
申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

移植片対宿主病の不可逆的症状による苦悩を抱え生きる造血器腫瘍患
者への看護実践

看護部 R3.7.14 看護研究部会

切除可能境界あるいは切除不能局所進行膵癌に対する導入modified
FOLFIRINOX療法後S-1併用化学放射線療法のシングルアーム第Ⅱ相
試験

肝胆膵内科 R3.8.27 第5回臨床研究審査委員会

切除不能進行・再発胃癌に対するFTD/TPIとラムシルマブ併用療法の第
II相試験

消化器外科 R3.8.27 第5回倫理審査委員会

食道がん手術患者に対する術前経腸栄養指導方法の妥当性 13階さくら R3.8.11 看護研究部会

若年成人女性のがん罹患によるアイデンティティの様相の研究 看護部 R3.8.11 看護研究部会

リファキシミンを用いた切除不能悪性腫瘍に伴う遠位胆管狭窄に対する
胆管金属ステント留置後の胆管炎発症抑制に関する探索的臨床研究

肝胆膵内科 R3.9.24 第6回臨床研究審査委員会

膵頭部十二指腸切除患者の自宅での日常生活における困難について
退院後初回外来でインタビューを行って

13階なでしこ R3.9.8 看護研究部会

新型コロナウィルス感染症がリアルワールドのがん医療に及ぼした影
響： がん登録を基盤とした調査（CanReCO）

がん対策センター R3.10.14 がん登録資料利用検討部会

2021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]



子宮頸部上皮内腫瘍に対するマイクロニードル＋イミキモドクリーム併
用療法の第I/II相臨床試験

婦人科 R3.11.26 第8回臨床研究審査委員会

飲酒率、喫煙率を考慮したがん患者の10年生存率について がん対策センター R3.11.16 がん登録資料利用検討部会

cStageⅡ/Ⅲ食道癌に対する術後ニボルマブ補助療法における初回
480mg投与の安全性試験

消化器外科 R4.3.25 第12回倫理審査委員会

前立腺全摘除術後がん患者の下部尿路症状に対する自己管理尺度の
開発

看護部 R3.3.9 看護研究部会

がん専門病院におけるHCU看護師のDNAR指示に対する捉え方の実態
調査

HCU R3.3.9 看護研究部会

婦人科手術後のSexualityの変化および術後の性生活に関する
情報提供の実態に関する調査研究

９階なでしこ R3.3.9 看護研究部会

胆膵領域の手術用ドレープ貼付部位のスキンケア発生に対する
皮膜材の予防効果

手術室 R3.3.9 看護研究部会



[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

LIGHT-NING：未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボ
ルマブ＋イピリムマブ±化学療法併用療法の日本における治療実態お
よび有効性と安全性に関する観察研究

呼吸器内科 R3.4.1 迅速審査

免疫グロブリンIgGの糖鎖構造解析とその腫瘍マーカーとしての検証
研究所糖鎖オンコロジー

部門
R3.4.7 迅速審査

COVID-19感染症が手術診療に与える影響についての検討 麻酔科 R3.4.7 迅速審査

JCOG2005 頭頸部発生初発基底細胞癌縮小マージン切除に関する単
群検証的試験（略称： J-BASE-MARGIN）

腫瘍皮膚科 R3.4.7 迅速審査

同種造血幹細胞移植後患者のCOVID-19の感染拡大に対する不安と運
動機能との関連

整形外科 R3.4.8 迅速審査

大腸癌手術に対するCOVID-19の影響に関する後方視的解析 消化器外科 R3.4.8 迅速審査

JCOG1919EA1
JCOG1919E「ホルモン受容体陽性 HER2 陰性進行再発乳癌に対するパ
クリタキセル+ベバシズマブ+アテゾリズマブのランダム化比較第III相医
師主導治験」の附随研究
アテゾリズマブの効果予測因子および有害事象に関する探索的研究

乳腺・内分泌外科 R3.4.8 迅速審査

胃癌に対する胃切除術後の腹膜再発診断に対する審査腹腔鏡検査の
安全性、有効性を検証する観察研究

消化器外科 R3.4.14 迅速審査



JACCRO CC-17 RAS 遺伝子変異型腫瘍を有する切除不能進行・再発
大腸癌患者における化学療法後の血液中RAS 遺伝子変異を評価する
観察研究

腫瘍内科 R3.4.14 迅速審査

「TKIが使用されたJALSG Ph+ALL臨床試験とTRUMPデータの統合によ
る予後因子解析」-JALSG Ph+ALL TKI-SCT study-

血液内科 R3.4.14 迅速審査

切除不能肝細胞癌患者に対するAtezolizumab+Bevacizumab併用療法
の多施設共同前向き観察研究

肝胆膵内科 R3.4.22 迅速審査

全周性食道表在がんに対する治療後のアウトカムに関する多施設前向
き観察研究

消化管内科 R3.4.22 迅速審査

高齢子宮内膜癌患者に対する低侵襲手術療法の予後に関する他施設
共同観察研究

婦人科 R3.4.23 迅速審査

トラスツズマブデルクステカンの当センターでの有害事象の発現調査 薬局 R3.4.23 迅速審査

免疫チェックポイント阻害薬の副作用に関する実態調査および副作用発
現に関わる因子の探索

薬局 R3.4.28 迅速審査

悪性輸入脚症候群に対する内視鏡治療の方法・成績に関する多施設後
ろ向き研究

肝胆膵内科 R3.4.28 迅速審査

直腸癌手術における適切なCircumferential resection margin（CRM）と
Distal
Margin(DM)に関する多施設前向き観察研究

