
申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

シスプラチン投与におけるショートハイドレーション法を受けた肺がん患
者の自己管理の実態

８階北 H28.4.4 看護部倫理審査会

膵がんの臨床試験を受ける患者の思い 11階南病棟 H28.5.2 看護部倫理審査会

覚醒下開頭腫瘍摘出術を受けた患者の術中体験 10階北病棟 H28.5.2 看護部倫理審査会

悪性軟部腫瘍に対する分子標的薬パゾパニブ錠の副作用の実態調査 7階北病棟 H28.5.2 看護部倫理審査会

難治の希少がんである軟部肉腫および悪性中皮腫のエクソーム・エピゲ
ノム・トランスクリプトーム解析による新規治療標的およびバイオマー
カーの探索

研究所 病態生理学部門 H28.5.13 第54回遺伝子解析部会

がん細胞培養（ＣＴＯＳ法）と遺伝子解析によるがんの診断・治療に関す
る研究　　ゲノム解析）

研究所　生化学部門 H28.5.13 第54回遺伝子解析部会

WJOG8415L (J-PLEURA)　がん性胸膜炎に対する胸膜癒着療法のラン
ダム化比較第3 相試験：滅菌調整タルクvs. OK-432

呼吸器内科 H28.5.23 研究助成部会

肝腫瘍に対する開腹肝切除と腹腔鏡下肝切除の有効性に関する前向き
試験（無作為化比較試験）

消化器外科 H28.5.23 研究助成部会

平成28年大阪府立成人病センター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]



HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンとS1のhealth-
related quality of life(HRQoL)を比較するランダム化第III相試験(RESQ試
験)

臨床腫瘍科 H28.5.23 研究助成部会

通常内視鏡による早期胃癌深達度診断の習熟効果に関する検討 消化管内科 H28.5.27 第75回倫理審査委員会

大腸ESD後創部の完全縫縮によるESD後症候群の予防効果の検討 消化管内科 H28.5.27 第75回倫理審査委員会

切除不能の局所進行膵癌に対するゲムシタビン＋nabパクリタキセル導
入化学療法＋化学放射線療法の第II相試験

検診部消化器検診科 H28.5.27 第75回倫理審査委員会

日本人における大腸がんの部位別罹患率の経年変化の検討
      愛知県がんセンター

疫学予防部
H28.5.27 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

神奈川県における中皮腫罹患率の年次推移と主要府県との比較検討
  神奈川県立がんセンター

臨床研究所
H28.5.27 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

小児とAYA（adolescent and young sdult）世代におけるがんの比較
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H28.5.27 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん罹患率国際比較データブックCI5第11巻へのデータ提出
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H28.5.27 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

小児がん罹患率国際比較データブックＩＩＣＣ第3巻へのデータ提出
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H28.5.27 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

状態悪化によりＩＣＵで人工呼吸器を装着した患者のリハビリ開始時期に
関する実態調査

ＩＣＵ H28.6.6 看護部倫理審査会



食道がんの手術をうけた高齢患者の在宅経腸栄養管理に関する困難 10階南病棟 H28.6.6 看護部倫理審査会

外来化学療法室で初めて化学療法を経験する初回治療の乳がん患者
の不安調査

化学療法外来 H28.6.6 看護部倫理審査会

上皮成長因子受容体阻害薬による皮膚障害が　患者の心理面へ及ぼ
す影響と対処行動

化学療法外来 H28.7.4 看護部倫理審査会

大阪府立成人病センターにおける化学療法外来におけるCVポートから
の採血に伴う合併症の発生状況の調査

化学療法外来 H28.7.4 看護部倫理審査会

舌切除を受けたがん患者が食を再構築する上での困難と取り組み 大阪府立大学大学院 H28.8.1 看護部倫理審査会

化学療法により栄養失調状態に陥った思春期の骨肉腫患者に対する看
護介入を振り返る

7階北病棟 H28.8.1 看護部倫理審査会

青年期にある骨肉腫患者の意思決定への支援～発達段階から考える
～

7階北病棟 H28.8.1 看護部倫理審査会

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 H28.8.5 第55回遺伝子解析部会

「EGFR 突然変異を有する再発・進行非小細胞肺癌における薬剤選択に
関する研究」に伴う附随研究―ctDNAによる腫瘍動態の解析―

呼吸器内科 H28.8.5 第55回遺伝子解析部会

KRAS野生型の進行・再発大腸癌に対するSOX＋B-mab療法とSOX＋
C-mab療法の無作為化比較第Ⅱ相試験

消化器外科 H28.8.22 研究助成部会



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 H28.8.22 研究助成部会

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 H28.8.22 研究助成部会

ダ・ヴィンチ手術システムを用いた、ロボット支援腹腔鏡下広汎子宮全摘
術の臨床応用に関する研究（ver 1.0）

婦人科 H28.9.2 第76回倫理審査委員会

大阪府における膵・口腔・咽頭・喉頭がん、悪性リンパ腫の記述疫学的
研究

大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

28.9.2 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における食道癌・胃癌の組織型別年次推移の検討
大阪府立成人病センター

