変異の関連：全ゲノム関連研究
・1975～2014 年の 200 ヵ国における BMI の傾向：
1920 万人を含む 1698 の人口基礎測定試験の統合分析
・一次性進行型多発性硬化症における経口フィンゴリモド(INFORMS)：
第三相無作為化二重盲検プラセボ対照試験
３０７号（５月）

・ゲムシタビン既治療の転移膵臓がんでの
nanoliposomal イリノテカンと５-ＦＵ＋フォリン酸の併用(NAPOLI-1)
・心血管と腎アウトカムにおける強化降圧治療の効果：
最新のシステマティックレビューとメタアナリシス
・胎児性アルコール･スペクトラム障害の併存疾患：
システマティックレビューとメタアナリシス
・エベロリムス溶出生体吸収性スキャフォールド vs エベロリムス溶出金属ステント
３０６号（４月）
・局所療法でコントロール不良な中等度～重度アトピー性皮膚炎の成人に対する
デュピルマブの有効性と安全性
・乳がん検診におけるマンモグラフィと補助的超音波検査の感受性と特異性(J-START)
・高所得国･中所得国･低所得国における
心血管疾患薬の供給状況や価格と使用への影響：PURE 研究データの解析
・経皮冠動脈インターベンション後の不完全血行再建患者におけるラノラジン(RIVER-PCI)
３０５号（３月）
・高齢期の治療抵抗性うつ病に対する
アリピプラゾール強化薬物療法の有効性、安全性と忍容性
・急性冠症候群疑いの患者における受診時の高感度心筋トロポニンⅠ：コホート研究
・診断的冠動脈造影および経皮的冠動脈形成術に用いる
動脈アクセス部位と放射線被曝の関連
・外傷性脳損傷に対するエリスロポエチン(EPO-TBI)：二重盲検無作為化比較試験
３０４号（２月）
・血管内カテーテル関連感染症予防におけるクロルヘキシジン-アルコール
vs ポビドンヨード-アルコールによる皮膚消毒と皮膚洗浄の有無（CLEAN）
・妊娠中のてんかんと生殖のアウトカム：系統的レビューとメタ解析
・薬剤抵抗性高血圧に最適な治療決定(PATHWAY-2)：
スピロノラクトン vs プラセボ、ビソプロロール、ドキサゾシン
・長時間労働と冠動脈心疾患･脳卒中のリスク：
603838 人の既報および未公表データの系統的レビューとメタ解析
３０３号（１月）

・中国の小児における経口組換え Helicobacter pylori ワクチンの
有効性、安全性および免疫原性
・stage4-5 の慢性腎臓病を有する
未治療および既治療の HCV genotype 1 感染患者での grazoprevir＋elbasvir
・中国のタバコによる死亡率における男女の対照的傾向：
連続した全国的前向きコホート研究のエビデンス
・インフルエンザ様疾患と呼吸器感染伝播を抑えるための
インターネットによる手洗いへの介入(PRIMIT)
＜２０１５年＞
３０２号（１２月）
・閉経後骨粗鬆症におけるデノスマブとテリパラチドの移行(the DATA-Switch study)
・早期乳がんにおけるアロマターゼ阻害薬 vs タモキシフェン：
無作為化試験の患者レベルメタ解析
・細気管支炎の乳幼児における酸素飽和度目標(BIDS)：二重盲検無作為化同等性試験
・２型糖尿病の肥満患者での減量代謝手術 vs 従来の治療：
非盲検単一施設無作為化比較試験の５年間の追跡調査
３０１号（１１月）
・健常ボランティア男性でのダビガトランの抗凝固作用拮抗薬としての
イダルシズマブの安全性､忍容性､有効性
・中等度から重度の慢性尋常性乾癬における
トファシチニブ vs エタネルセプトまたはプラセボ
・発作性心房細動の治療におけるアデノシン･ガイド肺静脈隔離術：
国際多施設無作為化優越性試験
・米国での長時間作用型可逆的避妊法を用いた妊娠率の減少：クラスター無作為化試験
３００号（１０月）
・腎臓、甲状腺、副甲状腺機能におけるリチウムの長期的影響：検査値の後向き解析
・新たに診断された進行卵巣がんにおける化学療法先行 vs 手術先行(CHORUS)
・関節リウマチ患者の生物学的治療における重篤な感染症のリスク：
系統的レビューとメタ解析
・うつ病の再燃･再発予防での抗うつ薬維持療法と比較した
マインドフルネス認知療法(MBCT)の有効性と費用対効果
２９９号（９月）

・心房細動患者におけるジゴキシン使用と有害な心血管アウトカム：
the ROCKET AF の後向き解析
・薬剤溶出ステント留置後の 2 剤併用抗血小板療法の期間延長における患者の死亡率
・ヘテロ接合性家族性高コレステロール血症患者での
脂質修飾治療としてのアナセトラピブ(REALIZE)
・中国の健常成人における
新しい組換えアデノウイルス 5 型ベクターベース･エボラワクチンの安全性と免疫原性
２９８号（８月）
・糖尿病と腎疾患のある成人における血圧降下薬の有効性と安全性の比較：
ネットワークメタ解析
・遠隔転移を有する大腸がんにおける
カペシタビンとベバシズマブを用いた維持療法(CAIRO3)
・腎盂腎炎を含む複雑性尿路感染症の治療における
セフトロザン-タゾバクタムとレボフロキサシンの比較
・閉経期のホルモン使用と卵巣がんのリスク：
52 の疫学研究の各参加者についてのメタ解析
２９７号（７月）
・肝硬変のない NASH に対する
ファルネソイド X 核内受容体リガンドであるオベチコール酸（FLINT）
・抗結核治療の当初８週間の MFLX、pretomanid(PA-824)、
および PZA 併用療法の有効性と安全性
・成人のインフルエンザにおけるオセルタミビル治療：
無作為化比較試験のメタ･アナリシス
・市中肺炎の患者に対するプレドニゾン補助療法：
多施設二重盲検無作為化プラセボ対照試験
２９６号（６月）
・開放隅角緑内障に対するラタノプロスト：
the United Kingdom Glaucoma Treatment Study(UKGTS)
・難治性慢性咳嗽における P2X3 受容体拮抗薬(AF-219)：
無作為化二重盲検プラセボ対照第Ⅱ相試験
・併用療法でコントロール不良の重度 COPD 患者での
増悪に対するロフルミラストの効果(REACT)
・破裂性脳動脈瘤での血管内コイリング vs 脳神経外科的クリッピングの耐久性
２９５号（５月）

・急性脳卒中での高血圧管理における降圧薬治療継続の有無と一酸化窒素の有効性(ENOS)
・子宮移植手術後の生児出産
・リウマチの手の機能を改善するための運動(SARAH)
・デノスマブで誘発される骨硬化
２９４号（４月）
・新たな自然冠動脈病変による虚血性心疾患のための生体吸収性エベロリムス溶出
スキャフォールド vs 金属製エベロリムス溶出ステント(ABSORB II)
・ヘテロ接合型家族性高コレステロール血症における
エボロクマブ(AMG145)による PCSK9 阻害(RUTHERFORD-2)
・HMG-CoA 還元酵素阻害薬、２型糖尿病、体重：
遺伝子解析と無作為化試験からのエビデンス
・転落による負傷を減らすための住宅改修：
the Home Injury Prevention Intervention(HIPI)study
２９３号（３月）
・慢性尋常性乾癬患者における経口 ponesimod：
無作為化二重盲検プラセボ比較第２相試験
・２型糖尿病管理のための GLP-1 受容体作動薬と基礎インスリンの併用療法
・25 歳以上の女性における HPV 16/18 AS04-アジュバントワクチンの
有効性、安全性および免疫原性
・心房細動を合併した心不全患者におけるβ遮断薬の有効性：
個々の患者データのメタ解析
２９２号（２月）
・29 ヵ国における早産に対する出生前コルチコステロイドと子宮収縮抑制薬の使用
・急性虚血性脳卒中でのアルテプラーゼ静注の血栓溶解効果における
治療遅延､年齢､及び脳卒中重症度の影響
・虚血性心疾患における集中的な血糖コントロールの効果：
ランダム化比較 ACCORD 試験データの解析
・西アフリカで 2014 年エボラウイルスアウトブレイク中の
民間航空機での渡航を介した国際的伝播の可能性評価
２９１号（１月）

