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【委員会（各部会含む）にて審議され、承認された申請】

申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

治療と並行して緩和医療への移行準備を行う頭頸部外科外来患者の思い 内科・外科系外来 H31.4.11 看護研究部会

患者が慢性GVHDにそなえるための新たな退院支援とその後の実態調査 11階さくら H31.4.11 看護研究部会

サーカディアンリズムの調整ツールの検討
ースポットライト型プロジェクターの導入を試みるー

HCU H31.4.11 看護研究部会

肝葉切除を伴わない胆道癌切除例を対象としたゲムシタビン/シスプラチン（GC）併用療法とゲムシタビ
ン/S-1（GS）併用療法の術後補助化学療法のランダム化第Ⅱ相試験

神戸大学
肝胆膵外科

H31.4.26 第1回臨床研究審査委員会

甲状腺原発悪性リンパ腫における網羅的遺伝子変異解析・発現解析 病理・細胞診断科 H31.4.26 第1回倫理審査委員会

遺伝性腫瘍症例に対する人間ドックシステムの開発 成人病ドック科 H31.4.26 第1回倫理審査委員会

膵臓がんでGA療法を受ける男性の脱毛に対する思いと対処行動 10階さくら R1.5.8 看護研究部会

胆道癌に対する術前治療としてのGemcitabine+Cisplatin+S-1の 併用療法(GCS)の投与期間を比較す
る第II相試験（KHBO-1902）

大阪大学 R1.5.17 第2回臨床研究審査委員会

CRISPR-Casを用いた癌遺伝子変異検出法の確立 呼吸器内科 R1.5.17 第2回倫理審査委員会

膀胱内尿量測定用超音波画像診断装置使用による、骨盤領域放射線治療の精度向上に関する研究 放射線腫瘍科 R1.5.17 第2回倫理審査委員会

75歳以上の切除不能膵癌患者に対するゲムシタビン塩酸塩＋ナブパクリタキセル併用隔週投与法
（biweekly GnP療法）のシングルアーム第Ⅱ相試験

肝胆膵内科 R1.6.21 第3回臨床研究審査委員会

保険での遺伝子パネル検査に伴う本院の対応について（保険診療・ゲノム解析） 遺伝子診療部 R1.6.21 第3回倫理審査委員会

大阪府のがん診療拠点病院の診療の質の測定 がん対策センター R1.6.26 がん登録利用検討部会
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ＩＣＵにおける人工呼吸器装着患者の浅鎮静時のせん妄ケアに対するＩＣＵ看護師の看護実践および求
める支援

看護部 R1.7.10 看護研究部会

化学放射線療法を受ける子宮頸がん患者の就労の現状 ９階なでしこ R1.7.10 看護研究部会

化学放射線療法を受ける子宮頸がん患者の自己効力感と対処 ９階なでしこ R1.7.10 看護研究部会

終末期乳がん患者を親に持つ未就学児を支える看護援助の検討 ９階なでしこ R1.7.10 看護研究部会

オンコロジックエマージェンシーで死にゆく患者と家族のケアに対して
集中治療看護師が感じる困難

看護部 R1.8.5 看護研究部会

造血幹細胞移植を受けた若年成人がん患者が仕事の再開に向けて
生じる困難と取り組み

看護部 R1.8.5 看護研究部会

喉頭全摘術を受けた単独世帯の患者の退院後の生活上の困難と対処行動 12階なでしこ R1.8.5 看護研究部会

外来化学療法室看護師の抗がん剤取り扱い時における
職業性暴露の認識と対応に関する現状調査
～看護師の妊娠期間中に焦点をあてて～

化学療法室 R1.8.5 看護研究部会

膵癌に対するゲムシタビンおよびnabパクリタキセル併用術前化学放射線療法を
受けた患者の治療継続に対する原動力

１０階なでしこ R1.8.5 看護研究部会

大型3型/4型胃癌に対する術前S-1+Oxaliplatin+ Docetaxel併用療法の有効性と安全性確認第II相試験
(OGSG1902)

大阪医科大学附属病
院

R2.8.23 第5回認定臨床研究審査委員会

大動脈または気管浸潤を認める胸部食道癌に対するドセタキセル+シスプラチン+5-FUの3剤併用化学
放射線療法(DCF-RT)の第Ⅱ相試験 

大阪国際
がんセンター
消化器外科

R2.8.23 第5回認定臨床研究審査委員会

当センター実地臨床での進行再発乳癌に対するオラパリブの安全性、有効性の検討
大阪国際

がんセンター
腫瘍内科

R2.8.23 第5回倫理審査委員会

がん救急でＨＣＵに緊急入院された患者家族のニード ＨＣＵ R1.9.11 看護研究部会

がん専門病院リンパ浮腫外来を受診する患者の現状把握と今後の課題の検討 ９階なでしこ R1.9.11 看護研究部会
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当院における看護師の終末期医療のアドバンス・ケア・プランニングの認識調査 １３階なでしこ R1.9.11 看護研究部会