消化管内科
28.9.2 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

　　初回化学療法を受ける膵臓がん患者への看護支援　　　　　　　　－
化学療法オリエンテーションに対する思いー

9階北病棟 28.9.5 看護部倫理審査会

外来化学療法を受けている膵臓がん患者の気がかり 化学療法外来 28.9.5 看護部倫理審査会

化学療法中の膵臓がん患者の情報ニーズ 9階南病棟 28.9.5 看護部倫理審査会

術前補助療法と手術中に発生した皮膚障害の関係性 中央手術室 28.9.5 看護部倫理審査会

咽頭部放射線治療による味覚障害と口腔内疼痛が早期に改善した青年
期患者への看護を振り返る

11階北病棟 28.9.5 看護部倫理審査会



終末期にその人らしく過ごされたがん患者・家族との関わりを通して二重
ABCXモデルを用いての振り返り

11階北病棟 28.9.5 看護部倫理審査会

化学療法を受ける生殖年齢にあるがん患者への妊孕性ケアにおける看
護師の困難の実態と関連要因

大阪大学院医学系研究科 28.9.5 看護部倫理審査会

術前訪問用のオリエンテーション用資料を改訂してー現状に即した写真
入りパンフレットの効果ー

中央手術室 H28.10.3 看護部倫理審査会

脊椎悪性腫瘍後方除圧固定術後に発症した褥瘡に関するチームアプ
ローチ

6階南病棟 H28.10.3 看護部倫理審査会

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 消化器外科 H28.11.30 研究助成部会　　持回り

乳癌の孤立性局所・領域再発巣に対する術前化学療法の安全性と有効
性を評価する第Ⅱ相試験

乳腺・内分泌外科 H28.12.2 第77回倫理審査委員会

ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するキロサイド療法の有効性
の検討

血液・化学療法科 H28.12.2 第77回倫理審査委員会

検診発見乳癌の動向に関する研究 大阪府済生会千里病院 H28.12.2 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん患者の生存に関する国際共同研究（CONCORD-3）へのデータ提出
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H28.12.2 悪性新生物患者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
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H28.12.2 悪性新生物患者登録資料利用検討部会



がん患者のがん以外の死因に関する研究
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H28.12.2 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

術前訪問で使用するオリエンテーションボードの活用状況ー手術室看護
師へのアンケート調査ー

中央手術室 H28.12.5 看護部倫理審査会

緩和ケアチーム活動に関する評価
～医師・病棟看護師へのアンケート調査を通して～

緩和ケア　センター H29.1.16 看護部倫理審査会

看護師に対する緩和ケア研修会の効果と課題 緩和ケア　センター H29.1.16 看護部倫理審査会

口腔癌患者のリワークプロセスに応じた会話明瞭アセスメントツールの
開発

創価大学 H29.1.16 看護部倫理審査会

上顎がん治療中の小腸壊死に対して回腸部分切除実施後、下痢対策と
しての成分栄養剤が有効であった1例

7階南病棟 H29.1.16 看護部倫理審査会

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 相試験実施計画書ver1.0

婦人科 H29.2.20 研究助成部会

胃癌術前ステロイド投与の有効性と安全性を検証するランダム化比較第
Ⅱ/Ⅲ相試験

消化器外科 H29.2.20 研究助成部会

Resectable/Borderline resectable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の第II相試験

消化器外科 H29.2.24 第78回倫理審査委員会

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

  がん予防情報センター
企画調査課

H29.2.24 第78回倫理審査委員会



胸腺腫の罹患数の年次推移
胸腺腫・胸腺がん患者会

ふたつば
H29.2.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

地域がん登録の実態把握を目的に、罹患データの提供を受け、がん罹
患の把握および地域間の比較を行う

    国立がん研究センター
がん対策情報センター

がん登録センター
H29.2.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

地域がん登録データと院内がん登録全国集計データを用いたがん診療
実態の把握を行う

    国立がん研究センター
がん対策情報センター

がん登録センター
H29.2.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会



[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

胃切除症例におけるピロリ菌感染率及び自然除菌率の前向き研究 消化器外科 4月8日 迅速審査

胚細胞腫化学療法におけるテストステロン負荷テストの実施状況に関す
る調査研究

泌尿器科 4月8日 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

呼吸器外科 4月12日 迅速審査

JMTO PCa10-01（ホルモン不応性前立腺癌患者に対するドセタキセルと
デキサメタゾンによる併用療法の有効性・安全性の検討）の予後調査

泌尿器科 4月12日 迅速審査

髄液を用いたB細胞性非ホジキンリンパ腫の中枢神経再発予測因子の
検討

血液・化学療法科 4月12日 迅速審査

限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性に関する観察研究 泌尿器科 4月12日 迅速審査

Treatment with rehabilitation and nutrition support for severe
sarcopenic dysphagia and reconstructed flap atrophy in long-term
course after sub-total glossectomy: A case report

リハビリテーション科 4月13日 迅速審査

血漿DNAのメチル化および遺伝子変異の分析とその臨床的有用性の検
討

乳腺内分泌外科 4月13日 迅速審査



JCOG0802/WJOG4607L：肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する肺葉切
除と縮小切除（区域切除）の第III相試験

呼吸器外科 4月13日 迅速審査

肝細胞癌根治切除術後の新規予後予測ステージングシステムにおける
妥当性の検証

消化器外科 4月15日 迅速審査

JCOG0804/WJOG4507L ：胸部薄切CT所見に基づく肺野型早期肺癌に
対する縮小切除の検証的非ランダム化試験

呼吸器外科 4月15日 迅速審査

Pirfenidone投与が非小細胞肺癌に及ぼす組織学的影響についての解
析（多施設共同後方視的観察研究）

呼吸器外科 4月15日 迅速審査

WJOG8515L　　T790M変異以外の機序にて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 4月15日 迅速審査

一過性脳血流低下による脳保護分子の探索 脳神経外科 4月15日 迅速審査

Barcelona Clinic Liver Cancer stage-B (BCLC-B) 肝細胞癌の予後規定
因子の解明のための後向き研究

肝胆膵内科 4月19日 迅速審査

CPC（臨床病理検討会）の医学教育への利用 病理・細胞診断科 4月19日 迅速審査

日本産科婦人科学会腫瘍委員会「子宮頸部円錐切除術の実態調査」 婦人科 4月20日 迅速審査

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における側孔付20G針の胃粘膜下腫
瘍の診断に対する有用性を検討する多施設共同前向き研究