・Ｃ型肝炎ウイルス遺伝子型 1b に対する
ダクラタスビル＋アスナプレビルの経口剤のみの併用療法
・急性腰痛におけるパラセタモール(アセトアミノフェンの別名)の有効性
・がん患者の症候性静脈血栓塞栓症治療における
経口リバロキサバン vs エノキサパリン＋ビタミン K 拮抗薬
・２型糖尿病治療における毎日の頻回注射と比較したインスリンポンプ治療 (OpT2mise)
＜２０１４年＞
２９０号（１２月）
・電子タバコ――禁煙補助器具 or 偽装行為？
・パーキンソン病の初期治療でレボドパと比較した
ドパミンアゴニストと MAO-B 阻害剤の長期有効性
・抗精神病薬・気分安定薬と暴力犯罪のリスク
２８９号（１１月）
・インフルエンザワクチン投与のための無針ジェット注射：無作為化非劣性試験
・白金ベース治療で進行した後の stage４非小細胞肺がん二次治療での
ramucirumab＋DTX vs プラセボ＋DTX(REVEL)
・結核予防のための INH＋抗レトロウイルス療法：無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・BMI と 22 種の特異的がんのリスク：英国成人 524 万人の集団ベースのコホート研究
２８８号（１０月）
・放射性ヨウ素耐性の局所進行性または転移性分化型甲状腺がんにおけるソラフェニブ
・慢性 HCV genotype 1 感染の未治療患者での
Peg-IFNα2a または 2b＋リバビリンと simeprevir の併用(QUEST-2)
・潰瘍性大腸炎の導入療法としてのエトロリズマブ：無作為化比較第２相試験
・慢性頸椎捻挫に対する包括的理学療法運動プログラムまたはアドバイス(PROMISE)
２８７号（９月）
・10 年間の再発および 20 年間の乳がん死亡率における
乳腺切除と腋窩手術後の放射線治療の効果
・二次性進行性多発性硬化症の脳萎縮や障害に対する
高用量シンバスタチンの効果(MS-STAT)
・心膜炎の多発性再発治療におけるコルヒチンの有効性と安全性(CORP-2)
・受胎前低用量アスピリンと妊娠アウトカム：EAGeR 無作為化試験の結果
２８６号（８月）

・男性と比較した女性の脳卒中危険因子としての糖尿病
・高血圧におけるネビボロールとバルサルタン定量配合薬の有効性と安全性：
ランダム化多施設試験
・インフリキシマブによる川崎病の初期治療の強化：
第３相ランダム化二重盲検プラセボ対照試験
・進行がん患者の早期緩和ケア：集団ランダム化比較試験
２８５号（７月）
・麻疹-おたふく風邪-風疹-水痘混合ワクチンの２回投与
vs 一価水痘ワクチンの単回投与による水痘予防効果
・小児の落花生アレルギー脱感作における経口免疫療法の有効性の評価(STOPⅡ)
：第２相無作為化比較試験
・周産期および小児期の健康における禁煙法の効果：系統的レビューとメタ解析
・青年期の一般的な精神疾患の予後：14 年間の前向きコホート研究
２８４号（６月）
・心房細動患者でのワーファリンと新規経口抗凝固薬の有効性と安全性の比較：
無作為化試験のメタ解析
・高リスク閉経後女性でのアナストロゾールによる乳がん予防(IBIS-Ⅱ)
・レンチウイルスベクターによるパーキンソン病の遺伝子治療である
ProSavin の長期安全性及び忍容性
・青年期の神経性無食欲症における短期入院治療後の通院治療 vs 継続入院治療(ANDI)
２８３号（５月）
・治療抵抗性高血圧患者における経皮的腎除神経術：
the Symplicity HTN-1 study 最終３年間の報告
・パラセタモール中毒における静注アセチルシステイン治療による有害作用の軽減
・静脈性下腿潰瘍の治療における弾性靴下 vs 弾性包帯の臨床および費用対効果
(Venous leg Ulcer Study IV、VenUS IV)
・骨盤臓器脱の女性における個人に合わせた骨盤底筋トレーニング(POPPY)
２８２号（４月）
・パーキンソン病で精神症状がある患者に対するピマバンセリン：
無作為化プラセボ対照第Ⅲ相試験
・浸潤子宮頸がん予防のためのＨＰＶベースのスクリーニングの有効性
・アダリムマブとＭＴＸ併用またはＭＴＸ単剤を用いる
低疾患活動性状態で安定達成を基にしたリウマチ治療の調整
・1990 年-2010 年における脳卒中の世界的･地域的負担：
the Global Burden of Disease Study 2010 からの知見
２８１号（３月）

・前駆蛋白転換酵素 subtilisin/kexin type 9(PCSK9)合成と
血清 LDL コレステロール濃度における RNA 干渉薬の効果
・PCI 施行時のアウトカムにおける cangrelor の効果：患者レベルのデータ統合分析
・初めての連邦政府資金による米国禁煙メディアキャンペーンの成果
・骨塩密度におけるビタミンＤサプリメントの有効性：系統的レビューとメタ解析
２８０号（２月）
・PCI 後の抗血小板薬２剤併用療法の中止と心イベント(PARIS)：
前向き観察研究での２年間の結果
・女性における薬剤溶出ステントの安全性と有効性：
無作為化試験の患者レベルのプール解析
・禁煙のための電子タバコ： 無作為化比較試験
・てんかんにおける若年期の死亡と併存精神疾患の役割：総人口研究
２７９号（１月）
・90 歳以上の人々の身体機能と認知機能：10 歳違いの２つのデンマーク人コホートの比較
・骨形成不全の小児におけるリセドロン酸：無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・一般的な糖尿病治療でコントロール不十分な
70 歳以上の２型糖尿病患者に対するリナグリプチン
・多民族の出生コホートにおける先天異常のリスク因子
＜２０１３年＞
２７８号（１２月）
・カルシウムベース vs 非カルシウムベース
リン吸着薬の慢性腎臓病患者の死亡率に対する効果
・高齢入院患者の抗生物質関連および C.difficile による下痢の予防における
乳酸菌とビフィズス菌(PLACIDE)
・中国での HIV 感染不一致のカップルにおける
HIV 感染予防の抗レトロウイルス療法(2003-11)
・急性呼吸器感染症に対する抗生物質の処方率における
インターネットを用いた研修の効果
２７７号（１１月）
・統合失調症における１５の抗精神病薬の効果比較と忍容性：複合治療メタ解析
・メトホルミンでコントロール不十分な２型糖尿病患者での
カナグリフロジン vs グリメピリドの有効性と安全性
・非ステロイド性抗炎症薬の血管および上部消化管への影響：
無作為化試験からの個々の患者データのメタ解析
・大気汚染と心不全の国際的関連：系統的レビューとメタ解析
２７６号（１０月）

・ビルダグリプチンの追加もしくは単独治療による
高齢２型糖尿病患者における個別治療目標(INTERVAL)
・血管造影を実施 or 非実施の不安定狭心症や非 ST 上昇型心筋梗塞患者における
プラスグレル vs クロピドグレル
・最近ラクナ脳梗塞を起こした患者の血圧目標：the SPS3 無作為化試験
・南アフリカの 35－74 歳における喫煙関連死亡率の人種による差異：
死亡例 481640 の症例対照研究
２７５号（９月）
・閉経後骨粗鬆症の女性に対するテリパラチドとデノスマブの単独もしくは併用投与
・中東呼吸器症候群コロナウイルス感染２症例の臨床兆候とウイルス診断：院内感染報告
・２型糖尿病の３つのサブタイプにおける診断前の心代謝危険因子の軌跡
・介護施設の高齢入居者におけるうつに対する運動療法：集団無作為化比較試験
２７４号（８月）
・未治療の C 型肝炎ウイルス遺伝子型 1 型患者における
ソホスブビルとペグ IFNα-2a およびリバビリンの併用
・最近発症のⅠ型糖尿病におけるインターロイキン-１拮抗作用
・1990 年～2010 年の中国におけるアルツハイマー病とその他の認知症の疫学：
系統的レビューと分析
・生鮮市場の家禽から新型鳥インフルエンザ A 型/H7N9 のヒトへの感染：
臨床分析とウイルスのゲノム特性
２７３号（７月）
・選択的エストロゲン受容体モジュレーターによる乳がんの予防：
個々の患者データのメタ解析
・米国でのギラン･バレー症候群と
インフルエンザ A 型(H1N1)2009 の１価不活化ワクチンの関連：メタ解析
・びまん性大細胞型Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫と
新たに診断された患者における R-CHOP 療法
・関節リウマチの治療におけるトシリズマブ単独療法 vs アダリムマブ単独療法(ADACTA)
２７２号（６月）