看護補助者活用推進のための自部署マネジメントと２年間の実績
ー看護補助者にプリセプターシップを導入したチームビルディングー

１０階なでしこ R1.9.11 看護研究部会

胃癌StageⅢの術後Docetaxel+S1(DS)療法後早期再発症例に対するRamucirumab+Irinotecan併用療
法　第Ⅱ相多施設共同臨床試験（OGSG1901）

大阪医科大学附属病
院

R2.9.20 第6回認定臨床研究審査委員会

食道癌の内視鏡治療後狭窄に対する内視鏡先端装着型アタッチメントを用いた拡張術の有用性と安全
性に関する研究

消化管内科 R2.9.20 第6回認定臨床研究審査委員会

家族性大腸腺腫症患者における胃・十二指腸腫瘍の分子遺伝学的特徴の検討
(審査委託）

医療法人いちょう会
石川消化器内科

R1.9.20 第6回倫理審査委員会

胃切除術を受けたがん患者の食の再構築に向けた取り組み 看護部 R1.10.9 看護研究部会

がんの手術前に耐術能精査のためＣＡＧ受けた患者の思い 放射線系外来 R1.10.9 看護研究部会

固形がん患者の腫瘍及び正常臓器由来組織培養系を用いた薬物評価系の確立に関する研究
大阪国際がんセンター

研究所
R1.10.25 第7回倫理審査委員会

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 消化管内科 R2.12.20 第9回倫理審査委員会

SMARCA4-DTS: SMARCA-4 Deficient Thoracic Sarcomaの遺伝子解析を含めた臨床背景の検討 呼吸器内科 R2.12.20 第10回倫理審査委員会

腹腔鏡下噴門側胃切除術における食道残胃吻合法とダブルトラクト法のランダム化比較試験 消化器外科 R2.12.20 第10回倫理審査委員会

呼吸困難を有する肺がん患者を対象としたDyspnea-12日本語版の信頼性・妥当性の検証 看護部 R2.2.12 看護研究部会

ＩＶＲ科外来でのインフォームドコンセントにおいて
患者が同席看護師求めている看護

放射線系外来 R2.2.12 看護研究部会

大阪国際がんセンターの思春期・若年成人（ＡＹＡ世代）患者数の推移や患者特性、実施された治療や
予後についての実態把握

がん対策センター R2.2.25 がん登録利用検討部会

AI（人工知能）による食道疾患自動診断システムを用いた、食道表在癌のリアルタイム診断に関する研
究（リアルタイム食道AI研究）

消化管内科 R2.2.28 第11回臨床研究審査委員会
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食道亜全摘患者に対する積極的な術後栄養介入効果に関するランダム化比較試験 消化器外科 R2.2.28 第11回倫理審査委員会

Variant不明ALK陽性肺癌におけるゲノム解析 呼吸器内科 R2.2.28 第11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

去勢抵抗性前立腺がん患者（CRPC）におけるRa-223に対する治療満足度研究 泌尿器科 H31.4.2

後方視的観察研究による日本人リンチ症候群の　大腸病変に対する消化器内視鏡研究 消化管内科 H31.4.3

骨肉腫肺転移再発例の予後因子解析および予後予測モデルの開発に関する多施設共同研究 

－骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究－ （JMOG049）
整形外科 H31.4.3

頭頸部がん放射線治療患者における歯科口腔関連QOLの経時的変化について 
歯科 H31.4.3

家族性大腸腺腫症患者における胃・十二指腸腫瘍の分子遺伝学的特徴の検討 消化管内科 H31.4.4

3D gamma indexを用いたVMAT検証の確立 放射線腫瘍科 H31.4.4

がん治療が心血管に与える影響に関する心臓CTを用いた検討 腫瘍循環器科 H31.4.5

膵癌組織診検体を用いた化学療法効果予測因子の検討 肝胆膵内科 H31.4.5

骨軟部腫瘍における、DNA障害型抗がん剤の効果予測バイオマーカーSLFN11の発現解析と臨床的有用性の検討 整形外科 H31.4.8

早期胃癌の内視鏡的粘膜下層剥離術において病変への切り込みが及ぼす再発のリスクの評価 消化管内科 H31.4.18

肺がん組織に対する免疫染色を用いた蛋白発現と腫瘍内浸潤リンパ球の解析 
呼吸器内科 H31.4.18

当センターにおける、パクリタキセル投与患者に発現した末梢神経障害に対する牛車腎気丸、ブシ末投与の現状調査 薬局 H31.4.18

抗凝固薬内服者における大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後出血に関する多施設共同後ろ向き研究 消化管内科 H31.4.23



