
申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

食道がん患者の手術に向けた準備行動 13階さくら H30.4.11 看護研究部会

がん薬物療法における看護師の曝露対策の実態調査 12階さくら H30.4.11 看護研究部会

食道がん術後患者の術後患者疼痛と睡眠
～入眠前に鎮痛剤を定期投与することによって睡眠満足度は向上する
か～

HCU H30.4.11 看護研究部会

初回化学療法を受けた独居の食道がん患者が在宅療養で感じる困難 10階なでしこ H30.4.11 看護研究部会

結腸・直腸がんのオキサリプラチン療法に対するアプレピタント/ホスアプ
レピタント併用制吐療法へのオランザピン追加の安全性・有効性を検討
するPhaseII臨床試験

消化器外科 H30.4.27 第1回倫理審査委員会

膵臓がん患者の「がんサバイバートレーニングプログラム」による運動機
能回復の検討

リハビリテー
ション科

H30.4.27 第1回倫理審査委員会

がん登録を用いた大阪府の食道腺癌の疫学研究
大阪国際がんセンター

消化管内科
H30.5.1 がん登録資料利用検討部会

がん登録資料を用いた大阪府内のがん治療実態と予後の関係について
の研究

大阪大学大学院医学系
研究科保健学
博士後期課程

H30.5.1 がん登録資料利用検討部会

2018年大阪国際がんセンター臨床研究審査委員会・倫理審査委員会審議案件及び承認一覧

[委員会（各部会含む）にて審議され、承認された申請]



ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ･ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ両方を行う食道がん患者の食事に対する調査
～栄養サポート介入後の在宅療養期間に焦点を当てて～

10階さくら H30.5.9 看護研究部会

子宮頚部円錐切除後出血時に電話対応テンプレートと処置対応テンプ
レートを用いて患者の受診行動の実態を調査する

9階なでしこ H30.5.9 看護研究部会

胃・大腸・肝がん死亡率のシュミレーションに関する研究
大阪医科大学

研究支援センター
医療統計室

H30.5.14 がん登録資料利用検討部会

手術・検査の余剰検体およびそれに付随する診療情報等の収集を目的
とした研究　Cancer Cell Port がん細胞バンク の構築

次世代がん
医療開発
センター

H30.5.25 第2回倫理審査委員会

がん患者のがん以外の死因に関する研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H30.6.6 がん登録資料利用検討部会

大阪府におけるがん医療の均てん化と予後の推移に関する研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
疫学統計部

H30.6.6 がん登録資料利用検討部会

ICU看護師の言語的・非言語的コミュニケーション・スキルの実態調査
～病棟看護師との比較～

ICU H30.6.14 看護研究部会

進行期肺がんあるいは大腸がん患者におけるEGFR阻害薬による皮膚
乾燥に対する肌着の使用と効果に関する前向きコホートパイロット研究

呼吸器内科 H30.7.27 第4回倫理審査委員会

切除不能進行・再発胃癌に対する二次療法としてのラムシルマブ併用ナ
ブパクリタキセル療法の第II相試験

消化器外科 H30.7.27 第4回倫理審査委員会

院内がん登録データを用いた頭頸部癌と重複癌に関する研究
大阪国際がんセンター

消化管内科
H30.7.30 がん登録資料利用検討部会



大阪府内のがん医療の実態と予後に関する研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
疫学統計部

H30.7.30 がん登録資料利用検討部会

がん登録を用いた大阪府の食道腺癌の疫学研究
大阪国際がんセンター

消化管内科
H30.7.30 がん登録資料利用検討部会

小児・ＡＹＡ世代のがんサバイバーにおける2次がん罹患の推定
大阪国際がんセンター

がん対策センター
政策情報部

H30.8.9 がん登録資料利用検討部会

若年成人期に女性生殖器を摘出した婦人科がん患者の自己受容につ
ながる体験

大阪府立大学
大学院

H30.8.22 看護研究部会

未就学児童を持つ骨軟部腫瘍患者が医療者に求める支援ニーズ １１階なでしこ H30.8.22 看護研究部会

覚醒下開頭腫瘍摘出術を受ける患者の気掛かり １１階なでしこ H30.8.22 看護研究部会

大阪府における婦人科がん患者・乳がん患者の診断・治療成績に関す
る研究

大阪大学大学院医学系研
究科産科学婦人科学

H30.9.3 がん登録資料利用検討部会

大阪府のがん診療拠点病院の診療の質の測定
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H30.9.3 がん登録資料利用検討部会

食道扁平上皮内癌罹患者で留意すべき多臓器癌
大阪国際がんセンター

 消化管内科
H30.9.27 がん登録資料利用検討部会

都道府県がん登録からのデータ提供による罹患モニタリングと全国がん
罹患推計に関する研究

国立がん研究センター
全国がん登録室

H30.9.27 がん登録資料利用検討部会



進行・再発の難治性固形癌患者に対するOncomine Target Testシステ
ムを用いたがん遺伝子パネル検査に関する研究

病院長 H30.10.9 第4回 遺伝子解析研究部会

固形がんにおける抗腫瘍免疫応答の解明と併用療法開発に関する研究 研究所がん創薬部 H30.10.9 第4回遺伝子解析研究部会

クリティカルな状況にあるがん患者の褥瘡に対するチームアプロ―チの
一例

ICU H30.10.10 看護研究部会

認知機能障害のある患者が同種造血幹細胞移植を受けた1事例
～セルフセア確立を目指した介入をして～

8階さくら H30.10.10 看護研究部会

高齢者大腸癌に対する術後補助化学療法の有用性
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H30.10.24 がん登録資料利用検討部会

血液透析患者におけるがんの予後
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H30.10.24 がん登録資料利用検討部会

小児とAYA(adolescent and young adult)世代におけるがんの比較
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H30.10.24 がん登録資料利用検討部会

癌の発見経緯と臨床的進行度の動向に関する研究 大阪府済生会千里病院 H30.10.24 がん登録資料利用検討部会

病室の光環境が看護ケアと眼精疲労に与える影響 9階なでしこ H30.11.14 看護研究部会

当院の麻酔科術前外来を担当する手術室看護師の看護実践について
～看護師へのインタビューから～

手術室 H30.11.14 看護研究部会



食道・胃手術後患者の上部消化管内視鏡検査時の統一した食事指導の
検討
～食物残渣状況に応じた食事指導を目指して～

内視鏡室 H30.11.14 看護研究部会

大動脈または気管浸潤を認める胸部食道癌に対する導入療法のランダ
ム化比較試験

消化器外科 H30.11.16 第8回倫理審査委員会

周術期抗生剤投与によるESD後凝固症候群に対する有効性の検討
Performance of Preoperative Antibiotics for Post-ESD coagulation
syndrome　PPAP trial

消化管内科 H30.11.16 第8回倫理審査委員会

大阪府内のがん医療の実態と予後に関する研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

小児とAYA(adolescent and young adult)世代におけるがんの診療の実態
大阪国際がんセンター

がん対策センター
政策情報部

H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

新たながん罹患者における過去のがん既往と予後に関する研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
政策情報部

H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

がん罹患歴のある患者の予後
大阪国際がんセンター

がん対策センター
政策情報部

H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

肺がん治療の実態調査
大阪国際がんセンター

がん対策センター
政策情報部

H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

都市貧困地域におけるがんの検討
大阪社会医療センター

附属病院
H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

大阪府内の口腔がんの実態把握に関する研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
疫学統計部

H30.11.21 がん登録資料利用検討部会



TCOG新規研究へのアンケート調査
大阪国際がんセンター

消化管内科
H30.11.21 がん登録資料利用検討部会

ALK耐性遺伝子変異の検索 呼吸器内科 H30.12.11 第5回遺伝子解析研究部会

肺癌におけるintratumor heterogeneity(ITH)の解析 呼吸器内科 H30.12.11 第5回遺伝子解析研究部会

上部消化管粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除 消化管内科 H30.12.21 第9回臨床研究審査委員会

胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除 消化管内科 H30.12.21 第9回臨床研究審査委員会

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine＋
Oxaliplatin (CapeOx)療法の第II相試験（OGSG1701）

腫瘍内科 H30.12.21 第9回臨床研究審査委員会

補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不
応となった再発結腸・直腸がんにおけるFOLFIRI+Ramucirumab併用療法
の第Ⅱ相試験（RAINCLOUD）

補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不
応となった再発結腸・直腸がんにおけるFOLFIRI+Ramucirumab併用療法
の第Ⅱ相試験におけるバイオマーカー研究 （RAINCLOUD-TR）