消化器検診科 4月20日 迅速審査



超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における側孔付25G針の膵神経内分
泌腫瘍の悪性度評価に対する有用性を検討する多施設共同前向き研
究

消化器検診科 4月22日 迅速審査

レゴラフェニブおよび TAS-102 以外の標準治療薬に不応／不耐となっ
た治癒切除不能大腸がんに対するレゴラフェニブ単独療法と TAS-102
単独療法を比較する多施設共同観察研究（REGOTAS）

臨床腫瘍科 4月27日 迅速審査

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

消化器外科 4月28日 迅速審査

頭蓋内腫瘍に対する新規回転型強度放射線治療の臨床導入への検討 放射線診断科 4月28日 迅速審査

 Cold snare polypectomyの完全摘除割合に関す る多施設共同ランダム
化比較試験  Complete resection rate of cold snare polypectomy: a
randomized controlled trial (CRESCENT study)

消化管内科 5月11日 迅速審査

非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 血液・化学療法科 5月11日 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 5月13日 迅速審査

神経膠腫における血中循環腫瘍細胞の検出 脳神経外科 5月13日 迅速審査

3テスラMR装置における全身躯幹部拡散強調画像撮像シーケンスの最
適化および、臨床的有用性の検討

放射線診断科 5月13日 迅速審査

抗凝固薬服用症例におけるCold snare polypectomの有用性を検証する
非盲検化ランダム化比較試験

消化管内科 5月17日 迅速審査



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
（JCOG1314）

消化器外科 5月20日 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 5月30日 迅速審査

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
(JCOG1205/1206)

呼吸器内科 6月7日 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

呼吸器内科 6月9日 迅速審査

血液検査によるimmune checkpoint阻害剤の効果の早期予測の研究 呼吸器内科 6月14日 迅速審査

転移性骨腫瘍の治療成績、予後因子の調査 整形外科 6月27日 迅速審査

頭頸部扁平上皮癌術後放射線治療症例における再発形式の検討 放射線治療科 6月27日 迅速審査

頭頸部癌放射線治療後の嚥下障害に関する検討 放射線治療科 6月27日 迅速審査

食道表在癌に対する内視鏡的切除術＋化学放射線療法の有効性と安
全性に関する検討

消化管内科 6月28日 迅速審査

前立腺癌術後PSA再発に対する3DCRTとIMRTの比較検討 放射線治療科 6月28日 迅速審査



上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対す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　Ver4.1

婦人科 6月28日 迅速審査

術前治療としての肝細胞癌門脈腫瘍栓に対する呼吸同期/抑制
SBRT/VMATの治療成績の検討

放射線治療科 6月29日 迅速審査

悪性神経膠腫に対する強度変調放射線治療に関する遡及的検討 放射線治療科 6月29日 迅速審査

早期消化管腫瘍の内視鏡切除後潰瘍に対する糸付きクリップを用いた
完全縫縮の実施可能性についての検討

消化管内科 6月29日 迅速審査

Ⅲ期非小細胞肺癌に対するconcomitant boostを用いた加速多分割照
射の治療成績の検討

放射線治療科 6月30日 迅速審査

食道癌に対する食道亜全摘術を行う患者の術前のサルコペニアは術後
嚥下障害の予測因子となるかどうかの後ろ向き検討

リハビリテーション科 6月30日 迅速審査

ピラルビシン術直後単回膀胱内注入療法の膀胱腫瘍再発予防効果検
討試験

泌尿器科 6月30日 迅速審査

前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に関する
実態調査研究

泌尿器科 6月30日 迅速審査

経済的な問題を抱える者に対するがん検診受診に関するバリア調査
    がん予防情報センター

疫学予防課
6月30日 迅速審査

去勢抵抗性前立腺癌の治療実態に関する観察研究 泌尿器科 6月30日 迅速審査



腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する前向き観察多施設共同研究 消化器外科 7月7日 迅速審査

C型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法に伴うB型肝炎ウイルス動態の
検討

肝胆膵内科 7月7日 迅速審査

がん患者のがん以外の死因に関する研究 がん予防情報センター 7月15日 迅速審査

C4.4AのC末端ペプチドに対する抗体による大腸癌の再発予測に関する
多施設研究

消化器外科 7月15日 迅速審査

大腸癌所属リンパ節における脂肪分解酵素溶液処理によるRNAへの影
響検討

消化器外科 7月15日 迅速審査

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（JCOG0905    v1.4）

整形外科 7月20日 迅速審査

切除可能進行食道癌に対する術前Docetaxel+CDDP+5FU併用化学療法
2vs3サイクルのランダム化Ⅱ相試験

消化器外科 7月20日 迅速審査

直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomy(一時的双孔式回腸瘻)の
前向き観察研究

消化器外科 7月20日 迅速審査

局所進行下部直腸癌に対する術前XELOX＋ベバシズマブ療法に関する
実施可能性の検討Pilot Study追跡調査

消化器外科 7月20日 迅速審査

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 ver1.5)

婦人科 7月21日 迅速審査



乳房内再発患者におけるTNM分類の意義 乳腺・内分泌外科 7月21日 迅速審査

思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子宮頸癌の
HPV16/18陽性割合の推移に関する長期疫学研究（第I期；2012年4月-
2019年12月）（第3版）