Osimertinibによる心毒性の後ろ向き解析研究 呼吸器内科 H31.4.23

LC-SCRUM-Asia（Ver.1.1） 

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施
設共同前向き観察研究

呼吸器内科 H31.4.23

本邦における精巣腫瘍患者レジストリーの作成およびコホート研究の基盤創出 泌尿器科 H31.4.26

肺がんサバイバーを対象とした術後健康関連QOLの早期回復遅延要因を探求するための実証的研究 リハビリテーション科 H31.4.30

胃粘膜下腫瘍の治療成績に関する検討 消化管内科 H31.4.30

非小細胞肺癌の根治化学放射線療法後に免疫療法が難しくなる因子の検討 放射線腫瘍科 H31.4.30

切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法またはゲムシタビン＋ナブパクリタキセル併用療法により切除可能と判断された膵癌
患者の登録解析研究

消化器外科 R1.5.7

JCOG1710A：「高齢者肺癌手術例に対するADLの転帰を評価する前向き観察研究」 呼吸器外科 R1.5.8

AI（人工知能）による口腔内・咽頭疾患内視鏡画像の自動診断システム作成 消化管内科 R1.5.11

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関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

消化器外科 R1.5.16

家族性大腸腺腫症(FAP)に関する後方視的多施設共同二次研究 消化管内科 R1.5.17

本邦における四肢／体幹部脱分化脂肪肉腫の治療成績(Japanese Musculoskeletal Oncology Group共同研究) JMOG051 
整形外科 R1.5.20

「切除不能局所進行非小細胞肺癌の化学放射線療法後デュルバルマブ療法への移行困難因子の検討 呼吸器内科 R1.5.20

BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 乳腺・内分泌外科 R1.5.22



人工知能を用いた悪性骨腫瘍の画像診断システムの開発 整形外科 R1.5.22

大阪国際がんセンターにおけるアベマシクリブ経口剤の有害事象調査 薬局 R1.5.22

がん患者における静脈血栓塞栓症の発症・再発・治療反応性のメカニズムの解明及び、新規バイオマーカーの探索 腫瘍循環器科 R1.5.25

当センターにおけるdose-dense AC療法の安全性、有効性についての検討 腫瘍内科 R1.5.27

肝胆膵悪性腫瘍におけるマイクロサテライト不安定性の検討 肝胆膵内科 R1.5.29

当センターにおける非選択的なトリプルネガティブ乳癌に対するBRCA1/2変異検査および患者背景の解析 腫瘍内科 R1.5.29

胃の腸上皮化生に特徴的なNarrow band imaging超拡大内視鏡所見に関する探索的検討 消化管内科 R1.6.1

骨盤領域放射線治療時の膀胱内尿量変動についての遡及的解析 放射線腫瘍科 R1.6.1

胃の腸上皮化生に特徴的なNarrow band imaging超拡大内視鏡所見に関する探索的検討 消化管内科 R1.6.1

骨盤領域放射線治療時の膀胱内尿量変動についての遡及的解析 放射線腫瘍科 R1.6.1

がん患者の循環器疾患の診断、治療、予後に関する包括的な研究 腫瘍循環器科 R1.6.4

がん患者の循環器疾患の診断、治療、予後に関する包括的な研究 腫瘍循環器科 R1.6.4

がん患者に対する血管新生阻害薬による血管内皮機能への影響に関する研究 腫瘍循環器科 R1.6.5

がん患者に対する血管新生阻害薬による血管内皮機能への影響に関する研究 腫瘍循環器科 R1.6.5



胃癌術後補助化学療法とマイクロサテライト不安定性および免疫関連バイオマーカーとの関係を検討する多施設共同後向き観
察研究

消化器外科 R1.6.10

胃癌術後補助化学療法とマイクロサテライト不安定性および免疫関連バイオマーカーとの関係を検討する多施設共同後向き観
察研究

消化器外科 R1.6.10

線維芽細胞を標的とする肺線維症・間質性肺炎および肺癌の新たな治療戦略の探索 呼吸器外科 R1.6.12

線維芽細胞を標的とする肺線維症・間質性肺炎および肺癌の新たな治療戦略の探索 呼吸器外科 R1.6.12

電子線照射における最適な角度決定手法の開発 放射線腫瘍科 R1.6.17

電子線照射における最適な角度決定手法の開発 放射線腫瘍科 R1.6.17

腹壁外デスモイド線維腫症におけるMRI画像所見による予後予測因子の同定―後向き観察研究― 整形外科 R1.6.19

腹壁外デスモイド線維腫症におけるMRI画像所見による予後予測因子の同定―後向き観察研究― 整形外科 R1.6.19

レセプトデータを用いた進行大腸がん特定のためのバリデーション研究 消化管内科 R1.6.21

肺癌コンパニオン診断用遺伝子パネルの開発 病理・細胞診断科 R1.6.21

JCOG1403A1 ｢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｣の附随研究 

上部尿路癌における予後予測マーカーの開発
泌尿器科 R1.6.21

下着着用で、骨盤部の放射線治療を行う患者に対するアンケートの解析 放射線腫瘍科 R1.6.21

去勢抵抗性前立腺癌(CRPC)に対するカバジタキセル(CBZ)療法の投与量と投与間隔に関する研究 薬局 R1.6.26

Hereditary polyposis syndromesに対するカプセル小腸内視鏡とダブルバルーン小腸内視鏡検査を用いた小腸病変の検討 消化管内科 R1.6.26