腫瘍内科 H30.12.21 第9回臨床研究審査委員会

漫才ロボットによる笑いの研究（A study of laughter by comic robots）
がん対策
センター

H30.12.21 第9回倫理審査委員会

放射線治療が継続困難となった患者の実態調査 放射線系外来 H31.1.9 看護研究部会



超選択的動注化学化学療法をうけた患者とのIVR室における継続的な
かかわりを振返る     ～トラベルビーの人間対人間の関係確立までの位
相を用いて～

放射線系外来 H31.1.9 看護研究部会

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine＋
Oxaliplatin (CapeOx）療法の第II 相試験　OGSG1701

腫瘍内科 H31.1.18 第10回臨床研究審査委員会

食道癌術前化学療法時の有害事象対策に関する検討　～予防的抗生
剤vs経腸栄養剤+シンバイオティクス～

消化器外科 H31.1.18 第10回臨床研究審査委員会

原発不明がんに対するnab-Paclitaxelとカルボプラチンと併用療法の有
効性と安全性の評価　第Ⅱ相臨床試験

腫瘍内科 H31.1.18 第10回臨床研究審査委員会

食道癌内視鏡切除後狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張時のトリアム
シノロンアセトニド（ケナコルトA®）局注の有用性の検討：前向き無作為
化比較試験（EBD+ケナコルトRCT）

消化管内科 H31.1.18 第10回臨床研究審査委員会

AI（人工知能）による食道疾患内視鏡画像の自動診断システム作成
医療法人ただともひろ胃

腸科肛門科
H31.1.18 第10回倫理審査委員会

臨床病期IA食道癌に対するS-1+CDDP を同時併用する化学放射線療
法（SP-RT）の第II相試験

消化管内科 H31.2.1 第11回臨床研究審査委員会

臨床病期ⅠA-ⅢC食道癌に対するPaclitaxel+CDDP+5-FUの3剤併用化
学放射線療法（PCF-RT）の第Ⅰ相試験

消化管内科 H31.2.1 第11回臨床研究審査委員会

余剰正常肝組織からの肝細胞と同一提供者の末梢血から作製したiPS
細胞由来肝細胞の樹立、および機能的相関性に関する研究

研究所がん創薬部 H31.2.1 第11回倫理審査委員会



補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不
応となった再発結腸・直腸がんにおけるFOLFIRI+Ramucirumab併用療法
の第Ⅱ相試験(RAINCLOUD)

補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不
応となった再発結腸・直腸がんにおけるFOLFIRI+Ramucirumab併用療法
の第Ⅱ相試験におけるバイオマーカー研究 （RAINCLOUD-TR）

腫瘍内科 H31.2.22 第12回臨床研究審査委員会

固形がん患者の腫瘍および正常臓器由来のオルガノイドパネルの樹立
に関する研究

研究所がん創薬部 H31.2.22 第12回倫理審査委員会

Cell free DNAを用いた次世代シーケンサーによるmultiplex遺伝子解析
の有効性に関する研究

呼吸器内科 H31.2.22 第12回倫理審査委員会

胃癌に対するロボット支援腹腔鏡下手術と腹腔鏡下手術の安全性、有
効性に関する前向き研究

消化器外科 H31.2.22 第12回倫理審査委員会

高齢胃癌患者に対する術前リハビリ+栄養療法の効果を検証するランダ
ム化比較試験

消化器外科 H31.3.22 第13回臨床研究審査委員会

60歳以上の食道癌患者に対する術前化学療法中のリハビリ・栄養介入
のランダム化比較研究 消化器外科 H31.3.22 第13回臨床研究審査委員会

ダ・ヴィンチ手術システムを用いたロボット支援下肺葉切除術の臨床応
用に関する研究

呼吸器外科 H31.3.22 第13回倫理審査委員会

肺癌切除検体の癌遺伝子解析研究 呼吸器内科 H31.3.22 第13回倫理審査委員会

Whole slide imaging (WSI)を用いたロシア連邦モスクワ州立学術臨床研
究所との病理診断ダブルチェック

病理・細胞診断科 H31.3.22 第13回倫理審査委員会



家族性大腸腺腫症患者における胃・十二指腸腫瘍の内視鏡所見および
臨床病理学的特徴の検討

医療法人
いちょう会　石川消化器内

科
H31.3.22 第13回倫理審査委員会



[迅速審査にて審議され、承認された申請]

申請内容 所属 承認日

局所進行切除不能膵癌に対する導入ゲムシタビン+ナブパクリタキセル
療法後にゲムシタビン併用化学放射線療法を行うシングルアーム第II相
試験

肝胆膵内科 H30.4.10 迅速審査

JCOG1503c：StageIII治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としてのア
スピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較試験

消化器外科 H30.4.11 迅速審査

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

消化器外科 H30.4.12 迅速審査

胆道癌における術中洗浄細胞診の有用性に関する後ろ向き多施設共同
観察研究（KHBO1701）

消化器外科 H30.4.18 迅速審査

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（SHARE study）

乳腺・内分泌
外科

H30.4.18 迅速審査

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPactitaxel 毎週点滴静注＋
Carboplatin 3週毎点滴静注投与対Pactitaxel毎週点滴静注＋
Carboplatin 3週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（GOTIC-
001/JGOG3019）　iPocc Trial

婦人科 H30.4.23 迅速審査

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 消化器内科 H30.4.24 迅速審査

直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清術に対する前向き研究 消化器外科 H30.4.24 迅速審査

大腸癌以外の消化器・腹部悪性腫瘍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

消化器外科 H30.4.25 迅速審査



情動ストループ課題を用いた，がん患者の認知処理能力に与える音楽
の影響に関する研究（MUSIC CANCER Study with Emotional Stroop
Task

がん対策
センター

H30.4.27 迅速審査

再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌患者を対象としたニボルマブの有
効性と安全性の検討

頭頸部外科 H30.4.27 迅速審査

糖鎖を標的とした肺がんの治療・予後マーカーの探索
研究所

（糖鎖オンコロジー部門）
H30.4.28 迅速審査

再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対する 
modified PFE療法とmodified TPEx療法を比較する 
ランダム化第Ⅱ相多施設共同試験

頭頸部外科 H30.4.28 迅速審査

EGFR uncommon mutationを有する非小細胞肺癌患者における治療効
果についての後方視的検討

呼吸器内科 H30.5.7 迅速審査

当センターにおけるトレーシングレポートの利活用調査 薬局 H30.5.7 迅速審査

ゲムシタビンの血管炎発現の危険因子及び対処方法の有効性調査 薬局 H30.5.7 迅速審査

骨軟部腫瘍の発症・予後に関する遺伝子異常の網羅的解析研究 整形外科 H30.5.7 迅速審査

切除不能進行・再発胃癌を対象としたNivolumabの治療効果を予測する
バイオマーカーの探索研究

消化器外科 H30.5.9 迅速審査

補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不
応となった再発結腸・直腸がんにおけるFOLFIRI+Ramucirumab併用療法
の第Ⅱ相試験(RAINCLOUD)

腫瘍内科 H30.5.9 迅速審査



腎細胞癌における末梢血および腫瘍浸潤免疫担当細胞の免疫学的・組
織学的プロファイル、免疫関連因子と薬物治療との関係に関する基礎的
研究

泌尿器科 H30.5.10 迅速審査

EGFR変異陽性肺がんにおけるT790M変異耐性出現とPD-L1発現の研
究

呼吸器内科 H30.5.11 迅速審査

表在食道癌に対する内視鏡的治療後予防的化学放射線療法の後方視
的検討

放射線腫瘍科 H30.5.11 迅速審査

大腸癌間質における免疫担当細胞と化学療法感受性および癌悪性度の
評価

消化器外科 H30.5.11 迅速審査

膵臓癌および慢性膵疾患の血漿アミノグラム解析と診断的意義につい
ての検討

肝胆膵内科 H30.5.11 迅速審査

非小細胞肺癌切除例におけるリンパ節転移個数の検討 呼吸器外科 H30.5.14 迅速審査

がん相談支援センター利用者の「相談体験スケール」の開発に関する研
究

呼吸器外科 H30.5.15 迅速審査

平均ビームデータを用いた放射線治療計画装置のモデリング 放射線腫瘍科 H30.5.16 迅速審査

肝門部悪性胆道狭窄に対する胆管金属ステントの検討 肝胆膵内科 H30.5.17 迅速審査

フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤との併用療法に不応となった進
行・再発食道癌に対するドセタキセル単独療法とパクリタキセル単独療
法のランダム化比較第II相試験

消化管内科 H30.5.17 迅速審査



結腸・直腸がんのオキサリプラチン療法に対するアプレピタント/ホスアプ
レピタント併用制吐療法へのオランザピン追加の安全性・有効性を検討
するPhaseII臨床試験