・原発性自然気胸の初期治療での単純吸引＋ドレナージ
＋胸膜内ミノサイクリン胸膜癒着術 vs 単純吸引＋ドレナージ
・人類の歴史 4000 年にわたるアテローム性動脈硬化：
４つの古代集団における the Horus 研究
・健康な中国の小児と乳幼児に対するエンテロウイルス 71 ワクチンの免疫原性と安全性
・抗凝固薬服用中で PCI を受けた患者における
クロピドグレル単独またはアスピリンとの併用
２７１号（５月）
・ER 陽性乳がん診断後のタモキシフェン補助療法 10 年継続の長期効果
vs５年で中止(ATLAS)
・中等度 RA 患者でのエタネルセプトと MTX 併用治療後の
エタネルセプトの継続、減量、または中止(PRESERVE)
・抗レトロウイルス未治療の HIV 感染成人における
ドルテグラビル 1 日 1 回 vs ラルテグラビル(SPRING-2)
・進行性膜性腎症に対する免疫抑制療法：英国での無作為化コントロール試験
２７０号（４月）
・ヘリコバクター･ピロリ除菌の第一選択治療における連続治療 vs３剤併用治療
・治療抵抗性うつ病患者のプライマリケアにおける薬物療法の補助としての認知行動療法
・TNF 阻害薬で効果不十分な活動性 RA 患者における
MTX とトファシチニブ(CP-690,550)併用療法
・前治療のある転移性結腸直腸がんに対するレゴラフェニブ単剤療法(CORRECT)
２６９号（３月）
・２型糖尿病患者におけるエキセナチド週１回 vs リラグルチド１日１回（DURATION-6）
・ホモ接合型家族性高コレステロール血症患者における
ミクロゾームトリグリセリド転移蛋白阻害剤の有効性と安全性
・急性心不全治療における組換え型ヒト･リラキシン-２のセレラキシン（RELAX-AHF）
・長期ケア入居施設における高齢者の転倒要因のビデオキャプチャー：観察研究
２６８号（２月）
・高コレステロール血症患者でのスタチンとの併用による
抗 PCSK9 モノクローナル抗体の有効性、安全性、忍容性
・ステロイド静注で治療困難な重症潰瘍性大腸炎患者における
シクロスポリンとインフリキシマブの効果比較
・疾患修飾療法後の再発型多発性硬化症患者に対するアレムツズマブ
・入院中に短期カテーテル挿入が必要な成人における
症候性尿路感染症減少のための抗菌性カテーテル
２６７号（１月）

・難治性の慢性咳に対するガバペンチンの効果：無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・心房細動における脳卒中や出血の患者リスクによる
ワルファリンと比較したアピキサバンの有効性と安全性
・糖尿病の有無による腎疾患の評価基準と死亡率および末期腎不全との関連：メタ解析
・高血圧の有無による腎疾患の評価基準と死亡率および末期腎不全との関連：メタ解析
＜２０１２年＞
２６６号（１２月）
・左室駆出率の保持された心不全における
アンジオテンシン受容体･ネプリライシン阻害薬 LCZ696
・心筋梗塞既往患者での vorapaxar による血栓イベントの二次予防：
TRA 2 ﾟ P-TIMI 50 試験のサブグループ解析
・血液学的悪性腫瘍患者における治療的血小板輸血 vs 予防的ルーチン輸血
・病院内で心停止後の蘇生術施行時間と生存率：観察研究
２６５号（１１月）
・PA-824、bedaquiline、ピラジナミド、およびモキシフロキサシン併用の
14 日間殺菌活性
・慢性静脈性下腿潰瘍治療のためのヒト同種異系線維芽細胞と角化細胞による
スプレー噴霧細胞治療
・糖尿病患者と比較した慢性腎疾患患者での冠動脈イベントリスク：
集団レベルのコホート試験
・1990 年から 2010 年までのオランダにおける安楽死法制定前後の終末期診療の動向：
反復横断調査
２６４号（１０月）
・急性腎盂腎炎の女性におけるシプロフロキサシンによる治療 7 日間 vs14 日間
・重症の好酸球増多性喘息に対するメポリズマブ(DREAM)：
多施設二重盲検プラセボ比較対照試験
・メトホルミンでコントロール不良の２型糖尿病患者での
リナグリプチン vs グリメピリド２年間の有効性と安全性
・16 ヵ国 30 億人における喫煙状況：横断的な国別の世帯調査の解析
２６３号（９月）
・心房細動の電気的除細動後の短期 vs 長期抗不整脈薬治療(Flec-SL)
・スタチン投与またはエゼチミブ併用中のヘテロ接合体家族性高コレステロール血症患者
での抗 PCSK9 モノクローナル抗体 REGN727/SAR236553 の LDL-コレステロール低下効果
・動脈瘤性くも膜下出血に対するマグネシウム（MASH-2）
・無症状新生児における重篤な先天性心臓欠陥のパルス酸素濃度計によるスクリーニング
２６２号（８月）

・発症６時間以内の急性虚血性脳卒中での組換え型組織プラスミノーゲン活性化因子に
よる血栓溶解の有益性と有害性(IST-3 試験)： 無作為化比較試験
・メトホルミンでコントロール不十分なインスリン未投与２型糖尿病患者の
インスリングラルギン vs シタグリプチン
・統合失調症の再発予防における抗精神病薬 vs プラセボ：系統的レビューとメタ解析
・重症細菌感染症疑いの生後 7-120 日の乳児における補助治療の亜鉛：
無作為化二重盲検プラセボ比較試験
２６１号（７月）
・重症川崎病における冠動脈異常の予防に対する
免疫グロブリン＋プレドニゾロンの有効性(RAISE study)
・メラノーマ、未治療の脳転移、およびその他の固形腫瘍患者におけるダブラフェニブ：
第１相用量漸増試験
・アスピリン連日投与によるがん発生率、死亡率および非血管死への短期効果
・メトトレキサート不応性の早期関節リウマチ患者での従来の併用治療 vs 生物学的治療
２６０号（６月）
・２型糖尿病における TAK-875 vs プラセボあるいはグリメピリド：
第Ⅱ相無作為化二重盲検プラセボ比較試験
・限局性前立腺がんの管理におけるデュタステリド：
The REDEEM 無作為化二重盲検プラセボ比較試験
・１型糖尿病患者での超持効型基礎インスリン デグルデク vs インスリン グラルギン
＋インスリン アスパルトの基礎-追加療法
・薬剤溶出ステントとベアメタルステントによるステント血栓症：
包括的ネットワーク･メタ解析のエビデンス
２５９号（５月）
・リチウム毒性のプロファイル：系統的レビューとメタ解析
・両腕の収縮期血圧の差と血管疾患および死亡との関連：系統的レビューとメタ解析
・ST 上昇型急性心筋梗塞患者でのプライマリ PCI 中のアブシキシマブの冠動脈内
vs 静脈内ボーラス投与
・イングランドとウェールズのメンタルヘルスサービス勧告の実施と自殺率(1997-2006)：
横断的前後比較観察研究
２５８号（４月）

・40 歳超のダウン症患者の認知症に対するメマンチン(MEADOWS)：
無作為二重盲検プラセボ比較試験
・D2 郭清胃切除術後の胃がんにおけるカペシタビンとオキサリプラチンの補助療法
(CLASSIC)
・経口抗凝固薬の自己モニタリング：
個々の患者データの系統的レビューとメタ･アナリシス
・早期乳がんに対する種々の多剤併用化学療法の比較：
123 試験･女性 10 万人の長期アウトカムのメタ解析
２５７号（３月）
・去勢抵抗性前立腺がん患者でのデノスマブと無骨転移生存期間：
第３相無作為化プラセボ比較試験の結果
・急性呼吸窮迫症候群における静脈内β-2 作動薬投与の臨床アウトカムへの効果(BALTI-2)
・思春期から若年成人期の自傷行為の自然経過：人口集団ベースのコホート研究
・植物状態におけるベッドサイドでの覚醒の検出：コホート研究
２５６号（２月）
・シンバスタチンで 5 年間 LDL コレステロール低下させた
ハイリスク患者 20536 名での 11 年間の死亡率と罹病率
・進行性腎細胞がんでのアキシチニブとソラフェニブの相対的有効性(AXIS):
無作為化第３相試験
・虚血性心筋症患者を対象とした心臓幹細胞(SCIPIO)：無作為化第Ⅰ相試験の初期成績
・リピトールと超大型薬モデルの破たんからの教訓
２５５号（１月）
・10 年の再発と 15 年の乳がん死における乳房温存手術後の放射線治療の効果：
17 の無作為化試験参加女性 10801 名に関する個々の患者データのメタ解析
・厚さ 2mm 以上の原発性皮膚黒色腫における外科的切除マージン 2cm vs 4cm：
無作為化多施設試験
・新しい非侵襲性集学的画像診断法を用いたアテローム性動脈硬化疾患に対する
dalcetrapib の安全性と有効性(dal-PLAQUE):無作為化臨床試験
・プライマリ・ケアでの標準減量治療 vs 民間の減量治療提供者への紹介：
無作為化対照試験
＜２０１１年＞
２５４号（１２月）