直腸癌治療における側方郭清に関する前向き観察研究 消化器外科 R1.7.2

門脈血栓症に対する血栓溶解療法の治療効果についての検討―多施設共同研究― 肝胆膵内科 R1.7.2

抗凝固薬内服患者における大腸ESD後出血に対する予防的クリッピングの有効性の検討 消化管内科 R1.7.3

左室収縮能が保たれた心不全患者に対するAdaptive servo-ventilation治療有効性の後ろ向き検討 麻酔科 R1.7.5

膵臓癌の高精度放射線治療において自動治療計画システムを用いた理想的な線量分布を達成するためのモデル作成につい
て

放射線腫瘍科 R1.7.5

当院における食道および接合部腺癌の内視鏡所見（特に拡大内視鏡像）に関する検討 消化管内科 R1.7.5

「胃切除患者に対する積極的な栄養介入効果に関するランダム化比較試験」の追跡調査 消化器外科 R1.7.12

小児がんのステージ・治療・再発に関する実態調査 がん対策センター政策情報部 R1.7.12

膵がん教室「抗がん剤と療養生活」の実際と取り組み 
～質問紙調査からみえる今後の課題～ 消化器検診科 R1.7.16

気管支鏡検査検体を用いた呼吸器微生物叢の解析 呼吸器内科 R1.7.17

切除不能又は転移性HER2陽性乳癌に対する抗HER2抗体を用いた標準治療後の薬物療法に関する後方視的レジストリ研究
(KBCSG-TR 1917)

乳腺・内分泌外科 R1.7.18

DPC・JANISデータを用いた抗菌薬使用状況と耐性菌発現状況の関連性評価 感染症センター・感染症内科 R1.7.26

EUS-guided hepaticogastrostomy施行後の金属ステント閉塞に対する内視鏡的re-interventionの方法・成績に関する多施設後
ろ向き研究

肝胆膵内科 R1.7.26

GEM/CDDP/S-1(GCS)療法不応または不耐後の切除不能胆道癌に対する二次治療の有効性に関する多施設共同後ろ向き観
察研究（KHBO1401-3A)

消化器外科 R1.7.31



切除不能胆道癌肺転移に対するGEM/CDDP/S-1とGEM/CDDPの有用性の比較検討（KHBO1401-3B附随研究） 消化器外科 R1.8.1

インフリキシマブ使用による免疫関連有害事象（irAE）への治療効果 薬局 R1.8.2

切除不能胆道癌におけるGC療法およびGCS療法によるコンバージョン予測(KHBO1401-3C) 消化器外科 R1.8.2

術後再建腸管症例における切除不能悪性胆管閉塞に対し, 超音波内視鏡下胆管ドレナージ術とバルーン内視鏡下胆管ドレ
ナージ術の有効性に関する多施設共同前向き比較研究

肝胆膵内科 R1.8.2

消化器領域における透視下手技の放射線照射量 多施設前向き観察研究 肝胆膵内科 R1.8.2

大阪府がん登録データを用いたＴ細胞リンパ腫に関する後方視的研究 血液内科 R1.8.6

日本における大腿骨骨頭軟骨芽細胞腫の外科的治療（JMOG054） 整形外科 R1.8.6

がん化学療法における 院内登録レジメン の 凍結 基準となる最適な未使用期間の検討 薬局 R1.8.6

消化器手術施行透析患者を対象とした術後栄養管理の調査、及び術後食事開始時期とアウトカムとの関連の検討 栄養腫瘍科 R1.8.15

Gio-Tag Japan： 
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメルチニブへの逐次投与の有効性を評価する多施設共同

前向き観察研究
呼吸器内科 R1.8.15

免疫染色などによるヒト腫瘍の網羅的研究のためのTMA作製 病理・細胞診断科 R1.8.15

EGFR阻害剤後のT790M変異による獲得耐性と治療前の肺癌組織検体におけるTP53遺伝子変異との関係を検討する研究 呼吸器内科 R1.8.19

初発肝癌の特徴の経時的推移の検討 肝胆膵内科 R1.8.20

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 消化器外科 R1.8.22



AIを用いたCT検査画像の撮影不良システムと検像業務の連携 放射線診断・IVR科 R1.8.23

中心静脈ポート留置後の緊急中心静脈ポート造影の施行割合および原因 放射線診断・IVR科 R1.8.27

乳腺アポクリン癌におけるP504S(AMACAR)発現に関する研究 病理・細胞診断科 R1.8.28

十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の成績に関する多施設後向き研究 消化管内科 R1.8.31