消化器外科 R3.4.28 迅速審査

悪性汗器官腫瘍に対する化学療法の有効性に関する後方視的検討 腫瘍皮膚科 R3.4.28 迅速審査



高齢食道表在癌患者における高齢者機能評価と予後に関する後ろ向き
コホート研究

消化管内科 R3.5.10 迅速審査

J-TAIL-2附随研究：切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(NSCLC）ま
たは進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療
法の 多施設共同前向き観察研究：（J-TAIL-2）におけるバイオマーカー
探索研究

呼吸器内科 R3.5.10 迅速審査

術後気道壊死に関する全国実態調査 頭頚部外科 R3.5.18 迅速審査

化学療法既治療の転移乳がんに対するアベマシクリブ療法の観察研究 乳腺・内分泌外科 R3.5.18 迅速審査

胃癌・食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下胃切除術におけるICG蛍光観
察法によるセンチネルリンパ節生検のfeasible study（付随研究）
切除標本の病理学情報の後方視的検討及び切除患者の予後に関する
調査

消化器外科 R3.5.13 迅速審査

加熱式タバコ使用と医療関連アウトカムとの関連に関する研究
がん対策センター疫学統

計部
R3.5.19 迅速審査

Z0011 基準におけるセンチネルリンパ節術中迅速診断の必要性に関す
る検討

乳腺内分泌外科 R3.5.26 迅速審査

JANP study中止後における肺癌周術期ハンプ投与の安全性に関する臨
床研究

呼吸器外科 R3.5.26 迅速審査

JCOG1013A2 
切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用（CS）療法と
ドセタキセル/シスプラチン/S-1併用（DCS）療法のランダム化第Ⅲ相試
験予後因子解析に関する附随研究

消化器外科 R3.5.26 迅速審査



JCOG1013A1「JCOG1013:切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シ
スプラチン併用（CS）療法とドセタキセル/シスプラチン/S-1併用（DCS）
療法のランダム化第Ⅲ相試験」の附随研究

消化器外科 R3.5.26 迅速審査

アベマシクリブによる薬剤性肺障害の調査研究 
（化学療法既治療の転移乳がんに対する アベマシクリブ療法の観察研
究―付随研究） 

乳腺・内分泌外科 R3.5.31 迅速審査

食道がんDCF療法における投与終了後24時間以内のG-CSF製剤の投
与と抗菌薬の投与による発熱性好中球減少症の予防効果の検討

薬局 R3.5.31 迅速審査

胆嚢癌疑診例および早期胆嚢癌に対する鏡視下切除の有効性の検討：
多施設共同後ろ向き研究

消化器外科 R3.5.31 迅速審査

高感度の最新シークエンス技術を用いた膵腫瘍の早期診断法の開発 肝胆膵内科 R3.6.2 迅速審査

アグレッシブATLの予後に影響する因子について検討する多施設共同
前向き観察研究 血液内科 R3.6.4 迅速審査

子宮頸部腺癌の検出におけるp16/Ki67二重免疫細胞化学染色の有用
性に関する検討

消化器外科 R3.6.4 迅速審査

超音波内視鏡下穿刺吸引術で採取した検体の 
組織検体作成におけるあぶらとり紙の有用性の検討

肝胆膵内科 R3.6.4 迅速審査

胃間葉系腫瘍の組織学的診断を目的とした迅速細胞診併用ボーリング
生検の
有効性と安全性を評価するための第Ⅱ層試験

消化管内科 R3.6.22 迅速審査



肺腫瘍に対する定位放射線治療（ピンポイント放射線治療）の準備のた
めのCTの撮像時に、定量的に一時的に息を吸って吐いて止めて、肺腫
瘍の動き方の解明

放射線腫瘍科 R3.6.22 迅速審査

肺癌早期発見のためのmiRNAパネルを利用した肺癌診断キットの開発 呼吸器外科 R3.6.22 迅速審査

胃切除術後における濃厚経腸栄養剤の安全性及び有効性を検討する
観察研究

消化器外科 R3.6.22 迅速審査

免疫チェックポイント阻害薬投与後かつAFP 400 ng/mL以上の進行肝細
胞癌に対するレンバチニブとラムシルマブのランダム化比較第III相試験

肝胆膵内科 R3.6.22 迅速審査

NBI併用胃拡大内視鏡を用いたAI胃がん内視鏡診断支援システムの有
用性

消化管内科 R3.6.22 迅速審査

AYA世代に診断を受けたがんサバイバーの経験 血液内科 R3.6.22 迅速審査

思春期・若年成人世代の血液腫瘍患者への情報提供の在り方と支援に
関する研究

血液内科 R3.6.22 迅速審査

幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討 -国内多施設共
同研究-

消化器外科 R3.6.22 迅速審査

進行固形悪性腫瘍患者に対するAIマルチオミックスを活用した 
バイオマーカー開発の多施設共同研究

腫瘍内科 R3.6.23 迅速審査

がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発食道扁平上皮癌
に対するNivolumab療法におけるバイオマーカー探索を含む前向き観察
研究