婦人科 7月21日 迅速審査

SM1食道癌の定義と病態に関する検討 消化管内科 7月21日 迅速審査

下部消化管手術における筋膜閉鎖法についての前向き観察研究（抗菌
糸と非抗菌糸の比較）

消化器外科 7月22日 迅速審査

大腸SM癌のリンパ節転移予測式の構築 消化器外科 7月22日 迅速審査

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

消化器外科 7月22日 迅速審査

大腸平坦型腫瘍性病変の発見に関する自家蛍光内視鏡の有用性を検
討する多施設共同無作為化比較試験

消化管内科 7月22日 迅速審査

大腸内視鏡検査におけるリドカインの腸管蠕動抑制効果に関する多施
設共同研究：生理食塩水を対照とした二重盲検比較試験

消化管内科 7月22日 迅速審査

子宮頸がんに対する根治目的の放射線治療または同時化学放射線療
法後の頸部腫瘍残存例における救済的子宮摘出術の実施状況に関す
る調査研究

婦人科 7月22日 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

臨床腫瘍科 7月25日 迅速審査



低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜下層剥離
術における消化管出血リスクについての多施設共同無作為比較試験

消化管内科 7月25日 迅速審査

内分泌療法耐性エストロゲン受容体陽性転移乳がんに対する二次内分
泌療法のコホート研究

臨床腫瘍科 7月25日 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

消化器外科 7月27日 迅速審査

肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研
究

肝胆膵内科 7月26日 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

企画調査課
7月28日 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

 8月1日 迅速審査

2 型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来
治療とのランダム化比較試験介入終了後の追跡研究

内分泌代謝内科 8月1日 迅速審査

全身MRI（含DWIBS法）を用いた進行性前立腺癌の転移診断に関する前
向き研究

放射線診断科 8月2日 迅速審査

B型慢性肝炎症例に対するペグインターフェロン単独治療の有用性につ
いての検討

肝胆膵内科 8月5日 迅速審査

変異EGFR情報を用いた薬物療法の効果の研究 呼吸器内科 8月4日 迅速審査



切除不能あるいは遠隔転移を有する軟部肉腫（コホート1：悪性末梢神
経鞘腫瘍患者、コホート2：抗がん剤抵抗性軟部肉腫患者）を対象とした
pazopanibの第II相臨床試験

整形外科 8月5日 迅速審査

「オーダーメイド医療の実現プログラム（第3期）」      バイオバンクの構築
と臨床情報データベース化        （DNAサンプル及び臨床情報の収集）

副院長 8月5日 迅速審査

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／オキサリプラチン＋パクリタキセル腹
腔内投与併用療法の第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 8月15日 迅速審査

腹膜播種を伴う胃癌に対するカペシタビン／シスプラチン＋ドセタキセル
腹腔内投与併用療法の第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 8月15日 迅速審査

腹膜播種を伴う胃癌に対する S-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用
療法の第Ⅱ相臨床試験  肉眼的腹膜播種陰性・腹腔洗浄細胞診陽性
(P0CY1)症例対象

消化器外科 8月15日 迅速審査

全身MRI（含DWIBS法）を用いた多発性骨髄腫の病変早期描出 放射線診断科 8月12日 迅速審査

胃癌、食道胃接合部癌に対する網羅的な解析 消化器外科 8月16日 迅速審査

EGFR-TKI獲得耐性後のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者にお
けるアファチニブとベバシズマブ併用療法の単群第Ⅱ相試験

呼吸器内科 8月17日 迅速審査

HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンとS1のhealth-
related quality of life(HRQoL)を比較するランダム化第III相試験(RESQ試
験)

臨床腫瘍科 8月25日 迅速審査

HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検
証する第III相臨床研究
－ ペルツズマブ再投与試験 －

臨床腫瘍科 8月25日 迅速審査



胃悪性腫瘍に対する胃切除術に関する消化器症状のアンケート調査 消化器外科 8月25日 迅速審査

浸水下大腸内視鏡的粘膜下層剥離術の安全性と有効性 消化管内科 9月1日 迅速審査

胸水貯留のStageⅣ非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）に対する
Carboplatin/nab-paclitaxel+bevacizumab併用試験 PhaseⅡ study

呼吸器内科 9月1日 迅速審査

早期消化管腫瘍に対する浸水下内視鏡的切除術の実施可能性につい
ての検討

消化管内科 8月31日 迅速審査

がん患者におけるインプラント周囲炎発症とそのリスク因子解明に関す
る研究

歯科 8月31日 迅速審査

気管および大動脈に浸潤する胸部食道癌に対する導入療法後のT4解
除基準に関する検討

消化器外科 9月8日 迅速審査

High grade T1膀胱癌のsecond TUR後T0患者に対するBCG膀胱内注入
療法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験　　　　　― JCOG　1019　
―

泌尿器科 9月9日 迅速審査

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
法の第II相試験

消化管内科 9月16日 迅速審査

抗凝固薬服用症例における抗凝固薬継続下Cold snare polypectomyの
有用性を検証する非盲検化ランダム化比較試験

消化管内科 9月21日 迅速審査

CTOS法を用いた治療感受性試験およびがん細胞バンク構築の検討 　 研究所　生化学部門 9月21日 迅速審査



胸膜播種･悪性胸水を伴った非小細胞肺癌の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 9月21日 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 9月21日 迅速審査

病勢増悪以外の理由で抗PD-1/PD-L1抗体の投与中止となった固形悪
性腫瘍に対する抗PD-1/PD-L1抗体のその後の抗腫瘍効果に関する観
察研究（阪神がん研究グループ 0316）

呼吸器内科 9月21日 迅速審査

阪神がん研究グループ0112　　　無症候性脳転移を有する非扁平上皮
非小細胞肺癌に対する初回治療としてのベバシズマブ＋シスプラチン＋
ペメトレキセド併用療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 9月21日 迅速審査