消化器外科 H30.5.17 迅速審査

JCOG0502　臨床病期Ⅰ（clinical-T1N0M0）食道癌に対する食道切除術
と化学放射線療法同時併用療法（CDDP+5FU+RT）のランダム化比較試
験

消化器外科 H30.5.18 迅速審査

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPactitaxel 毎週点滴静注＋
Carboplatin 3週毎点滴静注投与対Pactitaxel毎週点滴静注＋
Carboplatin 3週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（GOTIC-
001/JGOG3019）　iPocc Trial

婦人科 H30.5.22 迅速審査

消化管穿孔、及び瘻孔症例に対するポリグリコール酸シートの有用性に
ついての検討

消化管内科 H30.5.24 迅速審査

早期胃癌の深達度診断におけるEUSの位置付けの検討 消化管内科 H30.5.24 迅速審査

NCCH-1512（FAEISS study）：EGFR阻害薬による顔面の痤瘡様皮膚炎
に対するステロイド外用薬治療に関するランダム化比較第III相試験

呼吸器内科 H30.5.24 迅速審査

プロ/プレバイオティクス療法の術後合併症予防に及ぼす効果と安全性
に関するシステマティックレビュー

消化器外科 H30.5.25 迅速審査

「Osimertinibの効果への影響が、前治療EGFR-TKIの種類によって生じ
るのかを解析する後ろ向き研究」の付随研究 呼吸器内科 H30.5.28 迅速審査

FGFR遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮がんの臨床
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

呼吸器内科 H30.5.28 迅速審査



JCOG1009/JCOG1010：未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層
剥離術の適応拡大に関する第 II 相試験

消化管内科 H30.5.29 迅速審査

転移性腎細胞癌患者を対象としたニボルマブの有効性と安全性の検討
―メディカルチャートレビューによる後方視的観察研究―

泌尿器科 H30.5.30 迅速審査

切除不能進行性胃癌症例における ニボルマブのバイオマーカー探索を
含めた観察研究 （DELIVER 試験）: JACCRO GC-08

腫瘍内科 H30.5.30 迅速審査

当院実地臨床におけるパルボシクリブの安全性、有効性の検討 腫瘍内科 H30.5.31 迅速審査

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

呼吸器外科 H30.5.31 迅速審査

てんかん・高アルカリフォスファターゼ血症・精神運動発達障害を呈する
患者における遺伝子変異の検索と先天性GPI欠損症の病態解析

研究所 H30.5.31 迅速審査

JCOG1310：側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化
学療法の意義に関するランダム化比較第 II/III 相試験（PRECIOUS）

消化器外科 H30.6.1 迅速審査

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　JACCRO CC-13

腫瘍内科 H30.6.7 迅速審査

虫垂腫瘍の臨床病理学的特徴に関する後ろ向き研究 消化器外科 H30.6.13 迅速審査

高齢者に対する内視鏡切除術後のアウトカム予測における高齢者機能
評価の有用性に関する研究

消化管内科 H30.6.13 迅速審査



がん相談支援センター利用者の「相談体験スケール」の開発に関する研
究

呼吸器外科 H30.6.19 迅速審査

消化器疾患患者の治療成績の検討 消化器外科 H30.6.20 迅速審査

粘膜筋板もしくは粘膜下層浅層に浸潤した食道癌に対する内視鏡切除
後のアウトカム研究

消化管内科 H30.6.20 迅速審査

早期胃癌の存在診断における第二世代狭帯域光観察と白色光観察の
ランダム化比較試験

消化管内科 H30.6.21 迅速審査

がんの初代培養方法の確立と臨床応用に向けた開発研究 消化器外科 H30.6.21 迅速審査

胸部腫瘍に対する分子標的治療薬の有効性に関わるバイオマーカー探
索研究

呼吸器内科 H30.6.22 迅速審査

心房細動合併がん患者における抗凝固療法の有効性と安全性に関する
検討

腫瘍循環器科 H30.6.26 迅速審査

腹腔動脈合併尾側膵切除術における長期・短期成績に関する多施設共
同後ろ向き研究

消化器外科 H30.6.26 迅速審査

小児がんの患者家族のニーズに関する調査研究
がん対策
センター

H30.6.26 迅速審査

陰茎腫瘍に対する治療成績に及ぼす因子の検討 泌尿器科 H30.7.2 迅速審査



精巣腫瘍に対する治療成績に及ぼす因子の検討 泌尿器科 H30.7.2 迅速審査

がん医療における定期的な「笑い」の提供が自己効力感や生活の質に
与える効果の検証（Initiative On Smile And CAncer, iOSACA）

がん対策
センター

H30.7.2 迅速審査

非結核性抗酸菌症に対する治療成績に関する多施設共同後方視的観
察研究

呼吸器外科 H30.7.3 迅速審査

膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登録研
究

腫瘍内科 H30.7.3 迅速審査

尿路上皮腫瘍に対する治療成績に及ぼす因子の検討 泌尿器科 H30.7.3 迅速審査

腎腫瘍に対する治療成績に及ぼす因子の検討 泌尿器科 H30.7.3 迅速審査

後腹膜腫瘍および副腎腫瘍に対する治療成績に及ぼす因子の検討 泌尿器科 H30.7.3 迅速審査

前立腺腫瘍に対する治療成績に及ぼす因子の検討 泌尿器科 H30.7.3 迅速審査

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（NEJ034）

呼吸器外科 H30.7.3 迅速審査



自家又は同種造血幹細胞移植を施行した成熟NK/T細胞性腫瘍患者に
おける予後不良因子の病理学的検討

病理・細胞診断科 H30.7.4 迅速審査

中咽頭側壁癌に対する放射線治療 放射線腫瘍科 H30.7.4 迅速審査

内視鏡的切除適応外の早期胃癌におけるリンパ節転移と関係する　臨
床病理学的因子についての多施設後ろ向き研究

消化管内科 H30.7.4 迅速審査

JCOG1509：局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期
化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第III相試
験（NAGISA trial）

消化器外科 H30.7.4 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いたがんの診断・治療に関する研究 （ゲノ
ム解析）

研究所 H30.7.4 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いたがんの診断・治療に関する研究 研究所 H30.7.4 迅速審査

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

腫瘍内科 H30.7.5 迅速審査

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　JACCRO CC-13

腫瘍内科 H30.7.5 迅速審査

胆膵疾患における内視鏡的ドレナージ術に関する検討 肝胆膵内科 H30.7.6 迅速審査

早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術の検討 婦人科 H30.7.6 迅速審査



大腸癌および大腸ポリープ患者（便潜血陽性被験者）からの便採取試験 消化器外科 H30.7.11 迅速審査

小型肺腺癌組織を用いた捺印細胞診による癌悪性度分類の検討 呼吸器外科 H30.7.12 迅速審査

肝細胞癌治療成績に影響を与える因子の検討 肝胆膵内科 H30.7.12 迅速審査

造血幹細胞移植後の低γグロブリン血症に対する皮下注免疫グロブリ
ン製剤投与時の抗体価の推移に関する検討

血液内科 H30.7.12 迅速審査

WJOG9216G　切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対する
FOLFIRI+ramucirumab療法とFOLFOXIRI+ramucirumab療法のランダム
化第II相試験　RECAST

腫瘍内科 H30.7.12 迅速審査

20mm 以下の十二指腸非乳頭部表在性腫瘍に対する Underwater
Endoscopic Mucosal Resection (UEMR) の有効性に関する多施設共同
観察研究

消化管内科 H30.7.13 迅速審査

EGFR変異およびALK融合遺伝子同時検出法の開発 呼吸器外科 H30.7.13 迅速審査

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
（ロンサーフ®）+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　JFMC51-1702-C7

腫瘍内科 H30.7.17 迅速審査



実臨床における治癒切除不能進行再発結腸直腸癌に対する初回治療と
してのFOLFOXIRI/FOLFOXIRI+Bevacizumab 療法の効果と安全性を評
価する多施設共同観察研究
Triplet combination with
FOLFOXIRI/FOLFOXIRI+Bevacizumab as 1st-line therapy in　patients
with metastatic colorectal cancer: a multicenter,retrospective,
observational study: (TRIPON)

腫瘍内科 H30.7.17 迅速審査

2cm以上の大腸腫瘍に対する浸水下内視鏡的粘膜切除術の有用性に
関する検討

消化管内科 H30.7.17 迅速審査

内視鏡摘除術の治療成績の検討 消化管内科 H30.7.18 迅速審査

術後心房細動に対するビソノテープ®の有効性と安全性に関する検討 腫瘍循環器科 H30.7.18 迅速審査

血中がん関連物質可視化による前立腺がん超早期診断法に関する検
討

泌尿器科 H30.7.20 迅速審査

臨床検体を用いた腫瘍関連抗原発現と免疫応答の解析 血液内科 H30.7.24 迅速審査

良性転移性肺平滑筋腫の臨床病理学的検討 呼吸器外科 H30.7.24 迅速審査

がんの初代培養方法の確立と臨床応用に向けた開発研究 消化器外科 H30.7.24 迅速審査

日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象としたVEGFR-
TKI治療後のアキシチニブの安全性と有効性に関する多施設共同後方
視的観察研究