消化管内科 R3.6.23 迅速審査



Tobacco Control Policy Evaluation Project (ITC) Japan Wave 4 Survey
Protocol for a Computer-assisted Web Interview (CAWI) Survey

がん対策センター疫学統
計部

R3.6.25 迅速審査

胃GISTの組織学的診断を目的とした迅速細胞診併用ボーリング生検の
有効性を評価するための症例集積研究

消化管内科 R3.6.25 迅速審査

食道癌内のWhite globe appearance（WGA）様所見に対する多機関共同
研究

消化管内科 R3.6.25 迅速審査

MSI-H/dMMR固形がんにおける臨床病理学的および分子生物学的特
徴と免疫チェックポイント阻害剤の治療効果に関する多施設共同研究

腫瘍内科 R3.6.29 迅速審査

ラムシルマブ投与後の蛋白尿発現に及ぼすベバシズマブ前治療の影響
に関する多施設共同研究

薬局 R3.6.29 迅速審査

悪性遠位部胆管狭窄に対するmetal stent留置に伴う合併症に関する多
施設共同後ろ向き観察研究

肝胆膵内科 R3.6.29 迅速審査

Alectinib初回治療後不応の日本人ALK陽性転移性非小細胞肺がん癌
患者を対象としたLorlatinib 治療関連アウトカム評価のための多施設共
同，後ろ向き観察研究

呼吸器内科 R3.6.29 迅速審査

B型肝炎およびC型肝炎患者における免疫チェックポイント阻害薬の安
全性

肝胆膵内科 R3.6.29 迅速審査

新型コロナウィルス感染症がリアルワールドのがん医療に及ぼした影
響：がん登録を基盤とした調査A cancer registry-based study on the
impact of COVID-19 on cancer care in Osaka (CanReCO)

がん対策センター R3.7.5 迅速審査

ハイブリッド式自動包埋装置と密閉式自動包埋装置を用いて作製された
パラフィンブロック標本における核酸品質の比較検討

ゲノム病理ユニット R3.7.6 迅速審査



悪性骨軟部腫瘍におけるフェロトーシス有用性に関する研究 整形外科 R3.7.9 迅速審査

家族性膵癌家系または遺伝性腫瘍症候群に対する早期膵癌発見を目
指したサーベイランス方法の確立

肝胆膵内科 R3.7.9 迅速審査

がんセンターにおいて形成外科的手技を要した症例における治療成績
の検討

形成外科 R3.7.14 迅速審査

胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡切除の治療成績に関する検討 
―多施設後ろ向き研究―

消化管内科 R3.7.14 迅速審査

JCOG1114CA1: 臨床検体の解析によるPCNSL予後予測バイオマーカー
および治療反応性規定因子の探索的研究 
―「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」の附随研究―

脳神経外科 R3.7.21 迅速審査

iDETECT 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投与例を対象としたデジタルデバ
イス由来データを用いた機械学習によるILD発症予測モデル探索試験

呼吸器内科 R3.7.21 迅速審査

悪性転化した脂漏性角化症の臨床病理学的検討 病理・細胞診断科 R3.7.21 迅速審査

頭皮血管肉腫に対する粒子線と新型頭部定位放射線治療システムを用
いた治療計画の比較および標準化

放射線腫瘍科 R3.7.21 迅速審査



「JCOG1911：高齢者または移植拒否若年者の未治療多発性骨髄腫患
者に対するダラツムマブ＋メルファラン＋プレドニゾロン＋ボルテゾミブ
（D-MPB）導入療法後のダラツムマブ単独療法とダラツムマブ＋ボルテ
ゾミブ併用維持療法のランダム化第III相試験」の附随研究 
JCOG1911A1：多発性骨髄腫に対するダラツムマブ併用化学療法におけ
る効果予測因子および抵抗性機序に関する探索的研究