多発大腸腫瘍の内視鏡切除後検体に対する糸付きクリップ回収法の実
施可能性についての検討

消化管内科 9月21日 迅速審査

乳癌術後リンパ浮腫発症におけるドセタキセルの　影響 臨床腫瘍科 9月23日 迅速審査

新規2チャンネルアタッチメントを用いたバイポーラ型ラジオ波治療針2本
連続穿刺法の検討および3D Sim-Navigatorの改良

肝胆膵内科 9月23日 迅速審査

胃切除患者に対する成分栄養剤(エレンタールⓇ配合内用剤)　早期介
入の有用性に関する試験（KSES001試験）

消化器外科 9月23日 迅速審査

　「切除可能胃がんに対するda Vinci surgical system (DVSS)によるロ
ボット支援胃切除術の安全性、有効性、経済性に関する多施設共同臨
床試験」

消化器外科 9月28日 迅速審査

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 9月21日 迅速審査



十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡的切除の安全性と有用性に関
する検討　　―多施設共同後ろ向き研究―

消化管内科 9月21日 迅速審査

JCOG1210/WJOG7813L  高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るドセタキセル単剤療法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレ
キセド維持療法のランダム化比較第III相試験

呼吸器内科 9月27日 迅速審査

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 9月28日 迅速審査

APDW 2016 Live Demonstration 消化管内科 9月28日 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 9月23日 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　生化学部門 9月28日 迅速審査

上部胃癌または食道胃接合部癌に対する噴門側胃切除術の至適再建
法の検討

消化器外科 9月27日 迅速審査

FEC療法におけるペグフィルグラスチムのFN予防効果についての検討 臨床腫瘍科 9月27日 迅速審査

癌と動脈硬化性疾患との関係性の探索研究 脳神経外科 10月3日 迅速審査

阪神がん0416　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上皮成長因子受容体
(EGFR)遺伝子変異を有する進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマ
ブ治療に関する観察研究

呼吸器内科 10月3日 迅速審査



JCOG1108/WJOG7312G　　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5-FU/l-LV 療法vs. FLTAX（5-FU/l-
LV+PTX)療法のランダム化第II/III 相比較試験

臨床腫瘍科 10月3日 迅速審査

染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に
関する観察研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－JALSG AML209 
Genetic Study (AML209-GS)－

血液・化学療法科 10月5日 迅速審査

ニボルマブ投与患者における尿糖検査薬を用いた糖尿病スクリーニング
検査の有用性の検討

薬局 10月7日 迅速審査

低用量ＢＣＧ膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に
関するランダム化比較試験

泌尿器科 10月7日 迅速審査

APDW 2016 Live Demonstration 消化管内科 10月7日 迅速審査

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用
療法／S-1＋シスプラチン併用療法による第Ⅲ相臨床試験

消化器外科 10月13日 迅速審査

初発膠芽腫におけるギリアデル留置及び再発膠芽腫に対するギリアデ
ル再留置の有効性と安全性を探索する臨床第Ⅱ相試験 （Gateway-
study）

脳神経外科 10月13日 迅速審査

「切除可能胃がんに対するda Vinci surgical system (DVSS)によるロボッ
ト支援胃切除術の安全性、有効性、経済性に関する多施設共同臨床試
験」

消化器外科 10月13日 迅速審査

ボルテゾミブによる末梢神経障害(Chemotherapy-induced peripheral 
neuropathy: CIPN)に対するラフチジンの予防・軽減効果、安全性の検討

血液・化学療法科 10月18日 迅速審査

切除不能進行・再発大腸癌におけるRAS遺伝子変異型に対する1次治
療FOLFOXIRI+べバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験　　JACCRO CC-11

臨床腫瘍科 10月18日 迅速審査



強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA
半合致移植の多施設共同第II相試験

血液・化学療法科 10月18日 迅速審査

骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間
HLA半合致移植の多施設共同第II相試験

血液・化学療法科 10月21日 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 10月21日 迅速審査

臨床病期N2IIIA期非小細胞肺癌に対する手術先行治療多施設共同後
方視的観察研究

呼吸器外科 10月21日 迅速審査

ビンクリスチンによる末梢神経障害（Chemotherapy-induced　 peripheral 
neuropathy：CIPN）に対するラフチジンの予防・軽減効果、安全性の検討

血液・化学療法科 10月21日 迅速審査

全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 放射線治療科 10月25日 迅速審査

NCCH-1512　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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（ver1.4）

呼吸器内科 10月25日 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 10月25日 迅速審査

阪神がん研究グループ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 10月7日 迅速審査

放射線治療計画画像ビュアの導入による医療の質の向上 放射線診断科 10月25日 迅速審査



食道胃接合部癌の臨床病理学的特徴を解明するための多施設共同研
究

消化管内科 10月25日 迅速審査

先進医療として施行された大腸ESDの有効性・安全性と長期予後に関す
る多施設共同研究　（前向きコホート研究）

消化管内科 10月25日 迅速審査

化学療法にて焼失した大腸癌肝転移病変に対する DW-MRIの 術前診
断能の妥当性に関する研究（DREAM: Diffusion-Weighted Magnetic 
REsonance Imaging Assessment of Liver Metastasis to Improve Surgical 
Planning ）

消化器外科 10月25日 迅速審査

膵臓癌放射線治療における照射法の違いによる正常組織線量の比較 放射線診断科 10月31日 迅速審査

10mm以上20mm以下の大腸ポリープに対するUnderwater EMRのランダ
ム化第II相試験

消化管内科 11月4日 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」におけるバイオマーカー研究　JACCRO CC-13AR