泌尿器科 H30.7.26 迅速審査



NCD（National Clinical Database）における消化器外科医療水準評価術
式登録に対するリモート型監査

消化器外科 H30.7.30 迅速審査

JCOG1201：高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポ
シド併用療法(CE療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI療法)
のランダム化比較第II/III相試験

呼吸器内科 H30.7.30 迅速審査

外科症例臨床データベースを利用した臨床調査研究 消化器外科 H30.7.31 迅速審査

呼吸器細胞診報告様式に関する研究 病理・細胞診断科 H30.7.31 迅速審査

高齢者進行非小細胞肺がん/膵がんに対する早期栄養・運動介入の他
施設共同ランダム化第II相試験（NEXTAC-TWO試験）

呼吸器内科 H30.7.31 迅速審査

JCOG1016B：JCOG‐バイオバンクジャパン連携バイオバンク
JCOG1016登録患者の凍結組織・血液バンキング実施計画書

脳神経外科 H30.8.1 迅速審査

JCOG1205-1206：高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノ
テカン+シスプラチン療法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比
較試験

呼吸器内科 H30.8.1 迅速審査

JCOG1016：初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン
(ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学放射線療法をテモ
ゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験

脳神経外科 H30.8.1 迅速審査

JCOG1308C：再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ
逐次併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第
III相試験

脳神経外科 H30.8.1 迅速審査

JCOG1114C：初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メ
トトレキサート療法＋放射線治療と、照射前大量メトトレキサート療法＋
テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム化比較
試験

脳神経外科 H30.8.1 迅速審査



がんの初代培養方法の確立と臨床応用に向けた開発研究 消化器外科 H30.8.2 迅速審査

当院胃がんサルベージラインおけるニボルマブの安全性、有効性の検
討

腫瘍内科 H30.8.3 迅速審査

肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性を評価する
後ろ向き試験

消化器外科 H30.8.6 迅速審査

子宮頸癌疑いの患者に対するバルーン付き軟性内視鏡によるNarrow
Band Imaging併用拡大観察+酢酸散布法とコルポスコピーの正診率の比
較可能性と軟性内視鏡の認容性についての探索的研究

消化管内科 H30.8.7 迅速審査

肝細胞癌に対する分子標的治療薬投与症例の多施設共同前向き観察
研究

肝胆膵内科 H30.8.7 迅速審査

SMARCA4-deficient thoracic sarcomaの多施設後ろ向き集積研究 呼吸器内科 H30.8.8 迅速審査

切除不能・術後再発胆道癌に対するFOLFIRINOX療法の第2相試験 検診部 H30.8.8 迅速審査

「P5 がんゲノムレポート」の新規導入 腫瘍内科 H30.8.8 迅速審査

自己免疫性肝疾患の臨床経過に関わる因子についての検討 肝胆膵内科 H30.8.9 迅速審査

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）

呼吸器内科 H30.8.9 迅速審査



２型糖尿病患者の左室拡張機能に対するテネリグリプチンの予防・抑制
効果に関する臨床試験（TOPLEVEL Study）

腫瘍循環器科 H30.8.9 迅速審査

JCOG0607A1
JCOG0607「早期胃癌における内視鏡的粘膜切除術の適応拡大に対す
る第Ⅱ相試験」の附随研究
早期胃癌内視鏡治癒切除例における異時性多発胃癌発生に関する研
究

消化管内科 H30.8.10 迅速審査

JCOG1301C：高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺
癌に対する術前 trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化
第II相試験（Trigger study）

消化器外科 H30.8.10 迅速審査

骨肉腫肺転移において肺の線維化が病態にどのように関与しているの
かを明らかにする

整形外科 H30.8.13 迅速審査

阪神がん0116：既治療進行期非小細胞肺がんに対する緩和的放射線治
療併用ニボルマブ治療による照射野外病変に対するimmune priming効
果の有効性および安全性を検討する第Ⅱ相試験（PRINCIPAL試験）

呼吸器内科 H30.8.13 迅速審査

神経内分泌癌、横紋筋肉腫ならびに軟骨肉腫への分化で特徴づけられ
たまれな肺癌肉腫の一例

病理・細胞診断科 H30.8.14 迅速審査

日本人における軟部肉腫に対するエリブリンの有効性と安全性
- 骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 –

整形外科 H30.8.14 迅速審査

次世代医療機器開発へ向けた内視鏡外科手術における暗黙知のデータ
ベース構築

消化器外科 H30.8.14 迅速審査

非乳頭部十二指腸腺腫経過観察例に関する多施設共同後ろ向きコホー
ト研究

消化管内科 H30.8.17 迅速審査

消化管穿孔及び瘻孔症例に対するポリグリコール酸（PGA）シートとフィ
ブリン
接着剤の有効性 ー 多施設遡及的研究

消化管内科 H30.8.17 迅速審査



腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対するS-1＋パクリタキ
セル経静脈・腹腔内併用療法の臨床研究（PR-PHOENIX：P2016010患
者申出療養）

消化器外科 H30.8.17 迅速審査

JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 検診部 H30.8.17 迅速審査

結腸・直腸がんのオキサリプラチン療法に対するアプレピタント/ホスアプ
レピタント併用制吐療法へのオランザピン追加の安全性・有効性を検討
するPhaseII臨床試験

消化器外科 H30.8.20 迅速審査

高齢者臨床病期ⅠB-Ⅲ食道癌に対するPaclitaxelと放射線同時併用療
法（PTX-RT）の第Ⅰ/Ⅱ相試験（elderly_PTX-RT_P1/2）

消化管内科 H30.8.20 迅速審査

頭頸部表在癌に対する経口的手術の第II/III相試験 頭頸部外科 H30.8.21 迅速審査

LPIAｼﾞｪﾈｼｽDﾀﾞｲﾏｰ、ｴﾙﾋﾟｱFDP-Pの基礎的検討及び臨床的評価 臨床検査部門 H30.8.24 迅速審査

家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試験の追
加試験(J-FAPP StudyⅢ-2)

消化管内科 H30.8.28 迅速審査

生体試料からの遺伝子発現プロファイルを用いた食道がんサブタイプ分
類と治療効果との関連に関する臨床評価試験

消化管内科 H30.8.28 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いたがんの診断・治療に関する研究 研究所 H30.8.29 迅速審査

家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系における膵
癌発生頻度の検討

消化器
検診科

H30.9.4 迅速審査



非血縁者間末梢血幹細胞移植におけるHLA不適合の影響に関する検
討

血液内科 H30.9.6 迅速審査

TORG1630：既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマブとニ
ボルマブ+ドセタキセルのランダム化比較第II/III相試験 (CONDUCT
study)

呼吸器内科 H30.9.6 迅速審査

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会:本邦における子宮頸癌に対す
る妊孕性温存手術（単純子宮頸部摘出術、準広汎子宮頸部摘出術、広
汎子宮頸部摘出手術）の実態調査

婦人科 H30.9.7 迅速審査

Lip cover typeのマウスピースを用いた経口内視鏡による咽頭観察 消化管内科 H30.9.13 迅速審査

JCOG1008：局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に
対する3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法と
Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関するランダ
ム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

頭頸部外科 H30.9.13 迅速審査

JCOG1212：局所進行上顎洞原発扁平上皮癌に対するCDDP(シスプラチ
ン)の超選択的動注と放射線同時併用療法の用量探索および有効性検
証試験

頭頸部外科 H30.9.13 迅速審査

頭頸部癌および関連疾患患者の治療成績の検討 頭頸部外科 H30.9.20 迅速審査

「全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録されたHPV関連中咽頭癌を対象とす
る一次治療最適化のための観察研究」

頭頸部外科 H30.9.20 迅速審査

TORG1630：既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマブとニ
ボルマブ+ドセタキセルのランダム化比較第II/III相試験 (CONDUCT
study)

呼吸器内科 H30.9.20 迅速審査

ENDOSCOPYCON PHILIPPINES 2018 ライブデモ 消化管内科 H30.9.27 迅速審査



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（LC-SCRUM）

呼吸器内科 H30.9.27 迅速審査

転移性孤在性線維性腫瘍の治療成績に関する多施設共同研究 整形外科 H30.10.1 迅速審査

非小細胞肺癌手術適応症例に対する周術期ｈANP投与の多施設共同ラ
ンダム化第II相比較試験　JUNP study

呼吸器外科 H30.10.1 迅速審査

原発性悪性骨腫瘍におけるunplanned surgeryの実態調査   (Japanese
Musculoskeletal Oncology Group共同研究)（JMOG048）