血液内科 R3.7.30 迅速審査

膠芽腫でのT2強調画像高信号領域における非造影腫瘍と浮腫との鑑別
について

脳神経外科 R3.7.30 迅速審査

尿路上皮癌における NTRK 融合遺伝子の同定 病理・細胞診断科 R3.7.30 迅速審査

大阪府がん登録データを用いた悪性腫瘍の15年予後に関する疫学研究
がん対策
センター

政策情報部
R3.7.30 迅速審査

大阪府がん登録データを用いた肝胆膵領域悪性疾患に関する後方視的
研究

肝胆膵内科 R3.7.30 迅速審査

頭蓋内定位放射線治療におけるマージンについての検討 放射線腫瘍科 R3.7.30 迅速審査

70才以上の進行胆道癌患者に対する化学療法と高齢者機能評価に関
する前向き観察研究

肝胆膵内科 R3.8.3 迅速審査

レンバチニブによる甲状腺機能障害の発現状況調査 薬局 R3.8.3 迅速審査

成人T細胞白血病・リンパ腫患者における細胞形態と臨床情報の相関に
関する研究 血液内科 R3.8.6 迅速審査



2 次化学療法実施中の切除不能膵癌患者におけるElectronic Patient-
Reported Outcome (ePRO) を用いた QOL 調査研究

肝胆膵内科 R3.8.10 迅速審査

中心静脈ポートの初回逆血不良時の原因検索、及び継続使用期間に関
する後方視的研究

腫瘍内科 R3.8.16 迅速審査

ATGによる背景疾患毎の合併症頻度分布の違いと予後に与える影響
血液内科 R3.8.18 迅速審査

Helicobacter pylori未感染胃の過形成性ポリープの内視鏡的特徴の検
討

消化管内科 R3.8.18 迅速審査

免疫チェックポイント阻害薬投与後の進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
とレンバチニブのランダム化比較第 III 相試験

肝胆膵内科 R3.8.18 迅速審査

成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）における血漿中miRNAを用いた評価法
確立の為の基礎的検討 血液内科 R3.8.18 迅速審査

同時化学放射線療法を受けた局所進行非小細胞肺癌の症例検索シス
テム開発 
CRT case library study

放射線腫瘍科 R3.8.30 迅速審査

胃腫瘍にたいするunderwater endoscopic mucosal resection (EMR)の治
療成績についての検討

消化管内科 R3.9.3 迅速審査

大阪府におけるHTLV1感染の実情把握の為の研究 
血液内科 R3.9.3 迅速審査

JCOG1302A2 進行胃癌に対する術前病期診断による予後予測能につ
いての附随研究

消化器外科 R3.9.7 迅速審査



小型非小細胞肺癌に対する区域切除時のinterlobar lymph node郭清 呼吸器外科 R3.9.8 迅速審査

間質性肺炎の早期診断・モニタリング法の開発 麻酔科 R3.9.14 迅速審査

肺癌肺切除における胃切除術の既往が術後呼吸器合併症に与えるリス
クの検討と同合併症リスク低減に向けた方策の検討

呼吸器外科 R3.9.24 迅速審査

HOPE2021（rare driver retro study）: 希少ドライバー遺伝子異常をもつ
肺癌患者の後方視的調査

呼吸器内科 R3.9.24 迅速審査

脳転移を有するHER2陽性乳がんに対するトラスツズマブ デルクステカン
治療のレトロスペクティブチャートレビュー研究(ROSET-BM)

乳腺・内分泌外科 R3.9.24 迅速審査

成人T細胞白血病・リンパ腫患者における臨床情報の整理と疾患レジス
トリ構築および人工知能等による患者層別化に関する研究

血液内科 R3.9.24 迅速審査

膠芽腫患者の初期治療後の退院先の予測モデルの構築 リハビリテーション部 R3.9.24 迅速審査

呼気時息止め照射における呼吸トレーニングの有用性について 放射線腫瘍科 R3.9.24 迅速審査

Endoscopic removal of metastatic malignant melanoma of the
duodenum(症例報告)

消化管内科 R3.9.27 迅速審査

成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）のHTLV-1のウイルス学的解析の臨床
的意義を明らかにする研究 血液内科 R3.10.1 迅速審査



ホルモン受容体陽性かつHER2陰性手術可能乳癌における血中変異と
組織変異との相関解析研究

乳腺・内分泌外科 R3.10.18 迅速審査

膠原病併存膵癌に対する全身化学療法についての後ろ向き観察研究 肝胆膵内科 R3.10.18 迅速審査

オピオイド不応の疼痛に対して甘麦大棗湯が有効であった1症例 薬局 R3.10.18 迅速審査

早期前立腺癌に対する監視療法患者における前立腺全摘標本の
adverse pathologyの予測因子についてのPRIAS-JAPANのデータを用い
た後ろ向き研究

泌尿器科 R3.10.18 迅速審査

転移性去勢抵抗性前立腺癌における体幹MRIの定量化システムの構築 泌尿器科 R3.10.18 迅速審査

家族性大腸腺腫症（FAP）に発生する多発十二指腸ポリープに対する内
視鏡治療の有効性と長期予後に関する研究
（単施設前向きコホート研究）

消化管内科 R3.10.18 迅速審査

新型コロナウイルス感染症（COVID‒19）流行におけるがん治療への影
響と実態把握

歯科 R3.10.22 迅速審査

髄膜癌腫症の予後を規定する因子について 脳神経外科 R3.10.22 迅速審査

口腔がんを中心とした頭頸部がん患者の地域格差の検討
がん対策センター疫学統

計部
R3.10.22 迅速審査

皮膚類上皮血管腫性結節の臨床病理学的検討 病理・細胞診断科 R3.10.25 迅速審査



転移性去勢抵抗性前立腺癌におけるカバジタキセルの有効性の検討 泌尿器科 R3.10.25 迅速審査

子宮頸部異形成に対する子宮頸部レーザー蒸散術の効果に関する研
究

婦人科 R3.10.25 迅速審査

大阪府がん登録データを用いた重複癌における肝細胞癌についての後
方視的研究

肝胆膵内科 R3.10.25 迅速審査

LC-SCRUM liquidの多施設共同解析研究 呼吸器内科 R3.10.25 迅速審査

Osi-risk study ：Osimertinibによる薬剤性肺障害後の後治療の実態と
EGFR-TKI re-challengeの安全性・有効性を調査する後方視的観察研究