臨床腫瘍科 11月4日 迅速審査

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 11月4日 迅速審査

WJOG7512L　　化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対
するCBDCA＋TS-1併用療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試
験

呼吸器内科 11月4日 迅速審査

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(JGOG3020_ver4.0)

婦人科 11月4日 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

呼吸器外科 11月4日 迅速審査



超多発肝細胞癌の予後規定因子の解明のための後向き研究 肝胆膵内科 11月7日 迅速審査

小児・思春期・若年成人（adolescent and young adult；AYA）世代のがん
の罹患・生存率の日英比較

    がん予防情報センター　
  企画調査課

11月7日 迅速審査

インターネット調査による行動変容に関する研究
     がん予防情報センター 

    疫学予防課
11月7日 迅速審査

浸水下内視鏡的乳頭切除術により生じた穿孔に対し、Polyglycolic acid 
sheetsが有用であった1例

消化管内科 11月7日 迅速審査

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 11月7日 迅速審査

間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコア
バリデーションスタディ－多施設共同非介入前向き研究－

呼吸器外科 11月11日 迅速審査

癌性髄膜炎を併発した非小細胞肺癌のretrospectiv研究 呼吸器内科 11月11日 迅速審査

大腸癌におけるOSNA®法を用いたリンパ節転移検査に関する後向き予
後調査研究　英語名：OSNA-CRC Japan multi-center follow-up　study　
(UMIN000023233)

消化器外科 11月11日 迅速審査

既存情報集積による自己免疫性肝疾患の臨床経過に関わる因子の解
析：多施設共同研究

肝胆膵内科 11月11日 迅速審査

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

呼吸器内科 11月11日 迅速審査



体位による鎖骨下静脈とその周辺の超音波学的形態変化 麻酔科 11月11日 迅速審査

前立腺癌に対する回転型強度変調放射線治療計画の標準化における
臓器線量の遡及的解析

放射線診断科 11月11日 迅速審査

EGFR遺伝子変異陽性肺癌の癌性髄膜炎に対する髄液細胞診モニタリ
ングを用いた治療

呼吸器内科 11月11日 迅速審査

無症候性自己免疫性膵炎に対する少量ステロイド投与の膵機能面から
見た有用性の検討

肝胆膵内科 11月11日 迅速審査

III期非小細胞肺癌に対する一日二回照射の腫瘍制御率・正常組織障害
発生率に関する数学的モデル式を用いた検討

放射線診断科 11月16日 迅速審査

da Vinciサージカルシステム（DVSS）による腎部分切除術が施行された
腎腫瘍患者を対象とした後ろ向き大規模観察研究

泌尿器科 11月17日 迅速審査

血行性に転移する肉腫、KIT陽性消化管間質腫瘍（GIST）、悪性中皮腫
肝細胞癌、非小細胞肺癌および大腸癌の高感度ＤＮＡチップ等を用いた
超早期血液診断法の開発

 研究所 病態生理学部門 11月17日 迅速審査

本邦における65歳以上の高齢者に対する婦人科がん治療における現状
と問題点の調査研究（ver1.0）

婦人科 11月18日 迅速審査

Bevacizumab併用あるいは非併用時のErlotinib治療患者のErlotinib髄液
濃度の検討

呼吸器内科 11月18日 迅速審査

吃逆に対する柿蔕（シテイ）の有効性調査 薬局 11月22日 迅速審査



がん症例における周術期ならびに術後心血管合併症と術前虚血性心疾
患に関する検討

循環器内科 11月25日 迅速審査

当院におけるH.pylori未感染・早期胃癌の検討 消化管内科 11月22日 迅速審査

胃切除症例におけるピロリ菌感染率及び自然除菌率の前向き研究　
ver2.0

消化器外科 11月22日 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 11月25日 迅速審査

病理学的Stage II胃癌に対するS-1術後補助化学療法の期間短縮の意
義を検討するランダム化比較第III相試験　ver1.4

消化器外科 11月25日 迅速審査

食道癌および食道良性疾患に対する網羅的な解析 消化器外科 11月25日 迅速審査

脳神経外科手術における手術デバイスの開発研究 脳神経外科 11月25日 迅速審査

ソホスブビル/レジパスビル療法の当院における使用状況の調査 薬局 11月29日 迅速審査

全身MRI（含DWIBS法）を用いた多発性骨髄腫の病変早期描出 放射線診断科 12月1日 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 12月6日 迅速審査



根治切除可能な大型3型・4型胃癌に対する術前TS-1+CDDP併用療法
による第Ⅲ相試験（JCOG0501，略称：術前TS-1+CDDP Phase Ⅲ）

消化器外科 12月6日 迅速審査

家族性大腸腺腫症に発生する多発十二指腸ポリープに対するcold 
snare polypectomyの実施可能性及び安全性と有効性に関する研究（単
施設前向き第I/II相試験）

消化管内科 12月6日 迅速審査

CTでPPFE所見を呈する間質性肺炎症例のCT, 病理, 臨床に関する後ろ
向き研究

放射線診断科 12月6日 迅速審査

膵精密超音波検査の膵描出精度の評価 検診部・消化器検診科 12月6日 迅速審査

食道胃接合部癌の臨床病理学的特徴を解明するための多施設共同研
究

消化管内科 12月8日 迅速審査

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 (JCOG1203 ver1.1)

婦人科 12月8日 迅速審査

WJOG4407GSS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大腸癌肝転移に対する
Bevacizumab併用化学療法の形態学的変化に関する後方視的検討