・急性躁病における抗躁病薬の効果や忍容性の比較：複数の治療メタ解析
・男性と比較した女性の冠動脈心疾患に対する危険因子としての喫煙
・初期治療で高血圧診断に用いる選択肢の費用対効果：モデリング研究
・高所得、中所得、低所得国における地域での
心血管疾患の二次予防薬の使用(the PURE Study)
２５３号（１１月）
・進行非小細胞肺がん高齢患者における
カルボプラチンと週１回パクリタキセル併用化学療法と単剤療法の比較
・タモキシフェン補助療法の有効性における乳がんのホルモン受容体と他の因子の関連性
・呼気中の一酸化窒素濃度測定に基づく妊娠中の喘息管理：二重盲検無作為化比較試験
・慢性閉塞性肺疾患になる生涯リスク：長期的人口調査
２５２号（１０月）
・中南米７施設でのヘリコバクター･ピロリ感染に対する
14 日間３剤併用、５日間４剤併用、10 日間連続治療
・認知症の抑うつに対するセルトラリンやミルタザピン(HTA-SADD)：
無作為化多施設二重盲検プラセボ対照試験
・選択的心筋ミオシン活性因子オメカムチブ メカルビルによる
心収縮機能の用量依存的増強：ヒトでの初試験
・1 型糖尿病のテプリズマブ治療(Protégé study)：
無作為化プラセボ対照試験の 1 年間の結果
２５１号（９月）
・日本での前糖尿病の診断と糖尿病への進行リスクにおける
HbA1c5.7－6.4％と空腹時血糖値異常(TOPICS 3)
・携帯電話のメール機能を利用した禁煙支援(txt2stop)：単純盲検無作為化試験
・オーストラリア･ビクトリア州での子宮頸部異常に対する
HPV ワクチン接種プログラムの早期効果：生態学的研究
・前立腺全摘出術や経尿道的前立腺切除術直後の
正規 1 対 1 骨盤底筋トレーニング後の男性の尿失禁(MAPS)
２５０号（８月）

・慢性腎疾患患者でのシンバスタチンとエゼチミブ併用による
LDL コレステロールの低下作用(SHARP 試験)
・標準一次化学療法無効の進行性非小細胞肺がんにおける
ベバシズマブ＋エルロチニブ vs エルロチニブ単剤の有効性
・小児の細菌性髄膜炎へのセフトリアキソン 5 日間投与 vs 10 日間投与の治療効果：
二重盲検無作為化同等性試験
・英国の女子生徒における体内ヨウ素の状態：横断調査
２４９号（７月）
・転移性結腸直腸がん高齢虚弱患者での化学療法選択肢(MRC FOCUS2)：
非盲検無作為化要因試験
・急性単純虫垂炎治療におけるアモキシシリン＋クラブラン酸 vs 虫垂切除術
・特発性肺線維症患者におけるピルフェニドン(CAPACITY)：２つの無作為化試験
・鎌状赤血球貧血の乳幼児へのヒドロキシカルバミド：多施設無作為化対照試験(BABY HUG)
２４８号（６月）
・過体重･肥満成人での低用量放出制御型フェンテルミン＋トピラマート配合剤の
体重や関連併存疾患への効果
・２つの新世代薬剤溶出冠動脈ステントの無制限無作為使用：
the RESOLUTE All Comers trial
・オピオイド依存症での徐放性ナルトレキソン注射剤：
二重盲検プラセボ対照多施設無作為化試験
・尿道再建が必要な患者における組織工学による自己細胞由来の尿道：観察研究
２４７号（５月）
・２型糖尿病患者での超持効型基礎インスリン(degludec)1 日 1 回または週３回投与
vs グラルギン 1 日 1 回投与
・次クエン酸ビスマスカリウム･メトロニダゾール･テトラサイクリン含有カプセル
＋オメプラゾール vs クラリスロマイシンベース３剤併用の H.pylori 除菌
・去勢抵抗性前立腺がん患者における骨転移治療でのデノスマブ vs ゾレドロン酸：
無作為化二重盲検試験
・便失禁に対する安定化ヒアルロン酸デキストラノマーの有効性：
無作為化プラセボ対照試験
２４６号（４月）

・軽度慢性喘息小児の救命治療としてのプロピオン酸ベクロメタゾンの使用(TREXA)
・慢性免疫性血小板減少症の管理でのエルトロンボパグ(RAISE):
６ヵ月の無作為化第３相試験
・注意欠陥多動性障害小児の行動における制限除去食の効果(INCA 試験)：
無作為化比較試験
・1980 年以降の BMI における国､地域､世界的変動傾向：
健康診断調査と疫学研究の系統的解析(960 ヵ国･年､910 万人)
２４５号（３月）
・受動喫煙による世界中での疾病負担：192 ヵ国のデータによるレトロスペクティブ解析
・高血圧管理の初期治療戦略におけるアリスキレン＋Ca 拮抗薬アムロジピンの併用効果
(ACCELERATE 試験)
・癌による死亡の長期リスクに対するアスピリン連用の効果：
無作為化試験の個々の患者データの分析
・肺結核の抗菌剤による集中治療期間中の高用量ビタミンＤ３：二重盲検無作為化比較試験
２４４号（２月）
・冠動脈心疾患と肝機能検査値異常のある患者の心血管イベントに対する
長期スタチン治療の安全性と有効性
・多発性骨髄腫におけるクロドロン酸と比較したゾレドロン酸を用いた第一線治療
(MRC Myeloma Ⅸ)
・治療抵抗性高血圧患者に対する腎交感神経の除神経術(The Symplicity HTN-2 Trial)：
無作為化対照試験
・重症患者のせん妄期間と死亡率でのハロペリドールを用いた通常治療への
リバスチグミン追加の効果
２４３号（１月）
・慢性 C 型肝炎ｼﾞｪﾉﾀｲﾌﾟ 1 感染に対する
ﾇｸﾚｵｼﾄﾞﾎﾟﾘﾒﾗｰｾﾞ阻害剤(RG7128)とダノプレビルとの経口併用療法
・２型糖尿病患者におけるアルブミン尿減少のための
パリカルシトールによる選択的ビタミン D 受容体の活性化
・結腸直腸癌の発生率と死亡率におけるアスピリンの長期的効果：
５つの無作為化試験の 20 年間追跡調査
・胸骨圧迫単独 vs 標準的心肺蘇生法：メタ解析
＜２０１０年＞
２４２号（１２月）