整形外科 H30.10.1 迅速審査

阪神がん0216：EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌髄膜癌腫症におけ
るオシメルチニブ療法の多施設共同単群第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H30.10.1 迅速審査

非小細胞肺癌完全切除症例に対する周術期ｈANP投与の多施設共同ラ
ンダム化第II相比較試験における遺伝子解析　JANP study 付随研究
（遺伝子解析）

呼吸器外科 H30.10.1 迅速審査

Sessile serrated polyp(SSP)内視鏡摘除後の
局所遺残（多施設共同前向き研究）

消化管内科 H30.10.2 迅速審査

EGFR遺伝子変異を有する再発・進行非扁平上皮非小細胞肺癌におけ
る薬剤選択に関する前向き観察研究　(COMET study)

呼吸器内科 H30.10.2 迅速審査

がんの初代培養方法の確立と臨床応用に向けた開発研究 消化器外科 H30.10.2 迅速審査



JCOG1412：リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リン
パ節郭清の治療的意義に関するランダム化第III相試験

婦人科 H30.10.4 迅速審査

JCOG1203：上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ラ
ンダム化検証的試験

婦人科 H30.10.4 迅速審査

Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによるmultiplex遺伝子解析
の有効性に関する前向き観察研究　　　（LC-SCRUM-JAPANにおける
「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」の付随研究）
LC-SCRUM Liquid

呼吸器内科 H30.10.4 迅速審査

切除不能進行・再発大腸癌におけるBRAF遺伝子変異に関する多施設
共同観察研究（J-BROS）

腫瘍内科 H30.10.4 迅速審査

抗原タンパク/ペプチドを用いた自動免疫染色装置用スポティング式精
度管理コントロールスライド開発

病理・細胞診断科 H30.10.5 迅速審査

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

呼吸器内科 H30.10.5 迅速審査

下大静脈・右房内腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対する肝切除の意義を検討
する後ろ向き多施設共同観察研究 消化器外科 H30.10.9 迅速審査

切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学
療法における有効性と安全性の前向き観察研究

腫瘍内科 H30.10.9 迅速審査

RAS遺伝子野生型の治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する
一次治療での抗VEGF抗体薬または抗EGFR抗体薬併用療法の
有効性を腫瘍占拠部位別に比較する観察研究

腫瘍内科 H30.10.9 迅速審査



食道表在癌に対する従来法ESDおよび糸付きクリップによる牽引ESDの
無作為化比較第Ⅲ相試験

消化管内科 H30.10.9 迅速審査

高齢（65 歳以上）の切除可能胸部食道扁平上皮がんに対する治療成績
に関する後ろ向き多施設共同観察研究

消化器外科 H30.10.9 迅速審査

「EGFR遺伝子変異を有する再発・進行非扁平上皮非小細胞肺癌におけ
る薬剤選択に関する前向き観察研究」に伴う附随研究　―ctDNAによる
腫瘍動態の解析―　COMET Accessory

呼吸器内科 H30.10.10 迅速審査

JCOG0701A2：T1-2N0M0声門癌におけるEpCAMと放射線治療の予後に
関する研究

放射線腫瘍科 H30.10.11 迅速審査

食道癌術前化学療法時の有害事象対策に関する検討　～予防的抗生
剤vs経腸栄養剤+シンバイオティクス～

消化器外科 H30.10.11 迅速審査

JCOG1408：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3cm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

放射線
腫瘍科

H30.10.12 迅速審査

WJOG8315G：高齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-
1/L-OHP併用 (SOX) 療法のランダム化第II相試験

腫瘍内科 H30.10.15 迅速審査

少量造影剤を用いた3D venographyの血管描出能の評価 脳神経外科 H30.10.16 迅速審査

切除不能・術後再発胆道癌に対するFOLFIRINOX療法の第2相試験 検診部消化器検診科 H30.10.16 迅速審査

肝細胞がん腹膜播種に対する後方視的観察研究 消化器外科 H30.10.18 迅速審査



肝炎ウイルス関連肝細胞癌に対するウイルス排除の外科治療成績に及
ぼす影響の検証

消化器外科 H30.10.18 迅速審査

JCOG1114C：初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メ
トトレキサート療法＋放射線治療と、照射前大量メトトレキサート療法＋
テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム化比較
試験

脳神経外科 H30.10.18 迅速審査

臨床病期ⅠA-ⅢC食道癌に対するPaclitaxel+CDDP+5-FUの3剤併用化
学放射線療法（PCF-RT）の第Ⅰ相試験

消化管内科 H30.10.18 迅速審査

JCOG1101：腫瘍径2 cm 以下の子宮頸癌IB1 期に対する準広汎子宮全
摘術の非ランダム化検証的試験

婦人科 H30.10.18 迅速審査

急性期虚血性脳卒中の再開通療法における施設間医療連携に関する
調査研究

脳神経外科 H30.10.19 迅速審査

JCOG1308C：再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ
逐次併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第
III相試験

脳神経外科 H30.10.19 迅速審査

JCOG1404/WJOG8214L：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単剤療法とゲフィ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

呼吸器内科 H30.10.19 迅速審査

JCOG1213：消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌（NEC）
を対象としたエトポシド/シスプラチン（EP）療法とイリノテカン/シスプラチ
ン（IP）療法のランダム化比較試験

検診部消化
器検診科

H30.10.21 迅速審査

JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予
防を目的とするステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム
化比較第 III 相試験

消化管内科 H30.10.22 迅速審査

ゲムシタビンを含む一次化学療法不応の切除不能膵癌患者に対する、
二次化学療法としてのFOLFIRINOX療法およびS-1療法に関する検討

肝胆膵内科 H30.10.23 迅速審査



肝胆膵疾患患者に由来する血清や余剰生体試料の保管 肝胆膵内科 H30.10.23 迅速審査

10mm以下の十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対するコールドスネアー
ポリペクトミー （通電を行わないスネア切除）の有用性と安全性に関する
研究（D-COP試験）

消化管内科 H30.10.23 迅速審査

肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性を評価する
後ろ向き試験

消化器外科 H30.10.23 迅速審査

呼吸器悪性腫瘍及び炎症性疾患において治療標的となる免疫・シグナ
ル関連分子の検索

呼吸器内科 H30.10.23 迅速審査

JCOG1006：大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比
較試験

消化器外科 H30.10.24 迅速審査

新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と治
療指針確立

研究所
腫瘍免疫学部

H30.10.24 迅速審査

BD scoreを用いた全身MRI（含DWIBS法）の画像解析 放射線診断・IVR科 H30.10.25 迅速審査

国内の非転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対するエンザルタミドの実
臨床的有効性及び安全性に関する後ろ向き研究

泌尿器科 H30.10.26 迅速審査

JCOG1016：初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン
(ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学放射線療法をテモ
ゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験

脳神経外科 H30.10.26 迅速審査

JCOG1202：根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS-1療法
の第III相試験（ASCOT）

検診部消化
器検診科

H30.10.30 迅速審査



FGFR２融合遺伝子陽性胆道癌の臨床病理学的、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（PRELUDE）

検診部
消化器検診科

H30.10.30 迅速審査

てんかん・高アルカリフォスファターゼ血症・精神運動発達障害を呈する
患者における遺伝子変異の検索と先天性GPI欠損症の病態解析

研究所
腫瘍免疫学部

H30.10.30 迅速審査

当院実地臨床におけるパルボシクリブの安全性、有効性の検討 腫瘍内科 H30.11.1 迅速審査

当院でのパルボシクリブとエベロリムス両剤の使用における臨床的検討 腫瘍内科 H30.11.3 迅速審査

高齢（70歳以上）の切除可能病期胸部食道扁平上皮がん患者に対する
高齢者アセスメントツールの前向き観察研究

消化器外科 H30.11.3 迅速審査

がん患者の免疫機能や生活の質等に「笑い」の機会が与える影響の検
証：「笑い」を楽しむ機会があるとがん患者の免疫機能や生活の質はどう
変わるか（WAROTEMAE 2018 Study）

がん対策
センター

H30.11.9 迅速審査

PS不良EGFR遺伝子T790M変異陽性肺癌に対するOsimertinib単剤療法
の第II相試験

呼吸器内科 H30.11.9 迅速審査

病理診断支援のための人工知能（病理診断支援AI）開発と統合的「AI医
療画像知」の創出

病理・細胞診断科 H30.11.12 迅速審査

阪神がん0116：既治療進行期非小細胞肺がんに対する緩和的放射線治
療併用ニボルマブ治療による照射野外病変に対するimmune priming効
果の有効性および安全性を検討する第Ⅱ相試験（PRINCIPAL試験）