呼吸器内科 R3.11.2 迅速審査

大阪府がん登録データを用いた、子宮頸癌・子宮体癌に対する内視鏡
手術の普及が根治率に及ぼす影響に関する後方視的観察研究

婦人科 R3.11.10 迅速審査

大阪府がん登録データを用いた婦人科がん治療後の二次発がんに関す
る後方視的観察研究

婦人科 R3.11.10 迅速審査

ナノリポソーム型イリノテカンによる副作用発現状況調査 薬局 R3.11.11 迅速審査

IVIM解析のb値サンプリングに関する検討 放射線診断・IVR科 R3.11.11 迅速審査



当院における低セレン血症の患者背景調査 薬局 R3.11.11 迅速審査

非浸潤性乳管癌と術前診断され乳房温存療法を予定する症例にセンチ
ネルリンパ節生検は必要か

乳腺・内分泌外科 R3.11.11 迅速審査

婦人科癌（子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌）に対する放射線治療の効果お
よび放射線後再発に対する二次治療の効果に関する研究

婦人科 R3.11.11 迅速審査

転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療成績の検討 放射線腫瘍科 R3.11.11 迅速審査

飲酒率、喫煙率を考慮したがん患者の10年生存率について
がん対策センター疫学統

計部
R3.11.11 迅速審査

Ⅲ期非小細胞肺癌の化学放射線療法方針決定のための肺線量推測シ
ステムの開発

放射線腫瘍科 R3.11.15 迅速審査

WJOG6410LTR
非小細胞肺癌完全切除後Ⅱ-Ⅲ期のEGFR 変異陽性例に対するシスプ
ラチン＋ビノレルビン併用療法を対照としたゲフィチニブの術後補助化学
療法のランダム比較第Ⅲ相試験
（WJOG6410L/IMPACT）における付随バイオマーカー研究

呼吸器外科 R3.11.15 迅速審査

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 消化管内科 R3.11.18 迅速審査

大腸巨大病変の内視鏡切除標本回収における改良した軟性内視鏡用
回収バッグの有用性

消化管内科 R3.11.24 迅速審査



単回使用型心電計の初回使用例の報告 腫瘍循環器科 R3.11.24 迅速審査

EGFR-TKIのNLRへの影響に関する探索的観察研究 呼吸器内科 R3.11.24 迅速審査

乳癌に対する特異的抗原構造の同定 乳腺・内分泌外科 R3.11.24 迅速審査

胆管メタリックステントのマーカー配置の変更による放射線治療時の有
用性の検証

放射線腫瘍科 R3.11.1 迅速審査

中枢神経原発悪性リンパ腫に対する最適な治療方針の確立 脳神経外科 R3.12.1 迅速審査

第35回International workshop on therapeutic endoscopyライブデモ 消化管内科 R3.12.1 迅速審査

TSSGO-1701肺切除術後の間質性肺炎急性増悪症例における予後およ
び治療反応性予測因子についての後方視的検討（多機関共同後方視的
観察研究）

呼吸器外科 R3.12.1 迅速審査

下部直腸の術前診断粘膜下層深部浸潤(cT1b)癌に対する切除断端陰
性局所切除のためのESDの実施可能性

消化管内科 R3.12.1 迅速審査

PD-L1発現≧50%の進行期非小細胞肺癌に対する初回治療としての
Pembrolizumab単剤および免疫チェックポイント阻害薬/プラチナ併用化
学療法の有効性および背景因子に関する多施設後ろ向き観察研究