・急性冠症候群でのチカグレロル vs クロピドグレル治療アウトカムにおける
CYP2C19 と ABCB1 単塩基多型の影響
・フルダラビンとシクロホスファミド治療中の慢性リンパ性白血病患者への
リツキシマブの追加投与
・英国における心臓死の後に提供された腎臓移植後のアウトカムに
影響を与える因子の解析:コホート研究
・HIV-1 感染予防膣ゲル PRO2000(Microbicides Development Programme 301)：
第三相無作為化二重盲検並行群間試験
２４１号（１１月）
・慢性心不全におけるイバブラジンとアウトカム(SHIFT): 無作為化プラセボ比較対照試験
・心房細動による脳卒中予防での INR 管理レベル毎に比較した
ワーファリンとダビガトランの有効性と安全性
・症候性頸動脈狭窄症におけるステント留置術と動脈内膜切除術後の短期アウトカム
・小児の麻酔における呼吸器合併症のリスク評価:前向きコホート研究
２４０号（１０月）
・強力なスタチン治療後の HDL-コレステロールと
初回心血管イベントの残余リスク(the JUPITER trial)
・２型糖尿病でメトホルミンに追加のエクセナチド週１回
vs シタグリプチンやピオグリタゾンの有効性と安全性(DURATION-2)
・過体重や肥満成人の体重減少に対するナルトレキソン＋ブプロピオンの効果(COR-1)
・リモナバントの心血管イベント予防効果(CRESCENDO)：無作為化多施設プラセボ比較対照試験
２３９号（９月）
・２型糖尿病予防のためのロシグリタゾン＋メトホルミン低用量併用療法(CANOE 試験)：
二重盲検無作為化比較試験
・変形性関節炎と関節リウマチ患者でのセレコキシブ vs オメプラゾール＋ジクロフェナク
(CONDOR):無作為化試験
・大量出血の外傷患者での死亡、血管閉塞性イベント、および輸血における
トラネキサム酸の効果(CRASH-2)
・BRCA1 または BRCA2 変異のある進行性乳がん患者での
経口ポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ阻害薬オラパリブ：a proof-of-concept trial
２３８号（８月）
・慢性安定狭心症患者での運動に対する高用量アロプリノールの効果
・Ⅱ型糖尿病での毎食時吸入インスリン＋基礎インスリン･グラルギン
vs１日２回の二相性インスリン
・一般集団コホートでの eGFR およびアルブミン尿と総原因および心血管死亡率との関連：
共同メタ解析

・抗レトロウイルス療法開始後の異性間 HIV-1 感染：前向きコホート解析
２３７号（７月）
・メトホルミンで血糖コントロール不良の２型糖尿病患者での
リラグルチド vs シタグリプチン
・静脈内アルテプラーゼを用いた治療までの時間と脳卒中のアウトカム
・性腺摘除術抵抗性の前立腺がんにおける MDV3100 の抗腫瘍活性：第１－２相研究
・女性の橈骨遠位端と死後大腿骨における皮質骨内のリモデリングと空隙率：横断的研究
２３６号（６月）
・アンジオテンシンⅡ受容体とネプリライシン２つに作用する
新しい阻害薬 LCZ696 による血圧低下
・病院外で心停止を起こした小児に対する目撃者による従来法と胸部圧迫のみの心肺蘇生
・心血管イベントのハイリスクな高血圧患者における
異なる固定用量の併用療法による腎臓アウトカム
・英国での健康と健康経済学的アウトカムにおけるアルコール価格政策の推定効果：
疫学的モデル
２３５号（５月）
・スタチンと糖尿病発症のリスク：スタチンの無作為化試験の共同メタ解析
・血圧の個体間変動に対する各種降圧薬群の効果と脳卒中のリスク：
系統的レビューとメタ解析
・HIV-1 と HSV-2 に重感染した人々での HIV-1 疾患進行防止におけるアシクロビルの連日服用
・緊急避妊でのウリプリスタル酢酸塩 vs レボノルゲストレル：無作為化非劣性試験とメタ解析
２３４号（４月）
・双極性Ⅰ型障害再発防止におけるリチウムとバルプロ酸の併用
vs 単剤療法の比較(BALANCE)：無作為化非盲検試験
・２型糖尿病患者の HbA1c と生存率：後向きコホート研究
・侵襲的治療予定の急性冠症候群患者における
ticagrelor とクロピドグレルの比較(PLATO)：無作為化二重盲検試験
・ICU での抗生剤への患者の曝露を減少させるための
プロカルシトニンの使用(PRORATA trial)
２３３号（３月）

・内分泌反応性リンパ節陽性乳がんの閉経後患者における
補助化学療法とタモキシフェンの投与時期
・Ａ型インフルエンザウイルス(H1N1)によるメキシコでの感染と死亡： 後向き分析
・実地医療における第二世代のエベロリムス溶出と
パクリタキセル溶出ステント(COMPARE):無作為化試験
・分娩中オキシトシン未投与女性の産後出血治療における
舌下ミソプロストール vs オキシトシン
２３２号（２月）
・デンマークでのアスピリン、クロピドグレル、Vit.Ｋ拮抗薬を
種々の組合せで治療された急性心筋梗塞患者の出血リスク
・ヒトパピローマウイルス(HPV)-16/18 AS04-アジュバントワクチンの持続効果と免疫原性
・中国における 2009 パンデミックインフルエンザ A H1N1 ワクチンの安全性と免疫原性
・冠動脈心疾患患者における
除細動器移植前の安定心室頻拍へのカテーテルアブレーション(VTACH)
２３１号（１月）
・心不全患者の臨床アウトカムにおける高用量 vs 低用量ロサルタンの効果(HEAAL study)
・肥満治療におけるリラグルチドの効果：無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・喘息での長時間作用型β2 アゴニストへの反応における
β2 アドレナリン受容体の遺伝子多型の影響(LARGE trial)
・炎症性腸疾患でチオプリン類を投与中の患者におけるリンパ増殖性疾患：
前向き観察的コホート研究
＜２００９年＞
２３０号（１２月）
・小児での発熱や抗体反応におけるワクチン接種時のパラセタモール予防投与の影響
・神経痛に対するノルトリプチリンとガバペンチンの単剤および併用投与
・中等度 COPD 患者でのチオトロピウムの効果(UPLIFT)
[a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial]
・治療抵抗性高血圧患者での血圧降下における選択性エンドセリン受容体拮抗薬
２２９号（１１月）
・PPI を併用または単独でのクロピドグレルとプラスグレルの薬力学的効果と臨床的効能
・５歳未満の小児におけるインフルエンザ菌 b 型に起因する疾患の負担：世界的推定
・ブデソニドと肺炎のリスク：個々の患者データのメタ･アナリシス
・長時間作用型気管支拡張薬で治療中の
中等度から重度の COPD 患者におけるロフルミラスト
２２８号（１０月）

・慢性心不全におけるタンパク尿：有病率と予後的重要性
・アメリカにおける妊娠中の H1N1 2009 インフルエンザウイルス感染
・心房細動患者の脳卒中予防における経皮的左心耳閉鎖術とワルファリン療法の比較
・急性期患者での迅速気管挿管におけるエトミデート対ケタミン：多施設無作為比較試験
２２７号（９月）
・２型糖尿病の経口剤併用療法での心血管アウトカムにおける
ロシグリタゾンの評価(RECORD)
・低用量アスピリン服用患者の消化性潰瘍および食道炎予防に対する
ファモチジン(FAMOUS)
・TNFα阻害薬治療歴のある活動性関節リウマチ患者でのゴリムマブの有効性
(GO-AFTER study)
・急性冠症候群患者でのリバロキサバン対プラセボ(ATLAS ACS-TIMI 46)：
無作為二重盲検第 2 相試験
２２６号（８月）
・24－45 歳女性での 4 価(6,11,16,18 型)ヒトパピローマウイルス組換えワクチンの
安全性、免疫原性、有効性
・２型糖尿病患者での切断イベントに対するフェノフィブラートの効果(FIELD study)
・脳卒中後の深部静脈血栓症リスク低下に対する
腿までの段階的弾性ストッキングの有効性(CLOTS trial 1)
・人工膝関節置換術後の血栓予防に対する
リバロキサバンとエノキサパリンの比較(RECORD4)
２２５号（７月）
・ボグリボースによる２型糖尿病の予防：
耐糖能異常の日本人における無作為化二重盲検試験
・進行非小細胞肺癌患者でのセツキシマブ併用化学療法(FLEX)：
オープンラベル無作為化第Ⅲ相試験
・結核の初期治療におけるモキシフロキサシン vs エタンブトール：
第Ⅱ相二重盲検無作為化比較試験
・急性心不全患者治療でのリラキシン(Pre-RELAX-AHF)
２２４号（６月）
・ステロイド性骨粗鬆症の予防と治療に対するゾレドロン酸とリセドロン酸の効果
(HORIZON)
・ロスバスタチン開始後の CRP、LDL コレステロール、心血管イベント率の低下：
前向き研究(the JUPITER trial)
・心血管疾患のない中年者での危険因子におけるポリピル(Polycap)の効果(TIPS)：
第 2 相二重盲検無作為化試験