呼吸器内科 H30.11.12 迅速審査



WJOG10718LTR
PD-L1 高発現非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ・ベバ
シズマブのバイオマーカー研究

呼吸器内科 H30.11.15 迅速審査

肺癌組織におけるPD-L1不均一性の解析 呼吸器内科 H30.11.16 迅速審査

術後早期再発をきたし急速な転機をたどった乳癌患者における腫瘍組
織および正常組織での変異解析・発現解析

腫瘍内科 H30.11.19 迅速審査

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（NEJ034）

呼吸器外科 H30.11.26 迅速審査

術後早期再発をきたし急速な転機をたどった乳癌患者における
腫瘍組織および正常組織での変異解析・発現解析

腫瘍内科 H30.11.26 迅速審査

切除不能進行・再発胃癌を対象としたNivolumabの治療効果を予測する
バイオマーカーの探索研究

消化器外科 H30.12.3 迅速審査

胃がん肝転移症例（同時性、異時性）に対する化学療法施行後の
surgical intervention に関する第II相臨床試験

消化器外科 H30.12.3 迅速審査

末梢性T細胞リンパ腫に関する後方視的解析 血液内科 H30.12.4 迅速審査

当施設における表在型食道胃接合部腺癌の臨床病理学的特徴の年次
推移の検討

消化管内科 H30.12.6 迅速審査

初代培養がん細胞（iCC: isolated tumor-derived Cancer Cells）技術を用
いた薬剤感受性試験によるがん化学療法薬剤選択への臨床応用

腫瘍内科 H30.12.6 迅速審査



当施設における食道内視鏡的粘膜下層剥離術後の水平断端陽性例の
検討

消化管内科 H30.12.10 迅速審査

Single Voxel Spectroscopy(MRS) PRESS法を用いた、静磁場の不均一
の影響が脳内代謝物質に与える影響について

放射線診断・IVR科 H30.12.11 迅速審査

人工知能(AI)を用いた医用画像上での各臓器の自動識別および抽出 放射線診断・IVR科 H30.12.12 迅速審査

悪性黒色腫の免疫チェックポイント阻害薬治療による重症免疫関連副作
用としての腸炎の検討

腫瘍皮膚科 H30.12.12 迅速審査

AI（人工知能）による食道疾患内視鏡画像の自動診断システム作成 消化管内科 H30.12.18 迅速審査

T790M変異と治療前の患者背景・肺癌組織検体の関係を検討する研究 呼吸器内科 H30.12.18 迅速審査

胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術の
有用性に関する臨床研究
－後ろ向き多施設共同研究－

消化管内科 H30.12.19 迅速審査

『経腸栄養剤の抗がん剤毒性発現抑制効果の検討』　付随研究
食道癌患者に対する術前化学療法中の筋肉量変化における栄養療法
の効果（経腸栄養 vs 静脈栄養）に関する検討

消化器外科 H30.12.19 迅速審査

切除肝組織からのがん細胞・非がん細胞同時培養モデルの開発 研究所 H30.12.20 迅速審査



JCOG1502C登録患者の腫瘍組織試料・血液試料のバンキング 消化器外科 H30.12.21 迅速審査

遺伝性腫瘍に対する遺伝学的検査の実施と解析 乳腺・内分泌外科 H30.12.21 迅速審査

末端黒子型黒色腫における抗PD-1抗体の臨床効果に関する多施設
(JCOG皮膚腫瘍グループ)後ろ向き共同研究

腫瘍皮膚科 H30.12.25 迅速審査

WJOG10718LTR
PD-L1 高発現非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ・ベバ
シズマブのバイオマーカー研究

呼吸器内科 H30.12.25 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いたがんの診断・治療に関する研究 研究所 H30.12.25 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いたがんの診断・治療に関する研究 （ゲノ
ム解析）

研究所 H30.12.25 迅速審査

救援療法後再発・再燃濾胞性リンパ腫の予後に関する後方視的研究 血液内科 H30.12.27 迅速審査

免疫関連 (irAE) 肝障害に関する研究 肝胆膵内科 H30.12.28 迅速審査

エピネフリン添加局注の胃ESDにおける有用性の検討 消化管内科 H31.1.4 迅速審査

再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌患者に対するニボルマブ療法の有
効性と安全性および後治療への影響の検討

腫瘍内科 H31.1.4 迅速審査



乳房手術省略の臨床試験対象者における乳房内再発ハイリスク群の同
定

乳腺･内分泌外科 H31.1.4 迅速審査

結腸・直腸がんのオキサリプラチン療法に対するアプレピタント/ホスアプ
レピタント併用制吐療法へのオランザピン追加の安全性・有効性を検討
するPhaseII臨床試験

消化器外科 H31.1.4 迅速審査

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 消化管内科 H31.1.7 迅速審査

がん医療における定期的な「笑い」の提供が自己効力感や生活の質に
与える効果の検証（Initiative On Smile And CAncer, iOSACA）

がん対策
センター

H31.1.7 迅速審査

食道・気管切除後に形成外科による皮弁再建を要した症例の術後成績
に関する後ろ向き検討

形成外科 H31.1.7 迅速審査

がん患者の免疫機能や生活の質等に「笑い」の機会が与える影響の検
証：「笑い」を楽しむ機会があるとがん患者の免疫機能や生活の質はどう
変わるか（WAROTEMAE 2018 Study）

がん対策
センター

H31.1.7 迅速審査

縦隔原発大細胞型B細胞性リンパ腫に対する初発時および再発時の治
療内容の実態調査

血液内科 H31.1.7 迅速審査

がんとその微小環境を構成する細胞群の解析に関わる健康な方の検体
の検討

研究所
腫瘍

免疫学部
H31.1.9 迅速審査

EGFR遺伝子変異を有する再発・進行非扁平上皮非小細胞肺癌におけ
る薬剤選択に関する前向き観察研究　(COMET study)

呼吸器内科 H31.1.9 迅速審査

早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術の検討 婦人科 H31.1.9 迅速審査



てんかん・高アルカリフォスファターゼ血症・精神運動発達障害を呈する
患者における遺伝子変異の検索と先天性GPI欠損症の病態解析

研究所
腫瘍

免疫学部
H31.1.9 迅速審査

新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と治
療指針確立

研究所
腫瘍

免疫学部
H31.1.9 迅速審査

EGFR変異陽性肺がんのオシメルチニブ感受性規定因子を明らかにする
前向き観察研究

呼吸器内科 H31.1.11 迅速審査

胃癌術後補助化学療法施行中または早期(6ヶ月以内)再発症例を対象
とした治療成績調査：多施設共同後ろ向き観察研究

消化器外科 H31.1.15 迅速審査

C型慢性肝疾患患者の予後に関する検討 肝胆膵内科 H31.1.15 迅速審査

阪神がん0312：骨転移を有する肺癌患者を対象としたゾレドロン酸の4週
間間隔投与と8週間間隔投与の有効性に関する無作為化第2相試験

呼吸器内科 H31.1.15 迅速審査

オシメルチニブ無効後の進行EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者
に対するアファチニブ+ベバシズマブ併用療法の多施設共同単群第II相
試験（ABCD study）

呼吸器内科 H31.1.15 迅速審査

インスリン抵抗性を合併するＣ型代償性肝硬変患者を対象としたBCAA
顆粒製剤の肝細胞癌抑制効果に対する第Ⅲ相臨床試験

肝胆膵内科 H31.1.15 迅速審査

根治切除可能な漿膜浸潤を伴う胃癌に対する周術期化学療法（TS-1、
パクリタキセル経静脈・腹腔内投与併用療法）第Ⅱ相試験（GAPS 
study）

消化器外科 H31.1.15 迅速審査

成人T細胞白血病の臨床分子診断 血液内科 H31.1.17 迅速審査



膵癌における病理学的完全奏功の検討 消化器外科 H31.1.18 迅速審査

当院における表在型非乳頭部十二指腸腫瘍に対するUnderwater EMR
の治療成績

消化管内科 H31.1.18 迅速審査

造血幹細胞移植後の低γグロブリン血症に対する皮下注免疫グロブリ
ン製剤投与時の抗体価の推移に関する検討

血液内科 H31.1.18 迅速審査

下部直腸癌における至適リンパ節転移（N）分類の構築 消化器外科 H31.1.21 迅速審査

小児がんの患者家族のニーズに関する調査研究
がん対策センター

政策情報部
H31.1.22 迅速審査

高齢進行食道がん患者における入院中の筋肉量の変化が予後に与え
る影響

リハビリテーション科 H31.1.23 迅速審査

門脈合併切除再建後左側門脈圧亢進症に対して脾動脈結紮処理によ
る予防効果について多施設共同後ろ向き研究

消化器外科 H31.1.23 迅速審査

手術・検査の余剰検体およびそれに付随する診療情報等の収集・分譲
を目的とした研究
Cancer Cell Port がん細胞バンク の構築

次世代がん医療開発
センター

H31.1.23 迅速審査

非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対する生検の省略を目指したNBI所見
分類の遡及的検討