呼吸器内科 R3.12.6 迅速審査

肝動脈破格を伴う膵頭部癌における破格肝動脈浸潤の臨床的意義の
検討

消化器外科 R3.12.6 迅速審査



AMOY 9-in-1院内測定体制の実装にむけた予備実験研究 呼吸器内科 R3.12.10 迅速審査

造影剤検査が必要な造影剤アレルギー患者に対する安全な管理法の研
究

麻酔科 R3.12.14 迅速審査

2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究: 肺癌登
録合同委員会 第11次事業

呼吸器外科 R3.12.15 迅速審査

大腸癌肝転移を対象とした前向きレジストリ研究 消化器外科 R3.12.15 迅速審査

当院におけるアナモレリン錠の処方状況調査 薬局 R3.12.15 迅速審査

国際がん研究機関（IARC）５大陸のがん罹患（CI5）第XII巻データコール
（大阪府がん登録データ提供）

がん対策センター R3.12.17 迅速審査

悪性腫瘍（胃癌・食道癌・腎細胞癌・尿路上皮癌・悪性黒色腫）に対する
抗PD-1/L1抗体を含む治療法の新規効果予測因子を用いた前向き観察
研究

腫瘍内科 R3.12.17 迅速審査

JANP studyにおいて集積された臨床検体の保存および医学研究への利
用（包括的同意）

呼吸器外科 R3.12.20 迅速審査

切除不能・進行再発胃癌、大腸癌、膵癌に対するエドルミズ投与に関す
る観察研究

消化器外科 R3.12.20 迅速審査

新規腫瘍型の良性汗腺系腫瘍の臨床病理学的検討 病理・細胞診断科 R3.12.20 迅速審査



臨床因子から算出したスコアを用いた頭頸部癌に対する免疫チェックポ
イント阻害薬の効果予測能の後方視的検討

頭頸部外科 R3.12.28 迅速審査

腋窩リンパ節への組織マーカー留置を応用した乳癌センチネルリンパ節
生検の有用性に関する前向き観察研究

乳腺・内分泌外科 R3.12.28 迅速審査

食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察において腫瘍
マーカー測定の有用性を探索的に評価する統合解析（研究番号
JCOG2106A）

消化器外科 R3.12.28 迅速審査

進行・再発非小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋ナブパクリタキセ
ル＋ベバシズマブ併用療法の多機関共同後ろ向き研究

呼吸器内科 R4.1.17 迅速審査

非切除悪性肝門部胆管閉塞におけるYABUSAMEⓇ(uncovered self
expandable metallic stent)の有用性に関する多施設共同前向き観察研
究

肝胆膵内科 R4.1.17 迅速審査

服薬指導データを用いた医薬品安全を見守る自然言語処理基盤の開発
がん対策
センター

R4.1.17 迅速審査

パゾパニブによる薬剤性肝障害の発現状況調査 薬局 R4.1.17 迅速審査

多項目迅速DNAウイルスPCR法を用いた造血幹細胞移植後ウイルス感
染症早期診断に関する研究

血液内科 R4.1.17 迅速審査

膵癌術後のオリゴ肺転移に対する肺切除に関する多機関共同後ろ向き
観察研究

消化器外科 R4.1.26 迅速審査

小型末梢非小細胞肺癌に対する縦隔リンパ節の検討 呼吸器外科 R4.2.2 迅速審査



脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査） 脳神経外科 R4.2.7 迅速審査

「乳房再建術の安全性と予後に関する多施設後ろ向き検討」 
（乳癌学会班研究）

乳腺・内分泌外科 R4.2.7 迅速審査

胃癌組織における腫瘍浸潤免疫細胞に関する研究 消化器外科 R4.2.7 迅速審査

術後放射線治療を受けた乳がん患者における二次発がんリスクの検討 放射線腫瘍科 R4.2.16 迅速審査

再発又は遠隔転移を有する頭頸部扁平上皮癌患者に対する免疫チェッ
クポイント阻害薬のbeyond PD治療の有効性と安全性の検討

腫瘍内科 R4.2.16 迅速審査

Indolent ATLの予後予測因子に関するJSPFADレジストリデータを用いた
後方視的研究

血液内科 R4.3.4 迅速審査

ASTRAL study：日本の実臨床下における進行非扁平上皮非小細胞肺
癌患者の1 次治療選択前バイオマーカー検査用検体の腫瘍細胞割合評
価：前向き、多施設共同、観察研究

呼吸器内科 R4.3.4 迅速審査

子宮頸癌におけるLOX-1発現の意義の検討 婦人科 R4.3.4 迅速審査

複数転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療における単一と複数アイソ
センター法による治療計画の比較

放射線腫瘍科 R4.3.4 迅速審査

鼠径リンパ節転移から診断された卵巣、卵管癌の一例 婦人科 R4.3.4 迅速審査



がんゲノム医療における膵がん患者のRCA2病的バリアント陽性例の検
討

乳腺外科 R4.3.4 迅速審査

食道癌放射線治療後の局所遺残・再発症例に対する内視鏡治療症例
の遡及的検討

消化管内科 R4.3.4 迅速審査

JCOG1807CA1
JCOG1807C「肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後
デュルバルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用した集学的治療
に関する非ランダム化試験」の附随研究
肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後デュルバルマ
ブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用した集学的治療におけるバイ
オマーカー探索的研究

呼吸器外科 R4.3.15 迅速審査

同種移植後再発難治性成人T細胞白血病リンパ腫を対象としたNY-
ESO-1抗原特異的TCR遺伝子導入Tリンパ球（TBI-1301-A）輸注後の長
期追跡調査

血液内科 R4.3.15 迅速審査

乳房温存手術後の乳房内再発に対する手術術式選択に関するアンケー
ト調査を用いた他施設共同横断研究

乳腺・内分泌外科 R4.3.15 迅速審査

当院におけるBRCA1 c.2800C>Tバリアント保持症例と卵巣癌のリスクの
検討

乳腺外科 R4.3.15 迅速審査

高齢者に対する幽門側胃切除後再建（Billroth-II 法 versus Roux-en-Y
法）に関するランダム化比較第 II 相臨床試験

消化器外科 R4.3.15 迅速審査

転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療における最適な腫瘍線量不均
一性の検討

放射線腫瘍科 R4.3.15 迅速審査

リアルワールドのがん医療の評価に既存資料を活用するOsaka Cancer
Registry activation (OCRA) project

がん対策センター R4.3.15 迅速審査



露光部(非粘膜型/非末端黒子型)メラノーマにおけるニボルマブ＋イピリ
ムマブ併用療法の一次治療と抗PD-1抗体単剤療法の一次治療（無効
後ニボルマブ＋イピリムマブを含む）の効果に関する多施設共同後ろ向
き研究