・限局性原発消化管間質腫瘍切除後のメシル酸イマチニブ補助治療：
ランダム化二重盲検プラセボ比較試験
２２３号（５月）
・ST 上昇型心筋梗塞による PCI 施行患者での
クロピドグレルとプラスグレルの効果(TRITON-TIMI38)
・新世代抗うつ薬１２種の効果と受容性の比較：多剤療法のメタ解析
・透析患者での心血管イベントと死亡率における降圧治療の効果：
無作為化比較試験の系統的レビューとメタ解析
・中国の非糖尿病者でのメタボリック･シンドロームと血圧の食塩感受性：食事介入試験
２２２号（４月）
・睡眠時間変更後の一過性不眠でのメラトニンアゴニスト tasimelteon(VEC-162)
・２型糖尿病におけるリラグルチド vs グリメピリドの単剤治療(LEAD-3 Mono)
・中心静脈カテーテル使用中のがん患者へのワーファリンによる血栓予防(WARP)
・小児集中治療患者における強化インスリン療法：前向き無作為比較試験
２２１号（３月）
・心筋梗塞後クロピドグレルで治療中の若年患者における
チトクローム P450 2C19 多型：コホート研究
・統合失調症に対する第２世代抗精神病薬 vs 第１世代抗精神病薬の効果比較：メタ解析
・新規消化不良患者での制酸薬･H2-受容体拮抗薬･PPI を用いた step-up 法
vs step-down 法の有効性と費用対効果
・スウェーデン人家族における統合失調症と双極性障害の共通する遺伝的決定要因
：人口基礎研究
２２０号（２月）
・肥満患者での体重減少、身体組成、QOL におけるテソフェンシンの効果
・急性片頭痛での zolmitriptan と比較した
新しい経口 CGRP 受容体拮抗薬 MK-0974(telcagepant)の有効性と忍容性
・心臓以外の手術患者における手術前後のβブロッカー投与：メタ解析
・早産に対する副腎皮質ステロイドの出産前複数回治療(MACS)：ランダム化対照試験
２１９号（１月）
・1 型糖尿病リスクを増大させる HLA 遺伝子型や自己抗体を持つ小児への
予防のための経鼻インスリン
・再発寛解型多発性硬化症患者への経口フマル酸の有効性と安全性：
a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled phaseⅡb study
・中国での COPD、肺がんと結核における喫煙と固体燃料使用の影響：
a time-based, multiple risk factor, modelling study
・前期破水妊婦への抗生物質投与後の小児におけるアウトカム：

7-year follow-up of the ORACLEⅠtrial
＜２００８年＞
２１８号（１２月）
・２型糖尿病治療における Exenatide 週 1 回 vs1 日２回投与：
無作為化オープンラベル非劣性試験
・慢性心不全患者における n-3 多価不飽和脂肪酸の効果(the GISSI-HF 試験)：
無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・慢性心不全患者におけるロスバスタチンの効果(the GISSI-HF 試験)：
無作為化二重盲検プラセボ対照試験
・Ⅰ型糖尿病患者での網膜症予防(DIRECT-Prevent 1)と
進展(DIRECT-Protect 1)におけるカンデサルタンの効果
２１７号（１１月）
・乳児期･小児期におけるパラセタモールの使用と６-７歳の小児での
喘息･鼻結膜炎･湿疹リスクとの関連
・安定型冠動脈疾患と左心室収縮機能障害の患者に対するイバブラジン(BEAUTIFUL)
・ACE 阻害薬不耐性ハイリスク患者の心血管イベントにおける
ARB テルミサルタンの効果
・インドネシアでのヒトへの H5N1 ウイルス感染の死亡例における関連因子
２１６号（１０月）
・早期胃癌の内視鏡切除後の異時性胃癌発症率における H.pylori 除菌の効果：
オープンラベル無作為化対照試験
・中等度から重度の活動性早期 RA での MTX 単独治療と
MTX＋エタネルセプト併用治療との比較(COMET)
・熱性けいれん既往のある小児の死亡：人口集団ベースコホート研究
・進行性腎細胞癌におけるエベロリムスの効果：
二重盲検無作為化プラセボ対照第Ⅲ相試験
２１５号（９月）
・軽度から中等度のアルツハイマー病患者での認知機能、ADL、行動、
全体機能における dimebon の効果
・アルツハイマー病における Aβ42 ワクチンの長期的な効果：
無作為化プラセボ対照第Ⅰ相試験の追跡調査
・切除後の stageⅢ悪性黒色腫におけるペグインターフェロンα-2b による補助療法
vs 経過観察
・癌患者におけるうつ病の管理 (SMaRT oncology 1)
・マレーシアでのヘロイン依存症に対する

ブプレノルフィンとナルトレキソンによる維持療法
２１４号（８月）
・旅行者の下痢に対する大腸菌由来の易熱性毒素含有パッチの使用
・慢性閉塞性肺疾患の急性増悪でのカルボシステインの効果(PEACE Study)
・痛風関節炎の治療における経口プレドニゾロンまたはナプロキセンの服用
・HSV-２血清反応陽性の女性と男性同性愛者の HIV-1 感染におけるアシクロビルの効果
・メタボリックシンドロームは心血管疾患や糖尿病を有効に予測できるか？
２つの前向き研究のアウトカムデータ
２１３号（７月）
・PCI とステント治療を受けた ACS 患者のステント血栓症を含む虚血イベント減少での
強化経口抗血小板療法[the TRITON-TIMI 38 trial: a subanalysis of a randomized trial]
・乾癬患者での IL-12／23 ヒトモノクローナル抗体

ウステキヌマブの有効性と安全性

[52-week results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial(PHOENIX 2)]

・青年期の喫煙防止における非公式の学校ベースの同級生による介入(ASSIST)
・中国で起きた限定的なヒトからヒトへの
高病原性鳥インフルエンザ A 型(H5N1)ウイルス感染
２１２号（６月）
・経口血糖降下薬服用中の２型糖尿病患者での 1 日 1 回基礎 insulin glargine 対
1 日 3 回毎食時 insulin lispro (APOLLO)
・関節リウマチ患者におけるトシリズマブによる IL-6 受容体阻害の効果(OPTION study)
・南アメリカの小児で生後２年間のロタウイルス性胃腸炎への
経口生弱毒化ヒトロタウイルスワクチンの効果と安全性
・初発の統合失調症および統合失調症様障害における抗精神病薬の有効性：
オープンラベル無作為化臨床試験
・結腸直腸癌の切除可能な肝転移患者における FOLFOX4 による周術期化学療法併用群
vs 手術単独群[EORTC Intergroup trial 40983: a randomised controlled trial]
２１１号（５月）
・CYT006-AngQb を用いたアンジオテンシンⅡに対する予防接種の
自由行動下血圧への効果
・単一新規冠動脈病変患者での生体吸収性エベロリムス溶出性冠動脈ステントシステム
(ABSORB)
・心房細動患者における血栓塞栓症予防のための
イドラパリナックスとビタミンＫ拮抗薬の比較
・臨床的に急性副鼻腔炎と診断された成人患者への抗生物質投与：
個々の患者データのメタ解析
・糖尿病の診断における空腹時血糖値と網膜症の関連：３つの人口基礎横断研究

２１０号（４月）
・クローン病の新規診断患者での早期複合免疫抑制治療または従来の治療：
オープンラベル無作為試験
・慢性特発性血小板減少性紫斑病の患者における romiplostim の有効性：
二重盲検無作為比較試験
・急性自己服毒への活性炭反復投与：無作為比較試験
・Body-mass index とガンの発生率：前向き観察研究の系統的レビューとメタ解析
・卵巣ガンと経口避妊薬：４５の疫学的研究データの協同再解析
２０９号（３月）
・放出調節型 vs 標準型プレドニゾンの関節リウマチにおける関節の朝のこわばり
持続時間低減への効果[CAPRA-1: a double-blind, randomized controlled trial]
・小児の重症肺炎治療における外来での短期高用量経口アモキシシリン療法：
無作為同等性試験
・知的障害患者の攻撃的行動の治療におけるリスペリドン、ハロペリドールとプラセボ：
無作為比較試験
・エストロゲン受容体(ER)-poor 乳癌における補助化学療法：
patient-level meta-analysis of randomized trials
・結腸直腸癌患者に対する補助化学療法と経過観察
２０８号（２月）
・肝硬変のあるアルコール依存患者における断酒を継続させるための
バクロフェンの有効性と安全性
・ヨーロッパの乳幼児におけるロタウイルス性胃腸炎に対する
生後２年以内のヒトロタウイルスワクチンの効果
・脂質異常患者のリポ蛋白と健常人の２４時間携帯型血圧モニターでの
CETP 阻害薬アナセトラピブの効果
・長時間作用型β2 刺激薬治療への反応における ADRB2 遺伝子多型の影響
・年齢･性別･血圧と、血中コレステロール値や血管死亡率[a meta-analysis of
individual data from 61 prospective studies with 55000 vascular deaths]
２０７号（１月）
・やせ薬リモナバントの有効性と安全性：ランダム化試験におけるメタ解析
・食品添加物と３歳児および８-９歳の小児での多動性：
ランダム化二重盲検プラセボ比較試験
・急性心筋梗塞における再灌流治療の補助としての
ヒト心房性 Na 利尿ペプチドとニコランジル(J-WIND)
・レーザー治療が必要な糖尿病性網膜症に対するフェノフィブラートの効果(FIELD study)
・主要心イベントの高リスクおよび低リスク患者における薬剤溶出ステントの費用対効果：