消化管内科 H31.1.25 迅速審査

がん患者の嚥下障害に対する社会的フレイルの影響の検証 リハビリテーション科 H31.1.25 迅速審査



乳がん術後の上肢挙上に影響する因子の検討 リハビリテーション科 H31.1.28 迅速審査

臨床検体を用いた腫瘍関連抗原発現と免疫応答の解析 血液内科 H31.1.29 迅速審査

去勢抵抗性前立腺癌に対する新規治療薬の効果を予測するバイオマー
カーの探索的研究

泌尿器科 H31.1.29 迅速審査

手術・検査の余剰検体およびそれに付随する診療情報等の収集・分譲
を目的とした研究 Cancer Cell Port 組織・細胞バンク の構築

次世代がん医療開発
センター

H31.1.30 迅速審査

非B非C肝障害における肝癌サーベイランスの実践的研究　－肝発癌の
実態解明ならびに肝癌発症の高危険群予測を目指して－

肝胆膵内科 H31.1.30 迅速審査

非転移性患者を対象としたPRO評価研究 泌尿器科 H31.1.31 迅速審査

ペグインターフェロン・リバビリン併用療法後の予後についての検討 肝胆膵内科 H31.2.1 迅速審査

肺癌患者において腫瘍細胞・免疫細胞及びストローマ細胞の遺伝子発
現プロファイルから治療感受性に与える影響を解析する研究

呼吸器内科 H31.2.4 迅速審査

C型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療の治療効果ならび
に安全性についての検討

肝胆膵内科 H31.2.5 迅速審査

直接作用型経口抗凝固薬内服者における大腸ポリープ切除術後出血の
薬理学的予測因子の探索的研究

消化管内科 H31.2.7 迅速審査



転移性粘膜黒色腫に対するNivolumab + Radiotherapyの第II相臨床試験 腫瘍皮膚科 H31.2.12 迅速審査

直接作用型経口抗凝固薬内服者における内視鏡的粘膜下層剥離術後
出血の薬理学的予測因子の探索的研究

消化管内科 H31.2.12 迅速審査

大腸腫瘍に対する内視鏡治療の合併症に関する検討 消化管内科 H31.2.12 迅速審査

グリオーマにおける化学療法感受性の遺伝子指標の検索とそれに基づ
くテーラーメード治療法の開発 脳神経外科 H31.2.12 迅速審査

AYA世代がん患者の心理社会的困難及び成長に関する調査研究
がん対策センター

政策情報部
H31.2.15 迅速審査

肝細胞癌に対する肝切除またはラジオ波焼灼療法施行後の再発治療・
長期予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究：SURF trial付随研究

消化器外科 H31.2.15 迅速審査

去勢抵抗性前立腺癌に対する新規治療薬の効果を予測するバイオマー
カーの探索的研究 泌尿器科 H31.2.15 迅速審査

初代培養がん細胞（iCC: isolated tumor-derived Cancer Cells）技術を用
いた、薬剤感受性試験によるがん化学療法薬剤選択への臨床応用の探
索的研究

腫瘍内科 H31.2.18 迅速審査

表在型食道癌に対する画像強調内視鏡を用いた脱気時の観察法の検
討

消化管内科 H31.2.18 迅速審査



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（LC-SCRUM）

呼吸器内科 H31.2.18 迅速審査

切除不能 進行 ・再発胃癌に対する Nivolumab単剤 療法 における 
Hyperprogressive disease (HPD)の後方視的検討

腫瘍内科 H31.2.19 迅速審査

当センターにおける切除不能局所進行膵癌の治療 肝胆膵内科 H31.2.19 迅速審査

超音波内視鏡下膵・胆道ドレナージ術の効果と安全性の検討 検診部消化器検診科 H31.2.19 迅速審査

家族性大腸腺腫症患者における胃・十二指腸腫瘍の内視鏡所見および
臨床病理学的特徴の検討

消化管内科 H31.2.21 迅速審査

T1-2N0M0 声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分割照射
法の長期予後および遅発性放射線反応に関する研究

放射線腫瘍科 H31.2.21 迅速審査

大阪府のがん診療拠点病院の診療の質の測定 がん予防情報センター H31.2.22 迅速審査

レンバチニブの副作用発現報告に対する癌種間比較 薬局 H31.2.25 迅速審査

漢方薬の副作用発現リスク調査 薬局 H31.2.26 迅速審査

新規治療標的抗原MMG49抗原の多発性骨髄腫における発現の解析 血液内科 H31.2.26 迅速審査



当センターにおける疑義照会簡素化プロトコル活用状況調査 薬局 H31.2.26 迅速審査



申請内容 所属 許可日

JCOG1413：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 ［外］

呼吸器外科 H30.4.9

JCOG1601：Stage I/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 ［外］

頭頸部外科 H30.4.16

WJOG10517G　高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有す
る胃癌に対するmFOLFOX6療法の第II相試験 ［外］

腫瘍内科 H30.7.17

表在性膀胱癌に対する抗がん剤維持投与による再発予防効果の多施
設共同観察研究（MENTE BC study） ［外］

泌尿器科 H30.7.18

WJOG10617G フッ化ピリミジン系薬剤を含む一次治療に不応・不耐と
なった腹膜播種を有する切除不能の進行・再発胃/食道胃接合部腺癌
に対するweekly PTX＋ramucirumab療法とweekly nab-PTX＋
ramucirumab療法のランダム化第II相試験（P-SELECT試験） ［外］

腫瘍内科 H30.8.21

WJOG10517G　高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有す
る胃癌に対するmFOLFOX6療法の第II相試験 ［外］ 腫瘍内科 H30.8.23

JCOG1704：高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前 Docetaxel 
+ Oxaliplatin + S-1 の 第 II 相試験 ［外］

消化器外科 H30.9.13

JCOG1212：局所 進行上顎洞原発扁平上皮癌に対するCDDPの超選択
的動注と放射線同時併用療法の用量探索および有効性検証試験  ［外］

頭頸部外科 H30.9.20

[他施設の倫理審査委員会にて審議され、研究実施許可された申請]



JCOG1306：高悪性度非円形細胞肉腫に対するadriamycin, ifosfamideに
よる補 助化学療法とgemcitabine,docetaxelによる補助化学療法とのラン
ダム化第 II/III相試験 ［外］

整形外科 H30.9.20

JCOG1403：上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における術直後単回ピ
ラルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 ［外］

泌尿器科 H30.10.4

腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対するS-1＋パクリタキ
セル経静脈・腹腔内併用療法の臨床研究（PR-PHOENIX：2018002SP患
者申出療養）

消化器外科 H30.10.5

JCOG0903：臨床病期II/III肛門管扁平上皮癌に対するS-1+MMCを同時
併用する根治的化学放射線療法の臨床第I/II相試験

消化器外科 H30.10.12

再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するmodified PFE療法とmodified 
TPEx療法を比較するランダム化第Ⅱ相多施設共同試験（TEMPER 
study）

頭頸部外科 H30.10.23

WJOG8515L　T790M 変異以外の機序にてEpidermal growth factor 
receptor-tyrosine kinase inhibitor(EGFR-TKI)に耐性化したEGFR 遺伝
子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対するニボルマブとカルボプ
ラチン＋ペメトレキセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科 H30.10.26

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 ［外］

整形外科 H30.10.26

JCOG1413：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 ［外］

呼吸器外科 H30.10.29

4型進行胃癌に対する術後または周術期補助化学療法としての全身・腹
腔内併用化学療法と全身化学療法の無作為化比較第Ⅲ相試験
（PHOENIX-GC2：2018004SP） ［外］

消化器外科 H30.11.1



WJOG9616L
PD-1・L1抗体が有効であった進行・再発非小細胞肺がんに対する、ニボ
ルマブ投与の第II相試験 ［外］

呼吸器内科 H30.11.1

JCOG1109：臨床病期 IB/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する術前 CF 療
法/術前 DCF 療法/ 術前 CF-RT 療法の第 III 相比較試験 ［外］

消化器外科 H30.11.8

JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予
防を目的とするステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム
化比較第 III 相試験（Steroid EESD P3） ［外］