臨床腫瘍科 12月12日 迅速審査

血液でのALK変異の検出の研究 呼吸器内科 12月12日 迅速審査

免疫チェックポイント分子阻害剤の奏効因子及び副作用及び後治療に
与える影響の後向きコホート研究

呼吸器内科 12月14日 迅速審査

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 12月14日 迅速審査



食道がん放射線治療における強度変調回転照射（VMAT）を用いた正常
組織の線量低減～対向2門照射、対向2門照射と強度変調回転照射
（Hybrid-VMAT）、VMATの線量比較～

放射線診断科 12月14日 迅速審査

胸部CT施行症例におけるPPFE所見に関する後ろ向き研究 放射線診断科 12月19日 迅速審査

当院におけるEGFR遺伝子変異陽性肺癌患者の治療シークエンスおよび
予後の検討

呼吸器内科 12月19日 迅速審査

WJOG8515L　　T790M変異以外の機序にて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 12月20日 迅速審査

大腸癌治癒切除術施行症例における術中腹腔洗浄細胞診の有用性に
関する多施設共同前向き研究

消化器外科 12月14日 迅速審査

原発性胆汁性肝硬変における予後予測式の妥当性評価 肝胆膵内科 12月21日 迅速審査

無症候性自己免疫性膵炎における膵内・外分泌機能の臨床経過の解明
を目的とした多施設前向き観察研究

肝胆膵内科 12月21日 迅速審査

C型肝炎ウイルス(HCV)新薬による、肝癌再発予防効果および患者予後
改善効果の検討

肝胆膵内科 12月23日 迅速審査

表在食道癌の内視鏡的切除術後に発生する異時多発食道癌を早期に
発見するための最適な内視鏡検査間隔とモダリティについての検討

消化管内科 12月23日 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

呼吸器内科 12月26日 迅速審査



EGFR common mutationを有する進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌
のEGFR-TKI初回治療における中枢神経転移の実態のレトロスペクティ
ブ研究

呼吸器内科 12月23日 迅速審査

低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜下層剥離
術における消化管出血リスクについての多施設共同無作為比較試験

消化管内科 1月4日 迅速審査

S-1による胃がん術後補助化学療法施行中の患者における味覚障害発
生に関する研究

栄養腫瘍科 1月4日 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 1月4日 迅速審査

ERCP関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究 肝胆膵内科 1月10日 迅速審査

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　ver 1.3

消化器外科 1月12日 迅速審査

ゲムシタビン不応およびS-1不応の切除不能膵管癌に対する三次治療
以降としてのL-OHP+CPT-11+5FU/l-LV併用療法(FFX)の第I相試験

検診部消化器検診科 1月12日 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 1月16日 迅速審査

切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン・ナブパクリタキセル併用療法
の治療効果、有害事象および予後の予測因子の検討

肝胆膵内科 1月16日 迅速審査

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(JGOG3020_ver5.0)

婦人科 1月16日 迅速審査



EGFR遺伝子変異を有する高齢者進行肺腺癌患者における初回化学療
法としてのアファチニブの臨床第Ⅱ相試験

呼吸器内科 1月16日 迅速審査

婦人科がん死亡症例に関する詳細調査　-終末期における化学療法継
続性の可否を判断する根拠の確立を目指して-  (JGOG9002S)

婦人科 1月16日 迅速審査

大腸神経内分泌腫瘍症例に対する多施設共同前向き症例登録追跡研
究

消化管内科 1月16日 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 1月17日 迅速審査

高精度放射線治療におけるDual-energy CTの臨床応用 放射線診断科 1月17日 迅速審査

フッ化ピリミジン, CDDP, Taxane および CPT-11に不応・不耐となった切
除不能・進行胃がんにおけるカペシタビン＋オキサリプラチン（XELOX）
療法の第Ⅱ相試験　OGSG1403

臨床腫瘍科 1月17日 迅速審査

二重エネルギーCTを用いた造影四次元イメージングによる原発性およ
び転移性肝癌の体内動態の解明と体幹部定位放射線治療への応用

放射線診断科 1月17日 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

呼吸器外科 1月19日 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 1月23日 迅速審査

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

耳鼻咽喉科 1月24日 迅速審査



２型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来
治療とのランダム化比較試験介入終了後の追跡研究

内分泌代謝内科 1月24日 迅速審査

球状塞栓物質を使用した肝動脈化学塞栓術(TACE)の当院における成
績

放射線診断科 1月24日 迅速審査

内視鏡治療時のプロポフォールによる鎮静 消化管内科 1月24日 迅速審査

病理学的Stage II/IIIで“vulnerable”な80歳以上の高齢者胃癌に対する開
始量を減量したS-1術後補助化学療法に関するランダム化比較第III相試
験

消化器外科 1月24日 迅速審査

がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究 検診部 1月25日 迅速審査

標準化学療法施行後に病勢進行が認められた転移性結腸・直腸癌患者
を対象とした、Regorafenib 120mg/day療法に関する有効性及び安全性
の検討

臨床腫瘍科 1月27日 迅速審査

腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討　　　　　　　　　　〜後ろ向き多
施設共同研究〜

消化器外科 1月27日 迅速審査

WJOG　6510G　「イリノテカン、オキサリプラチン、フッ化ピリミジン系薬剤
不応／不耐のKRAS野生型切除不能・再発大腸がんに対するパニツム
マブ + イリノテカン併用療法　対　セツキシマブ + イリノテカン併用療法
のランダム化第II相試験」

臨床腫瘍科 1月31日 迅速審査

食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭
清効果を検討する介入研究

消化器外科 2月1日 迅速審査

局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対する UFTによる補助化
学療法のランダム化第Ⅲ相比較試験(GOTIC-002，ver6.0)

婦人科 2月1日 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 2月6日 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 生化学部門 2月6日 迅速審査