二重エネルギーCTによる機能画像に基づいた放射線治療計画 放射線腫瘍科 R1.8.31

2-3cmの大腸上皮性腫瘍に対するunder water EMR（浸水下内視鏡的粘膜切除術）の有用性（ESDとの比較検討） 消化管内科 R1.9.2

  未治療日本人転移性腎細胞がん患者を対象としたニボルマブ・イピリムマブ併用療法の有効性と安全性に関する前向き観察
研究（J-ENCORE）

泌尿器科 R1.9.6

固形がん患者の腫瘍及び正常臓器の遺伝子発現の確認に関する研究 消化器外科 R1.9.6

日本人悪性黒色腫における抗PD-1抗体治療無効例におけるニボルマブ・イピリムマブ併用療法の有用性についての検討 腫瘍皮膚科 R1.9.11

胸膜原発孤立性線維性腫瘍における病理学的診断の再検討と新たな予後予測因子・治療標的因子の探索 呼吸器外科 R1.9.12

肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術における治療効果・予後予測因子の後向き検討－多施設共同研究－ 肝胆膵内科 R1.9.14

三次元イメージング技術を用いた病理組織診断の標準化 病理・細胞診断科 R1.9.17

CBCTを用いたtarget motion, marginに関する研究 放射線腫瘍科 R1.9.17

人工知能を用いた自動輪郭描出機能に関する精度評価に関する研究 放射線腫瘍科 R1.9.18



骨修飾薬投与による関連顎骨壊死の発症予防に対する歯科受診の有用性および発症リスク因子の検討 歯科 R1.9.18

血管認証技術を用いた頭頸部・食道癌のリスク診断システム作成 消化管内科 R1.9.18

当センターにおける膵神経内分泌腫瘍の検討 肝胆膵内科 R1.9.24

WJOG11218LTR「進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン+ペメトレキセド+アテゾリズマブ療法とカルボプラチン+
ペメトレキセド+アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法の多施設共同オープンラベル無作為化第III相比較試験医師主導治験

(WJOG11218L/APPLE試験)」におけるバイオマーカー研究
呼吸器内科 R1.9.24

泌尿器癌領域における免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連副作用と予後との関連性の検討 泌尿器科 R1.9.24

人工知能によるMR画像からCT画像の生成、放射線治療計画への応用 放射線腫瘍科 R1.9.26

脳神経外科疾患を対象とした遺伝子多型解析に基づくリスクモデルの構築、および分子機構の解明 脳神経外科 R1.9.26

肉腫におけるTFE3、TFEBによる治療抵抗性メカニズムの解析 整形外科 R1.9.26

フィリピン内視鏡学会ENDOSOPYCON2019ライブデモンストレーション 消化管内科 R1.9.26

GVHD発症後の予後とHLA不適合に関する後方視的研究 
血液内科 R1.9.26

メルファラン(Mel)を用いた造血幹細胞移植前処置後の化学療法による悪心・嘔吐予防におけるオランザピンの有用性を探索す
る前向き観察研究 血液内科 R1.9.27

CDK4/6阻害剤の効果予測因子についての検討 腫瘍内科 R1.9.27

頭頚部癌シスプラチン放射線併用療法における輸液変更による副作用発現状況の調査 薬局 R1.9.30

話し言葉に対する自然言語処理技術を用いたがん患者の認知能力に及ぼすがん治療の影響に関する研究２―周術期および
退院早期における認知機能のモニタリング―（KOTOBAKARI CANCER study 2） 

がん対策センター R1.9.30



超音波内視鏡下穿刺吸引法の偶発症に関する実態調査多施設共同研究 
検診部消化器検診科 R1.10.1

剥離細胞分析装置　LC-1000（Sysmex）を用いた体腔液中の異型細胞の検出 
病理・細胞診断科 R1.10.5

頭皮血管肉腫に対する回転型強度変調放射線治療における体型変化を考慮した治療計画の表面線量評価 放射線腫瘍科 R1.10.7

膵上皮内癌の画像・病理所見に関する多施設共同研究 
検診部消化器検診科 R1.10.8

進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カルボプラチン/エトポシド/アテゾリズマブ併用療法の実地診療における有効性、安
全性を検討する多施設前向き観察研究

呼吸器内科 R1.10.11

Clinical Study Data Collecting System（CDCS）によるデータ収集の有用性に関する実証的検討 乳腺・内分泌外科 R1.10.26

Clinical Study Data Collecting System（CDCS）によるデータ収集の有用性に関する実証的検討 乳腺・内分泌外科 R1.10.26

リアルワールドの通院時間からがん医療の均てん化と集約化を可視化する がん対策センター R1.10.30

がん診療連携拠点病院等における医療提供体制の均てん化のための評価に既存資料を活用する がん対策センター R1.10.30

リアルワールドの通院時間からがん医療の均てん化と集約化を可視化する がん対策センター R1.10.30

がん診療連携拠点病院等における医療提供体制の均てん化のための評価に既存資料を活用する がん対策センター R1.10.30

内視鏡シュミレーターによる早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術の手技習熟度の評価 消化管内科 R1.10.31