腫瘍皮膚科 R4.3.15 迅速審査

Radiomics特徴量による転移性脳腫瘍に対する放射線治療効果予測 放射線腫瘍科 R4.3.16 迅速審査

頭頸部癌患者の治療後の肺炎に関する検討 リハビリテーション部 R4.3.22 迅速審査



申請内容 所属 許可日

肝細胞癌患者の血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲノム統合解析(COSMOS-
HCC-01) ［外］

肝胆膵内科 R3.4.7

成人T細胞白血病に対する移植後シクロフォスファミドを用いた非血縁者間末梢
血幹細胞移植の安全性・有効性を検討する第II相試験(NCCH2002) ［外］

血液内科 R3.4.8

前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候群における、同種移植までの橋
渡し治療と移植成績の検討　-JALSG AML/MDS/CMML Clinical Observational
Study (JALSG-CS)-11--MDS-SCT- ［外］

血液内科 R3.4.30

高齢進展型小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋エトポシド 
＋アテゾリズマブ併用療法の第Ⅱ相試験 ［外］

呼吸器内科 R3.5.17

JCOG1807C: 肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後デュルバ
ルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用した集学的治療に関する単群検
証的試験 
 ［外］

呼吸器外科 R3.5.27

転移が骨に限局するオリゴプログレッシブ去勢抵抗性前立腺癌患者に対する標
的放射線療法及びゾーフィゴの併用と標的放射線療法とを比較する多施設無作
為非盲検第II相試験 ［外］

泌尿器科 R3.6.2

Performance Status 2の進行非扁平上皮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＋アテゾリズマブ併用療法の第Ⅱ相試験 ［外］

呼吸器内科 R3.6.9

胃上皮性腫瘍病変の存在診断における、第三世代狭帯域光観察、TXI観察、白
色光観察の有効性・安全性を検討する探索的ランダム化比較試験  ［外］

消化管内科 R3.7.5

[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]



進行性腎細胞癌患者の骨転移巣に対するカボザンチニブ単剤療法の有効性を
検討する探索的試験 ［外］

泌尿器科 R3.7.13

大動脈周囲リンパ節転移に関する研究(大腸癌研究会プロジェクト研究)  ［外］ 消化器外科 R3.7.6

乳房MRIにおけるUltrafast シーケンスの検討 [外] 乳腺・内分泌外科 R3.8.19

JCOG2006: 切除可能な局所高度進行結腸癌に対する術前mFOLFOX6療法と術
前FOLFOXIRI療法 のランダム化第II相試験 ［外］

消化器外科 R3.8.31

AIを用いた手術支援モデルの構築 ［外］ 消化器外科 R3.8.25

膵癌患者における血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲノム統合解析　COSMOS-
PC-01 ［外］

消化器外科 R3.9.9

胃切除後・進行再発胃癌患者に対するアナモレリン塩酸塩の臨床効果に関する
ランダム化比較試験 ［外］

消化器外科 R3.10.5

JCOG2008：未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫に対するオビヌツズマブ＋ベンダム
スチン療法後のオビヌツズマブ維持療法の省略に関するランダム化第 III 相試
験 ［外］

血液内科 R3.10.8

JCOG2002：進展型小細胞肺癌に対する胸部放射線治療の追加を検討するラン
ダム化第Ⅲ相試験 ［外］

呼吸器内科 R3.10.12

切除不能胃癌に対するフルオロウラシル/レボホリナート、オキサリプラチンおよ
びドセタキセル併用療法（FLOT）の第I相試験 ［外］

腫瘍内科 R3.10.12



WJOG15121L (REAL-WIND)：IV期肺癌患者における予後を含めた実態調査：多
施設後ろ向きレジストリ研究 ［外］

呼吸器内科 R3.10.15

未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン
療法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有
効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験 - JSCT MM20 – ［外］

血液内科 R3.11.4

未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシー
クエンス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第II相試
験 -JSCT EMM21- ［外］

血液内科 R3.11.4

JCOG2014: 標準化学療法に不応・不耐な切除不能進行再発大腸癌患者を対象
としたTrifluridine/Tipiracil単 剤療法とBi-weekly
Trifluridine/Tipiracil+Bevacizumab併用療法のランダム化比較第III相試験 ［外］

消化器外科 R3.11.18

食道扁平上皮癌の内視鏡的切除後 非治癒症例に対する追加外科手術と 追加
化学放射線療法の長期予後に関する 多施設共同後ろ向き観察研究 ［外］

消化管内科 R3.10.25

「生細胞染色CTS（Click-to-sense）法を用いた乳がんの乳房温存手術の切除断
端に対する術中迅速診断の確立」の実現可能性に関する多施設共同による臨
床試験 ［外］