１８ヵ月間の分析[the Basel Stent KostenEffektivitats Trial(BASKET)]
＜２００７年＞
２０６号（１２月）
・チアゾリジンジオンを投与された前糖尿病患者と
２型糖尿病患者におけるうっ血性心不全と心血管死
・喘息患者のアレルゲン負荷試験での遅発性喘息反応に対する
IL-4 変異体の効果：2 つのⅡa 相試験の結果
・早期再発性脳卒中における一過性脳虚血発作と軽度脳卒中の緊急治療の影響
(EXPRESS study)

[a prospective population-based sequential comparison]

・多発性骨髄腫の高齢患者における MP＋サリドマイド vs MP のみ
または前処置を減弱した自家幹細胞移植
[IFM(the Intergroupe Francophone du Myelome) 99-06：a randomized trial]
２０５号（１１月）
・２型糖尿病患者での大血管･細小血管アウトカムにおけるペリンドプリルと
インダパミド合剤の効果[the ADVANCE trial：a randomised controlled trial]
・薬剤溶出ステントとベアメタルステントのアウトカム
：a collaborative network meta-analysis
・中国の成人における受動喫煙への曝露と COPD のリスク
：広州バイオバンクコホート研究
・人工股関節全置換術後の静脈血栓塞栓症予防における
ダビガトランエテキシレート vs エノキサパリン［無作為二重盲検非劣性試験］
２０４号（１０月）
・Taxus ステントを用いた冠動脈血管形成術後の再狭窄におけるセレコキシブの効果
(COREA-TAXUS 試験)
・心房細動のある高齢者集団での脳卒中予防におけるワーファリン対アスピリン
：無作為比較試験
・５０歳以上の人々における骨折と骨量減少予防のための Ca 単独または
Ca と Vit.D の併用補給：メタ･アナリシス
・大麻使用と精神病的または情動的メンタルヘルスアウトカムのリスク：系統的再調査
２０３号（９月）
・混合型脂質異常症でのトルセトラピブと頸動脈内膜-中膜肥厚(RADIANCE 2 study)
：無作為二重盲検試験
・予後不良な進行性結腸直腸ガン患者での連続および併用化学療法の
異なる戦略(MRC FOCUS):無作為比較試験
・女性の腹圧性尿失禁の治療における筋芽細胞と線維芽細胞の自家移植 vs コラーゲン

：無作為比較試験
・高血圧患者におけるアリスキレンとバルサルタンの併用治療の効果と安全性：
無作為二重盲検試験
２０２号（８月）
・パーキンソン病での AAV ベクターによる GAD 遺伝子導入治療の安全性と忍容性：
オープンラベル第Ⅰ相試験
・早期妊娠中絶でのミソプロストールの２つの投与間隔と２つの投与経路での有効性：
無作為比較同等性試験
・ロシアでの有害飲酒と早死：人口基礎症例対照研究
・高血圧と拡張機能障害のある患者での拡張機能に対する
アンジオテンシン受容体遮断薬と降圧薬の効果
２０１号（７月）
・超ハイリスク患者での潰瘍出血再発予防における COX-2 阻害薬と PPI の併用：
二重盲検無作為試験
・カンジダ血症と侵襲性カンジダ症における micafungin 対 liposomal amphotericin B：
第Ⅲ相無作為二重盲検試験
・卵巣ガンとホルモン補充療法 [the Million Women Study]
・不顕性ガンのドナーからの輸血を受けた後のガンのリスク：後向きコホート研究
２００号（６月）
・高コレステロール血症患者の主要冠動脈イベントに対する
エイコサペンタエン酸の効果(JELIS)
・後頭神経刺激による医学的に難治性の群発頭痛の治療：患者８名の長期追跡調査
・単価経口ポリオウイルスワクチン１型の予防効果：症例対照比較研究
・アメリカでの肺炎球菌結合ワクチンによる
ルーチンな小児予防接種後の肺炎入院の減少：時系列分析
１９９号（５月）
・部分てんかん発作治療におけるカルバマゼピン、ガバペンチン、ラモトリジン、
オクスカルバゼピン、またはトピラメートの有効性に関する The SANAD study
・全般発作と分類不能てんかんのバルプロ酸、ラモトリジン、
またはトピラメートの有効性に関する The SANAD study
・体外受精のためのマイルド治療法：無作為化非劣性試験
・アスベスト関連疾患と過去のアスベスト消費の環境的関連：国際的分析
１９８号（４月）
・健康ボランティアでのマクロライド耐性連鎖球菌の咽頭状態における
AZM と CAM の影響
・日常臨床診療でのシロリムス溶出性とパクリタキセル溶出性ステントの

早発･遅発性冠動脈ステント血栓症
・妊娠中の母親の魚介類摂取量と小児の神経発達アウトカム(ALSPAC study)：
観察コホート研究
・１０―１８歳の肺の発達における交通曝露の影響：コホート研究
１９７号（３月）
・急性虚血性脳卒中でのアルテプラーゼによる血栓溶解
[the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study(SITS-MOST)]
・HER2 陽性乳がんでのアジュバント化学療法後
トラスツズマブ治療の２年にわたる追跡調査
・中等度リスクの急性リンパ球性白血病小児への化学療法
＋ビンクリスチンとデキサメタゾンのパルス投与
・テロメア長、冠動脈心疾患リスクとスタチン治療
[the West of Scotland Primary Prevention Study: a nested case-control study]
１９６号（２月）
・抗結核薬に対する耐性に関する疫学の最新分析
[the Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance]
・有機リン系殺虫剤中毒治療でのプラリドキシム持続点滴 vs 反復静注：
ランダム化比較試験
・１０年追跡調査時の乳ガン死亡率における４０歳からの
マンモグラフィースクリーニングの効果
・都市での負傷者多数の事件における重傷者死亡率の低下：
爆弾テロ後のトリアージ、殺到、資源活用の分析
１９５号（１月）
・変形性関節症と関節リウマチにおける etoricoxib と diclofenac による
心血管系アウトカム[the MEDAL programme]
・２型糖尿病の過体重または肥満患者における rimonabant の効果と忍容性：
無作為化比較試験
・至適値を超える血糖値に起因する虚血性心疾患と脳卒中による世界と地域の死亡率：
比較リスク評価
・急性虚血性脳卒中に対する ancrod の静脈投与：無作為化比較試験
・日本でのプラバスタチンによる心血管疾患の一次予防(MEGA study)：
前向き無作為化比較試験
＜２００６年＞
１９４号（１２月）
・急性中耳炎に対する抗生物質：個々の患者データのメタ･アナリシス

・尿路結石の通過を容易にする内科治療：メタ･アナリシス
・施設の乏しい地域社会での分娩時異常出血予防における経口ミソプロストール：
無作為化比較試験
・妊娠中の体重変化と不利な妊娠アウトカム：人口基礎研究
・日本でのプラバスタチンによる心血管疾患の一次予防(MEGA study)：
前向き無作為化比較試験
１９３号（１１月）
・耐糖能異常または空腹時血糖障害患者での糖尿病発生頻度における
ロシグリタゾンの効果：無作為比較試験
・早漏症治療におけるダポキセチンの効能と忍容性：
２つの二重盲検無作為比較試験の系統的分析
・冠動脈心疾患やメタボリックシンドローム患者での LDL-コレステロールの減少
・関節リウマチ患者におけるチャペロニン１０の治療効果と安全性：二重盲検無作為試験
１９２号（１０月）
・重度のロタウイルスによる下痢の治療におけるニタゾキサニドの効果
・喘息悪化の発作治療におけるホルモテロールと併用したブデソニドの効果：
無作為二重盲検試験
・左心室収縮機能障害または心不全のない安定した心血管疾患における ACE 阻害薬：
３試験の複合解析
・ACE 阻害薬と大動脈破裂：人口基礎症例比較研究
１９１号（９月）
・冠動脈疾患患者における総死亡率や心血管イベントと体重の関連:
コホート研究のシステマティック･レビュー
・The INTERHEART study における５２ヵ国でのタバコの使用と心筋梗塞のリスク：
症例比較研究
・コデイン処方中の母親の母乳栄養新生児におけるモルヒネ毒性の薬理遺伝学
１９０号（８月）
・心房細動による脳卒中予防のための古き良きワーファリン
・２００１年の疾患による世界的および地域的負担と危険因子：
人口集団健康データの系統的分析
１８９号（７月）
・動脈起源の脳虚血後のアスピリン+ジピリダモール