内視鏡シュミレーターによる早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術の手技習熟度の評価 消化管内科 R1.10.31

表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍と内視鏡的胃粘膜萎縮及びピロリ菌感染との関連に関する多施設共同後ろ向き症例対
照研究

消化管内科 R1.11.5



表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍と内視鏡的胃粘膜萎縮及びピロリ菌感染との関連に関する多施設共同後ろ向き症例対
照研究

消化管内科 R1.11.5

Underwater EMR (浸水下内視鏡的粘膜切除術) とConventional EMRの切除深度の比較研究 
(Underwater EMR とconventional EMRの多施設共同無作為化比較試験の付随研究)  消化管内科 R1.11.6

CCRT study：局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法を受けた患者の後ろ向き研究 呼吸器内科 R1.11.6

Underwater EMR (浸水下内視鏡的粘膜切除術) とConventional EMRの切除深度の比較研究 
(Underwater EMR とconventional EMRの多施設共同無作為化比較試験の付随研究)  消化管内科 R1.11.6

CCRT study：局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法を受けた患者の後ろ向き研究 呼吸器内科 R1.11.6

大阪府における口腔がんの実態の把握 がん対策センター疫学統計部 R1.11.7

AYAME study：切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後のデュルバルマブの長期安全性及び
有効性に関する観察研究

呼吸器内科 R1.11.7

大阪府における口腔がんの実態の把握 がん対策センター疫学統計部 R1.11.7

AYAME study：切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後のデュルバルマブの長期安全性及び
有効性に関する観察研究

呼吸器内科 R1.11.7

がん化学療法に対する制吐薬としてのオランザピンの使用実態調査 消化器外科 R1.11.8

がん化学療法に対する制吐薬としてのオランザピンの使用実態調査 消化器外科 R1.11.8

がん・生殖医療に携わるがん診療拠点病院および生殖医療施設の医療連携の実際 整形外科 R1.11.11

SUSPECT study: プラチナ製剤/ペメトレキセド/ペムブロリズマブ併用療法の実地診療における薬剤性肺障害の発現頻度を含
めた安全性調査

呼吸器内科 R1.11.11

がん・生殖医療に携わるがん診療拠点病院および生殖医療施設の医療連携の実際 整形外科 R1.11.11



SUSPECT study: プラチナ製剤/ペメトレキセド/ペムブロリズマブ併用療法の実地診療における薬剤性肺障害の発現頻度を含
めた安全性調査

呼吸器内科 R1.11.11

食道がんVMATに対する経験的情報を用いた放射線治療計画 放射線腫瘍科 R1.11.14

食道扁平上皮癌の内視鏡治療時にNBIでマーキングを行うことの意義 消化管内科 R1.11.14

障害者における農作業の効果についての医学的検討 腫瘍循環器科 R1.11.14

食道がんVMATに対する経験的情報を用いた放射線治療計画 放射線腫瘍科 R1.11.14

食道扁平上皮癌の内視鏡治療時にNBIでマーキングを行うことの意義 消化管内科 R1.11.14

障害者における農作業の効果についての医学的検討 腫瘍循環器科 R1.11.14

低悪性度骨肉腫の脱分化症例の治療成績に関する多施設共同研究（JMOG052） 整形外科 R1.11.20

骨盤部発生肉腫治療に関する実態アンケート調査 整形外科 R1.11.20

低悪性度骨肉腫の脱分化症例の治療成績に関する多施設共同研究（JMOG052） 整形外科 R1.11.20

骨盤部発生肉腫治療に関する実態アンケート調査 整形外科 R1.11.20

肝細胞癌切除後ミラノ基準内再発症例に対する再肝切除の有用性 消化器外科 R1.11.23

「切除可能進行食道癌に対する術前Docetaxel+CDDP+5FU併用化学療法2 vs 3サイクルのランダム化II相試験」の追跡調査 
消化器外科 R1.11.25

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定に関するElectronic Data Capture system (EDC)を用いた症例登録型データ
ベースの構築

栄養腫瘍科 R1.11.25



小腸悪性腫瘍プロジェクト研究 消化管内科 R1.11.27

原発性肺癌・転移性肺腫瘍に対する体幹部定位照射の後方視的研究 放射線腫瘍科 R1.11.29

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌における第３世代EGFR阻害剤のオシメルチニブの有効活用に関する研究 呼吸器内科 R1.12.2

閉鎖空間の患者のためのストレス緩和・早期リハ支援システムの開発 血液内科 R1.12.3

非飲酒・非喫煙の患者に生じた食道癌の 
内視鏡所見と病理学的所見に関する多施設共同観察研究

消化管内科 R1.12.4

当センターにおけるHER2陽性進行再発乳癌に対するTrastuzumab/Pertuzumab併用療法の検討 腫瘍内科 R1.12.5

CDK4/6阻害剤の上乗せ効果についての検討 乳腺・内分泌外科 R1.12.14

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～　付随研究　次世
代シーケンサーを用いた腸内細菌叢解析