消化管内科 H30.11.12

JCOG1213：消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌（NEC）
を対象としたエトポシド/シスプラチン（EP）療法とイリノテカン/シスプラチ
ン（IP）療法のランダム化比較試験 ［外］

検診部消化器検診科 H30.11.13

JCOG1612：局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下
層浸潤癌（pT1癌）に対するカペシタビン併用放射線療法の単群検証的
試験（RESCUE study） ［外］

消化器外科 H30.11.19

WJOG10617G フッ化ピリミジン系薬剤を含む一次治療に不応・不耐と
なった腹膜播種を有する切除不能の進行・再発胃/食道胃接合部腺癌
に対するweekly PTX＋ramucirumab療法とweekly nab-PTX＋
ramucirumab療法のランダム化第II相試験（P-SELECT試験） ［外］

腫瘍内科 H30.11.20

JCOG1308C：再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ
逐次併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第
III相試験（RE-GEND-pIII） ［外］

脳神経外科 H30.11.26

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
（TRUSTY） ［外］

腫瘍内科 H30.11.26

切除不能・術後再発胆道癌に対するFOLFIRINOX療法の第2相試験 
［外］

検診部消化器検診科 H30.11.28



JCOG1502C：治癒切除後病理学的Stage I/II/III小腸腺癌に対する術後
化学療法に関するランダム化比較第III相試験 ［外］

消化器外科 H30.11.28

JCOG1503C：Stage III治癒切除大腸癌に対する術後補助療法としての
アスピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較試験 ［外］

消化器外科 H30.11.28

腹膜転移を有する膵がんに対するS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内投
与併用療法の無作為化比較第III相多施設共同臨床試験 ［外］

検診部消化器検診科 H30.11.30

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対する Paclitaxel毎週点滴静注
+Carboplatin 3週毎点滴静注投与対 Paclitaxel毎週点滴静注
+Carboplatin 3週毎腹腔内投与 のランダム化第II / III相試験（GOTIC-
001/JGOG3019) iPocc Trial ［外］

婦人科 H30.12.5

JCOG1403：上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における術直後単回ピ
ラルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 ［外］

泌尿器科 H30.12.10

JCOG1008：局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に
対する3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法と
Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関するランダ
ム化第II/III相試験  ［外］

頭頸部外科 H30.12.13

JCOG1301C：高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺
癌に対する術前trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第
II相試験（Trigger Study） ［外］

消化器外科 H30.12.13

JCOG1201/TORG1528: 高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプ
ラチン+エトポシド併用療法(CE療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用
療法(CI療法)のランダム化比較第II/III相試験 ［外］

呼吸器内科 H30.12.19

JCOG1017:薬物療法非抵抗性StageⅣ乳癌に対する原発巣切除の意義
（原発巣切除なしversusあり）に関するランダム化比較試験 ［外］

乳腺・内分泌外科 H30.12.19



腹膜転移を有する膵がんに対するS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内投
与併用療法の無作為化比較第III相多施設共同臨床試験 ［外］

検診部消化器検診科 H30.12.19

JCOG1310：側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化
学療法の意義に関するランダム化比較第II/III相試験（PRECIOUS trial） 
［外］

消化器外科 H30.12.21

JCOG1207：食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するステロイド併用EBD
およびステロイド併用RICのランダム化比較第II/III相試験  ［外］

消化管内科 H30.12.21

JCOG1510：除外切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根治
的化学放射線療法と導入Docetaxel+CDDP+5-FU療法後のConversion 
Surgeryを比較するランダム化第III相試験 ［外］

消化器外科 H30.12.25

JCOG1314：切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-
FU）療法とbDCF（biweekly ドセタキセル+CF）療法のランダム化第III相比
較試験  ［外］

消化器外科 H30.12.26

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における膵腫瘤性病変の検体採取率
について22G通常針と22Gフランシーン形状針を比較検討する多施設共
同無作為化比較試験 ［外］

肝胆膵内科 H31.1.8

TORG1630
既治療進行・再発非小細胞肺がんに対するニボルマブ単剤療法とニボ
ルマブ+ドセタキセル併用療法を比較する第II/III相試験（CONDUCT 
study) ［外］

呼吸器内科 H31.1.10

JCOG1509：局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期
化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第III相試
験（NAGISA trial） ［外］

消化器外科 H31.1.10

JCOG1203：上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ラ
ンダム化 検証的試験 ［外］

婦人科 H31.1.10



HER2陽性の進行・再発乳癌に対するぺルツズマブ再投与の有用性を検
証する第Ⅲ相臨床研究ーぺルツズマブ再投与試験ー　JBCRG-
M05(PRECIOUS) ［外］

乳腺･内分泌外科 H31.1.10

JCOG1018：高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関する
ランダム化比較第Ⅲ相試験（RESPECT） ［外］

消化器外科 H31.1.16

JCOG0905：骨肉腫術後補助化学療法におけるIfosfamide併用の効果に
関するランダム化比較試験 ［外］

整形外科 H31.1.17

高齢者DLBCLに対するR-CHOP like regimenの適正用量の検討
～Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)を用いた解析～ ［外］

血液内科 H31.1.21

(J-SONIC)  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 ［外］

呼吸器内科 H31.1.24

JCOG1114C：初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メ
トトレキサート療法＋放射線治療と照射前大量メトトレキサート療法＋テ
モゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム化比較試
験 ［外］

脳神経外科 H31.1.24

J-AXEL：既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab-
パクリタキセルのランダム化比較第III相試験
 ［外］

呼吸器内科 H31.1.24

JCOG1205/1206：高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノ
テカン+シスプラチン療法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比
較試験 ［外］

呼吸器内科 H31.1.24

JCOG1016：初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン
(ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学放射線療法をテモ
ゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験 ［外］

脳神経外科 H31.2.5



WJOG10317L
PD-L1 陰性または弱陽性の既治療進行非小細胞肺癌に対するアテゾリ
ズマブとドセタキセル・ラムシルマブ併用療法のランダム化比較第 III 相
試験 ［外］

呼吸器内科 H31.2.5

オキサリプラチン・ベバシズマブによる病勢コントロールが得られた進行
再発結腸・直腸癌に対するTAS-102+Bevによる計画的維持投与(Switch 
Maintenance Therapy)の有効性と安全性に関する検討;　多施設共同第II
相試験 ［外］

消化器外科 H31.2.7

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） ［外］

腫瘍内科 H31.2.12

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（RINDBeRG試験） ［外］

腫瘍内科 H31.2.12

TORG1834（ACHILLES study）
治療感受性非典型的 EGFR 遺伝子陽性未治療非扁平上皮非小細胞肺
癌がん患者さんに対するアファチニブとプラチナ併用化学療法を比較す
る第 III 相試験 ［外］

呼吸器内科 H31.2.12

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 療法と
TS-1/Oxaliplatin 療法のランダム化比較第Ⅲ相試験（ACTS-CC 02） 
［外］

消化器外科 H31.2.13

非小細胞肺癌手術適応症例に対する周術期hANP投与の多施設共同ラ
ンダム化第Ⅱ相比較試験（JANP study） ［外］

呼吸器外科 H31.2.14

JCOG1412：リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リン
パ節郭清の治療的意義に関するランダム化第Ⅲ相試験 ［外］

婦人科 H31.2.18

ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵
管がん、原発性腹膜がんにおける化学療法単剤に対する化学療法＋ベ
バシズマブ併用のランダム化第Ⅱ相比較試験（JGOG3023） ［外］

婦人科 H31.2.21



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（JACCRO CC-13） ［外］

腫瘍内科 H31.2.21

肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前術後
FOLFOX/XELOX療法併用肛門括約筋部分温存手術(ISR)のランダム化
第Ⅱ/Ⅲ相比較試験
 ［外］

消化器外科 H31.2.21

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（RINDBeRG試験） ［外］

腫瘍内科 H31.2.26

WJOG9616L
PD-1・L1抗体が有効であった進行・再発非小細胞肺がんに対する、ニボ
ルマブ投与の第II相試験 ［外］

呼吸器内科 H31.2.26

TORG1630
既治療進行・再発非小細胞肺がんに対するニボルマブ単剤療法とニボ
ルマブ+ドセタキセル併用療法を比較する第II/III相試験（CONDUCT 
study)
 ［外］

呼吸器内科 H31.2.26

WJOG9416L
高齢進行非小細胞肺癌患者に対する PEG-G-CSF 支持下のドセタキセ
ル＋ラムシルマブ療法の多施設共同単群第 II 相試験 ［外］

呼吸器内科 H31.2.27

抑肝散を用いた高齢者消化器癌術後のせん妄対策に関する研究 ［外］ 消化器外科 H31.2.28