免疫チェックポイント分子阻害剤の効果とPD-L1免疫染色(Dako22C3と
Dako28-8)との関係性についての後向き研究

呼吸器内科 2月6日 迅速審査

第93回日本消化器内視鏡学会総会ライブデモ 消化管内科 2月10日 迅速審査

子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研究 婦人科 2月6日 迅速審査

腹膜播種を伴う胃癌に対するカペシタビン／シスプラチン＋ドセタキセル
腹腔内投与併用療法の第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 2月13日 迅速審査

血行性に転移する肉腫、KIT陽性消化管間質腫瘍（GIST）、悪性中皮腫
肝細胞癌、非小細胞肺癌および大腸癌の高感度ＤＮＡチップ等を用いた
超早期血液診断法の開発

研究所病態生理学部門 2月13日 迅速審査

難治の希少がんである軟部肉腫および悪性中皮腫のエクソーム・エピゲ
ノム・トランスクリプトーム解析による新規治療標的およびバイオマー
カーの探索

研究所病態生理学部門 2月13日 迅速審査

癌患者に合併する脳梗塞の病態解析 脳神経外科 2月13日 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

消化器外科 2月13日 迅速審査



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

消化器外科 2月13日 迅速審査

家族性大腸腺腫症に発生する多発十二指腸ポリープに対するcold 
snare polypectomyの実施可能性及び安全性と有効性に関する研究（単
施設前向き第I/II相試験）

消化管内科 3月1日 迅速審査

Genotype1型C型慢性肝疾患に対するエルバスビル・グラゾプレビル併
用療法の治療効果ならびに安全性についての検討

肝胆膵内科 3月1日 迅速審査

Japan CHARLOTTE：卵巣癌に対する横断研究：BRCA遺伝学検査に関
する研究CHARacterizing the cross-sectionaL approach to Ovarian 
cancer: geneTic TEsting of BRCA

婦人科 3月3日 迅速審査

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

消化器外科 3月3日 迅速審査

放射線治療中の嗅神経芽細胞腫の患者に化学療法（CDDP+ETP）を併
用する案件

臨床腫瘍科 3月7日 迅速審査

肺がん免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究
（ver.1.2）LC-SCRUM-Japan附随研究

呼吸器内科 3月8日 迅速審査

軟部肉腫における融合遺伝子の機能解析 整形外科 3月8日 迅速審査

Stage I～ⅢA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究（N･
SAS-BC 01/CUBC測定研究）

乳腺・内分泌外科 3月21日 迅速審査

現行治療では転移性肝腫瘍のコントロールが困難な進行膵癌患者に対
するオキサリプラチンおよびイリノテカン全身投与併用5FU動注療法（患
者限定）

検診部消化器検診科 3月21日 迅速審査



浸水下大腸内視鏡的粘膜下層剥離術の安全性と有効性 消化管内科 3月31日 迅速審査

ゼリー注入を用いた内視鏡的切除術の実施可能性についての検討 消化管内科 3月31日 迅速審査

WJOG7112G  フッ化ピリミジン系薬剤、プラチナ系薬剤、trastuzumabに
不応となった進行・再発HER2陽性胃癌・食道胃接合部癌に対する
weekly paclitaxel + trastuzumab併用療法vs. weekly paclitaxel療法のラ
ンダム化第Ⅱ相試験

臨床腫瘍科 3月31日 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 生化学部門 3月31日 迅速審査

胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血ハイリスク群におけるカリウムイオン
競合型酸分泌抑制剤の出血抑制効果(多施設共同前向き試験)

消化管内科 3月31日 迅速審査

静脈血栓塞栓症における非ビタミンK阻害経口抗凝固薬治療の前向き
追跡研究（KUROSIO study）

循環器内科 3月31日 迅速審査

WadaテストにおけるAmobarbitalの代替薬としてのPropofolの使用につい
て

脳神経外科 3月31日 迅速審査

血管奇形、腫瘍性病変に対するNBCAを用いた塞栓術 脳神経外科 3月31日 迅速審査

乳がんの転移性脳腫瘍の脳内分布に関する研究 脳神経外科 3月31日 迅速審査

癌の中枢神経系転移に対する分子標的薬の効果に関する研究 脳神経外科 3月31日 迅速審査



ラムシルマブ投与における副作用発現状況の調査研究 薬局 4月1日 迅速審査

トラベクテジンで生じた副作用発現状況調査および要因解析 薬局 3月31日 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 3月31日 迅速審査

乳がん周術期リハにおけるデジタルミラー導入による患者満足度調査 リハビリテーション科 3月31日 迅速審査

大腸腫瘍患者へのアスピリン(100mg/day)による発がん予防大規模臨床
試験（J-CAPP StudyII）

消化管内科 3月31日 迅速審査

食道胃接合部癌の臨床病理学的特徴を解明するための多施設共同研
究

消化管内科 3月31日 迅速審査

 ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃癌ESD治癒切除後患者におけ
る、ピロリ菌除菌による異時性胃癌抑制効果を証明するランダム化比較
試験

消化管内科 3月31日 迅速審査

肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研
究

肝胆膵内科 3月31日 迅速審査

咽頭黄色腫に関する検討 消化管内科 3月31日 迅速審査

2 型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための 強化療法と従来
治療とのランダム化比較試験 介入終了後の追跡研究

内分泌代謝内科 3月31日 迅速審査



食道黄色腫に関する検討 消化管内科 3月31日 迅速審査

タイと日本における胃癌の違い 消化管内科 3月31日 迅速審査

化学放射線療法を受ける膵がん、食道がん患者に対する栄養学的早期
介入に関する検討

検診部消化器検診科 3月31日 迅速審査