消化器外科 R1.12.18

腹腔鏡下直腸癌術後性機能障害に関する多施設前向き観察研究 消化器外科 R1.12.19

画像レポートの自然言語処理による解析方法に関する研究 医療情報部 R1.12.20

ロボット支援前立腺全摘術後の年齢階層別下部尿路症状に関する検討 泌尿器科 R1.12.20

食道癌手術後の異時性胃癌（胃管癌）に対する全国実態調査 消化管内科 R1.12.24

消化管上皮の領域特異的な発生と分化を制御する分子基盤の解明 病理・細胞診断科 R1.12.26

心臓ＣＴ検査でのボーラストラッキング法における上行大動脈への関心領域の自動設定 放射線診断・IVR科 R1.12.27



日本における電子タバコ使用の健康影響に関する研究 がん対策センター疫学統計部 R1.12.27

ABCP study : EGFR遺伝子変異陽性切除不能な進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ＋ベバシズ
マブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル(ABCP)療法の多施設共同前向き観察研究

呼吸器内科 R1.12.27

センチネルリンパ節転移陽性乳癌に対する腋窩リンパ節非郭清症例の長期成績に関する研究 乳腺内分泌外科 R1.12.27

消化器がんおよび内分泌がん患者における各種治療に対する効果予測と毒性予測に関する研究 検診部消化器検診科 R2.1.4

皮膚原発腺様嚢胞癌の臨床病理学的検討 病理・細胞診断科 R2.1.7

ホルモン陽性術後再発乳癌に対する1st lineでのフルベストラント単剤療法の治療成績 乳腺内分泌外科 R2.1.8

臨床病期T3/4N0乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の治療成績に関する検討 乳腺内分泌外科 R2.1.9

頭頸部癌患者血漿exosome mRNA網羅的解析によるニボルマブの治療効果予測因子の同定 頭頸部外科 R2.1.9

「食道亜全摘術を行う胸部食道癌患者における急性肺合併症に対するOSK-0028の有効性及び安全性の検討（第Ⅱ相試験）」
の追加研究

消化器外科 R2.1.9

免疫チェックポイント阻害薬が心機能に与える影響に関する研究 腫瘍循環器科 R2.1.12

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌におけるdigital PCR法を用いたEGFRチロシンキナーゼ阻害薬投与前後のT790M発現
と治療効果の関連性を検討する後向き観察研究

呼吸器内科 R2.1.12

当院における食道ステント留置術の治療成績に関する検討 消化管内科 R2.1.16

日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患者の臨床転帰を観察するレジストリ試験 泌尿器科 R2.1.17

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 R2.1.21



トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 (TAS-102) 内服大腸癌患者における   

化学療法に伴う悪心・嘔吐に関する多施設共同前向き観察研究   

(JASCC-CINV 2001)

消化器外科 R2.1.22

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 R2.1.22

医療データの統合解析環境の構築に関する検討 医療情報部 R2.1.24

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』 

 ［外］
腫瘍内科 R2.1.24

膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検（EUS-FNA）後の穿刺経路腫瘍 

細胞播種（Needle tract seeding）の二次調査
検診部消化器検診科 R2.1.27

免疫チェックポイント阻害薬が心機能に与える影響に関する研究 腫瘍循環器科 R2.1.28

表在型非乳頭部十二指腸腫瘍の臨床病理学的検討に関する後ろ向き観察研究
消化管内科 R2.1.28

パクリタキセル投与に伴う末梢神経障害の臨床症状及びバイオマーカーに関する研究 研究所がん創薬部 R2.1.30

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 R2.1.30

自己免疫性膵炎診療に関する多施設共同観察研究 肝胆膵内科 R2.1.31

WJOG13019L：非小細胞肺癌に対するオンコマインDx Target Test マルチCDx システムを用いたドライバー遺伝子検査
に関する多施設共同後ろ向き研究

呼吸器内科 R2.2.20

食道癌に対する強度変調回転放射線治療の安全性検証 放射線腫瘍科 R2.2.21

化学療法後に切除した胃癌症例における予後因子解析と術後補助化学療法の個別化に関する研究 消化器外科 R2.2.27

当院における低セレン血症の患者背景調査 薬局 R2.2.28



食道癌取扱い規約改訂に関する多施設共同観察研究 
消化器外科 R2.3.3

未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関するランダム化比較第III相試験 血液内科 R2.3.4

「胃癌術後炎症反応に関する多施設共同後ろ向き調査研究」の追跡調査 消化器外科 R2.3.5

APOLLO Bio：進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カルボプラチン/エトポシド/アテゾリズマブ併用療法の実地診
療における有効性、安全性を検討する多施設前向き観察研究に付随するバイオマーカー研究