乳腺・内分泌外科 R3.10.28

BRAF 変異型大腸癌に対するBRAF 阻害薬併用療法のバイオマーカー探索を含
めた観察研究（BEETS 試験）:JACCRO CC-18 ［外］

腫瘍内科 R3.10.28

術前化学療法をうけた乳癌患者に対する乳房手術省略に関するアンケート調査
を用いた多施設共同横断研究 (乳房手術省略アンケート調査)
［外］

乳腺・内分泌外科 R3.11.4

子宮頸癌根治的放射線治療（同時化学放射線療法）における中央遮蔽なしの外
部照射と3次元画像誘導小線源治療併用に関する多施設共同後ろ向き観察研
究 ［外］

放射線腫瘍科 R3.11.4

エンザルタミドの投与を受けている転移性去勢感受性前立腺癌（mCSPC）患者
における癌ゲノムと臨床転帰の関連について検討する多施設前向き研究 ［外］

泌尿器科 R3.11.17



切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者を対象としたアキャルック
スおよびBioBladeレーザシステムによる頭頸部イルミノックス治療の有効性およ
び安全性に関する観察研究 ［外］

頭頸部外科 R3.11.18

進行性腎細胞癌患者に対するカボザンチニブ治療におけるpatient-reported
outcome (PRO: ePRO/pa/er-PRO)モニタリングの有用性を探索する他施設共
同試験 ［外］

泌尿器科 R3.12.24

OGSG2101　Stage II/III大腸癌根治切除後の補助化学療法中または治療後に早
期再発したRAS野生型かつBRAF V600E変異再発大腸癌患者に対するエンコラ
フェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法の有効性と安全性を探索する第II相試
験　（TRESBIEN試験） ［外］

腫瘍内科 R3.12.24

家族性大腸腺腫症患者への低用量アスピリンによる単一介入臨床試験(J-
FAPP Study Ⅴ) ［外］

消化管内科 R3.12.24

conversion手術が可能となった切除不能局所進行膵癌に対する化学放射線療
法上乗せ効果を検討しするランダム化第Ⅱ相試験 ［外］

消化器外科 R3.12.28

膀胱癌に対する根治的膀胱全摘除術の包括的調査:多施設共同観察研究
［外］

泌尿器科 R3.12.28

小児遺伝性腫瘍レジストリの意義と実行可能性を探索するための前方視的観察
研究  ［外］

小児科 R3.12.28

小型直腸神経内分泌腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層結紮下切除術に用いる結
紮器の有用性に関する非盲検化ランダム化比較試験（BANDIT trial） ［外］

消化管内科 R4.1.26

WJOG14420LTR : EGFR 遺伝子L858R 変異陽性進行再発非扁平上皮非小細胞
肺癌におけるTP53 遺伝子変異の意義および治療耐性メカニズムの検討 ［外］

呼吸器内科 R4.1.26

非乳頭部十二指腸神経内分泌腫瘍に対する内視鏡治療および外科手術の短期
成績・長期予後に関する多施設共同遡及的研究（D-NET試験） ［外］

消化管内科 R4.2.1



低悪性度神経膠腫における分子分類と予後についての後方視的研究 ［外］ 脳神経外科 R4.2.1

アベマシクリブ服用患者における間質性肺疾患および肝障害と HLA アレルおよ
び ABCG2 遺伝子型との関連性を評価するケースコントロール研究 (アベマシク
リブ関連薬剤性肺障害のネステッドケースコントロール研究の付随研究) ［外］

乳腺・内分泌外科 R4.2.10

JCOG2004：切除不能進行・再発大腸癌に対する二次化学療法における
FOLFIRI療法と併用するVEGF阻害薬（ベバシズマブ、ラムシルマブ、アフリベル
セプト）の選択に有用なバイオマーカーを探索するランダム化第Ⅱ相試験 ［外］

消化器外科 R4.3.28

WJOG 13320GPS-TR
切除不能進行・再発胃癌を対象とするマイクロサテライト不安定性ステータス別
の遺伝子プロファイリングおよび免疫関連有害事象に関連する遺伝子バリアント
を探索する研究 ［外］

腫瘍内科 R4.3.3

アグレッシブATLにおける予後因子の検討と個別化医療の確立を目的とした全
国一元化レジストリおよびバイオレポジトリの構築
 ［外］

血液内科 R4.3.3

BRAF陽性悪性黒色腫に対するBRAF･MEK阻害薬および免疫チェックポイント阻
害薬の臨床効果に関する多機関共同後ろ向き観察研究 ［外］

腫瘍皮膚科 R4.3.28

大腸ステント留置後切除可能閉塞性大腸癌における深部結腸観察の有用性に
関する多機関共同前向き研究  ［外］

消化管内科 R4.3.28

完全切除されたリンパ節転移陰性の非小細胞肺癌（> 2cm）患者に対する、UFT
を用いた術後補助化学療法におけるEGFR遺伝子変異の影響：CSPOR-LC03試
験副次解析としての多施設共同後ろ向き観察研究 ［外］

呼吸器外科 R4.3.28