対

アスピリン単独療法(ESPRIT)：無作為比較試験
[the European/Australasian Stroke Prevention in Reversible Ischaemia Trial]
・ホルモンによる男性避妊後の精子形成回復の割合、程度そして修飾因子；集約的分析
・徐脈性心停止におけるアミノフィリン：無作為プラセボ比較試験

・インフルエンザ流行へのヨーロッパでの備えは？

国家的計画の分析

１８８号（６月）
・重症アルツハイマー病患者におけるドネペジル：二重盲検平行群間プラセボ比較試験
・世界規模での小児の結核性髄膜炎と粟粒結核に対する BCG ワクチンの効果：
メタ解析と費用対効果の評価
・子癇前症リスクのある妊婦でのビタミン C と E(VIP trial)：無作為プラセボ比較試験
・市中での急性感染後の深部静脈血栓と肺塞栓のリスク
１８７号（５月）
・パロキセチン併用で誘発されたジギタリス中毒
・アトキンス ダイエットによる生命に関わる合併症
１８６号（４月）
・心血管疾患患者におけるスタチン類と敗血症：人口基礎コホート解析
・健常成人のインフルエンザに対する抗ウイルス薬：システマティック･レビュー
・経口抗凝固療法の自己モニタリング：システマティック･レビューとメタ･アナリシス
・果物と野菜の摂取と脳卒中：コホート研究のメタ･アナリシス
１８５号（３月）
・妊娠中の母体内ビタミン D の状態と９歳時点の小児期の骨量：長期研究
・乾癬でのエタネルセプトと臨床アウトカム、疲労と鬱：
二重盲検プラセボ比較無作為フェーズⅢ試験
・帯状疱疹のない６６歳の患者での水痘帯状疱疹ウイルス小脳炎
１８４号（２月）
・2 型糖尿病患者９７９５名での心血管イベントに対するフェノフィブラート治療の
長期効果(the FIELD study)
・腎アウトカムでのレニン-アンジオテンシン系阻害薬と他の降圧薬の効果
(systematic review and meta-analysis)
・カンデサルタンとプラセボに対するアドヒアランスと慢性心不全におけるアウトカム
・認知症の世界的な罹患率：a Delphi consensus study
１８３号（１月）
・難治進行性の非小細胞肺ガンで既に治療を受けた患者におけるゲフィチニブ＋最善の
サポートケア
・急性心筋梗塞患者４５８５２名での早期メトプロロール静注とその後の経口投与
・５２ヵ国２７０００名における肥満と心筋梗塞のリスク
・世界におけるガンの原因：行動や環境に関する９つの危険因子の比較リスク評価
＜２００５年＞
１８２号（１２月）

・中等度～重度の乾癬へのインフリキシマブ導入と維持療法：
フェーズⅢ多施設二重盲検試験
・’９４～’０５年に世界中で分離されたインフルエンザ A(H3N2)ウイルスでのアダマンタン
耐性の発生率
・非ステロイド性抗炎症薬と口腔ガンのリスク：ケースコントロール試験
・B 型肝炎ワクチンの長期免疫原性と追加接種についての方針：イタリアの多施設研究
１８１号（１１月）
・抗高血圧療法での心血管イベントの予防(ASCOT-BPLA)
・乳ガン女性４２０名の潮紅に対するガバペンチン
・実際の臨床現場での第３世代ベアメタルステントと比較した
薬剤溶出性ステントの付加的費用対効果 (BASKET)
・小児コレラでのシプロフロキサシン単回投与 vs エリスロマイシン１２回投与：
無作為比較試験
１８０号（１０月）
・内分泌反応性早期乳ガン閉経後女性での２年間のタモキシフェン補助療法後の
アナストロゾールへの変更［combined results of ABCSG trial 8 and ARNO 95 trial］
・ロフルミラスト－慢性閉塞性肺疾患に対する経口抗炎症治療：ランダム化比較試験
・ホメオパシー(同種療法)の臨床効果はプラセボ効果？
［ホメオパシーとアロパシー(逆症療法)のプラセボコントロール試験の比較研究］
・女性における肥満、喫煙、そしてテロメアの長さ
１７９号（９月）
・小児の発作の緊急治療における頬腔ミダゾラム vs 経直腸ジアゼパムの安全性と効能：
無作為比較試験
・青年期の身体活動の変化と BMI の関連：多施設縦断研究
・眼圧と疼痛による盲目状態
１７８号（８月）
・早期てんかんと単回発作者での抗てんかん薬の即時治療 vs 治療保留：
ランダム化比較試験
・無料ニコチンパッチ大規模配布プログラムの有効性：前向き評価
・航空機と道路交通の騒音と小児の認知力と健康：国際比較研究
・プライマリーケアにおける腰痛に対する理学療法と簡便な疼痛管理プログラムとの比較
１７７号（７月）
・初期乳ガンにおける化学療法とホルモン療法の再発と１５年生存に対する効果：
無作為試験の大要
・様々なレベルの血管疾患リスクのある人々でのシンバスタチンの費用対効果
[２０５３６名の無作為試験での経済的分析]

・高齢者での軽度外傷骨折の２次予防における経口ビタミン D3 と Ca：
無作為プラセボ比較試験[Randomised Evaluation of Calcium Or vitamin D, RECORD]
１７６号（６月）
・体重超過患者での減量と心血管リスク因子へのカンナビノイド-１受容体遮断薬
rimonabant の効果[1-year experience from the RIO-Europe study]
・禁煙、肺機能、そして体重増加：追跡研究
・中国の成人におけるメタボリックシンドロームと体重超過の頻度
・西側諸国に定住している難民７０００名における重度精神障害の有病率：
システマティック･レビュー
１７５号（５月）
・日内変動のあるパーキンソン病患者のレボドパ補助薬としてのラサギリン：
無作為二重盲検平行グループ試験
[LARGO,Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily,study]
・健常小児におけるインフルエンザワクチンの効果と有効性の評価：
システマティック･レビュー
・肺炎球菌混合ワクチン導入後の肺炎球菌におけるマクロライド耐性の発生率：
population-based assessment
・嚥下困難脳卒中患者における経管栄養のタイミングと方法による効果(FOOD)：
多施設無作為比較試験
１７４号（４月）
・妊娠女性における SSRI 使用と新生児の退薬症候群：a database analysis
・ヨーロッパにおける外来患者での抗菌剤の使用と耐性化との関連：
a cross-national database study
・８つの西欧諸国人口集団での中高年男女の死因別死亡率における教育上の格差
・リンパ節転移陰性原発性乳ガンの遠隔転移を予測するための遺伝子発現プロファイル
１７３号（３月）
・HBeAg 陽性慢性 B 型肝炎での PEG-IFNα-2b 単独またはラミブジンとの併用：
無作為試験
・ファストフード習慣や体重増加とインスリン抵抗性(the CARDIA study):
１５年間の前向き解析
・ホモシステインと脳卒中：メンデル無作為化からの因果関係のエビデンス
・ICU における MRSA 伝播予防のための個室あるいはコホートでの患者隔離：
前向き２施設研究
１７２号（２月）
・心血管イベントのリスクとロフェコキシブ：累積メタ･アナリシス
・軽度～中等度の炎症性顔面尋常性痤瘡に対する５つの抗生剤治療法の比較：

無作為比較試験
・超未熟児におけるイブプロフェンの予防投与：無作為二重盲検プラセボ比較試験
・１９７０年代以降のヨーロッパの小児と青年におけるガン発生率と生存率の地理的
パターンと経時的傾向[the ACCIS project: an epidemiological study]
１７１号（１月）
・高血圧におけるアテノロール：それは賢明な選択か？
・若年女性での HPV type16 と 18 感染予防における２価 L1 ウイルス様粒子ワクチンの
効果
・アルツハイマー病での新しい薬剤ターゲット