呼吸器内科 R2.3.13

膵切除術後の糖尿病発生に関する検討 消化器外科 R2.3.13

尿路性器癌に対する新たな診断マーカー・治療標的分子の探索に関する研究 泌尿器科 R2.3.13

固形がん患者の腫瘍オルガノイドを用いた 
キメラ抗原受容体T細胞療法の樹立に関する研究

Nitto核酸創薬共同研究部 R2.3.16

当院における食道胃接合部腺癌の年次推移についての検討 消化管内科 R2.3.17

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

消化器外科 R2.3.18

食道がん内視鏡治療後のヨード不染帯程度別の異時性他臓器がんの発生状況を調査する多施設共同前向きコホート研
究

消化管内科 R2.3.18

頭頸部表在癌経口的手術後の異時性他臓器癌の早期発見による
予後への影響と発生リスクと予防方法の検討に関する多施設共同

前向きコホート研究
頭頸部外科 R2.3.18

頭頸部領域腫瘍のリスク評価に関するゲノム研究 頭頸部外科 R2.3.18

大腸SM癌におけるリンパ節転移を予測するためのノモグラムの構築 消化器外科 R2.3.19

表在食道癌に対する深達度診断の確信度における検討 消化管内科 R2.3.24



【他施設の臨床研究審査委員会・倫理審査委員会にて審議され、研究実施許可された申請】

課題名 所属 承認日

アスピリンによる異時性多発胃癌の発生予防効果を検証する多国籍・多施設無作為化比較試験 ［外］ 消化管内科 H31.4.2

JCOG1703：初発膠芽腫に対する可及的摘出術＋カルムスチン脳内留置用剤留置＋テモゾロミド併用化学放射線療法と可
及的摘出術＋テモゾロミド併用化学放射線療法のランダム化第III相試験 ［外］

脳神経外科 H31.4.11

骨軟部腫瘍のゲノムコンソーシアム運営とマルチオミックス解析研究 ［外］ 整形外科 H31.4.17

腹腔鏡下直腸癌手術後の縫合不全予防に対する近赤外光観察を用いた腸管血流評価の有効性に関するランダム化比較試
験（EssentiAL study） ［外］

消化器外科 R1.5.29

左葉系肝切除後の胃内容排泄遅延に対する癒着防止材(セプラフィルム)の有用性に関する検討 ［外］ 消化器外科 R1.6.17

治癒切除困難な膵癌に対する術前化学療法としてGEM/S-1とGEM/nab-PTXを比較するランダム化第Ⅱ相試験 ［外］ 消化器外科 R1.6.27

頭頸部癌に対するニボルマブ適正使用のためのバイオマーカーの創出に関する多施設共同研究 ［外］ 頭頸部外科 R1.7.10

関西骨髄腫フォーラムデータベースに登録された移植非適応かつ未治療の多発性骨髄腫患者の導入化学療法別治療成績
の後方視的解析 ［外］

血液内科 R1.7.31

症候性多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植後の地固め・維持療法の効果：関西骨髄腫フォーラムのデータベース
を用いた後方視的解析 ［外］

血液内科 R1.7.31

同種造血幹細胞移植後のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対するダサチニブを用いた維持療法の有効性
の検討　KSGCT1601（DASALL II） ［外］

血液内科 R1.8.15

急性骨髄性白血病に対する化学療法中のWT1値ならびにWT1特異的CTL頻度の推移の解析 ［外］ 血液内科 R1.8.26

CRP遺伝子多型と食道がんリンパ節転移に関する多施設共同後ろ向き観察研究【B-37】 ［外］ 消化器外科 R1.10.23



JCOG1303：手術後残存腫瘍のあるWHO Grade II星細胞腫に対する放射線単独治療とテモゾロミド併用放射線療法を比較す
るランダム化第III相試験 ［外］

脳神経外科 R1.10.23

初発BCR-ABL1陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対象としたダサチニブ、ポナチニブ併用化学療法および造血幹細胞移
植の臨床第II相試験（JALSG-PhALL219） ［外］

血液内科 R1.11.22

JCOG1805：「再発リスク因子」を有するStage II大腸癌に対する術後補助化学療法の有用性に関するランダム化第III相比較
試験 ［外］

消化器外科 R1.12.2

ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 ［外］ 婦人科 R2.2.19

HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シクロホスファミドを用いたGVHD予防
法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験 -JSCT PTCY19 -［外］

血液内科 R2.3.2

抗凝固薬・2剤抗血小板薬内服者における胃内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)後出血に対 するポリグリコール酸シート・フィ
ブリン糊併用被覆法の予防効果に関する検証的臨床研究 ［外］

消化管内科 R2.3.3

転移性粘膜黒色腫に対するNivolumab +Radiotherapyの第II相臨床試験 ［外］ 腫瘍皮膚科 R2.3.12
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