
申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

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～

8階なでしこ H29.4.24 看護研究部会

再建手術を受けた舌癌患者への退院指標の提示が患者の不安に及ぼ
す影響

12階なでしこ H29.4.24 看護研究部会

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 H29.6.9 第79回倫理審査委員会

肺がん患者がBSCへ移行する患者の意思決定に影響する要因
～家族への効果的な支援の検討～

8階なでしこ H29.6.14 看護研究部会

外来通院中のがん患者のギアチェンジ期における外来看護師が感じる
困難さ

内科・外科系外来 H29.6.14 看護研究部会

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 研究所生化学部 H29.6.27 第56回遺伝子解析研究部会

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋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 H29.6.28 研究助成部会　　

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 H29.6.30 第80回倫理審査委員会

平成29年大阪国際がん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]



コールドスネアーポリペクトミー後の粘膜欠損の組織学的評価 消化管内科 H29.6.30 第80回倫理審査委員会

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 H29.6.30 第80回倫理審査委員会

医療機関規模によるがん生存率の較差に関する研究
大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

H29.6.30 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

H29.6.30 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

H29.6.30 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

地域がん登録資料を用いた罹患率、生存率、受療行動に関する研究
大阪大学大学院医学系研

究科
H29.6.30 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における婦人科がん患者の診断・治療成績に関する研究
大阪大学大学院医学系研

究科
H29.6.30 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における泌尿器系・皮膚・脳腫瘍の記述疫学的研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H29.6.30 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府におけるがん罹患・死亡率における経時変化要因分析の研究
大阪国際がんセンター

がん対策センター
H29.6.30 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

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）

腫瘍内科 H29.7.10 第81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」におけるバイオマーカー研究（RAINCLOUD-TR）

腫瘍内科 H29.7.10 第81回倫理審査委員会　　

放射線治療後の頭頸部がん患者が体験する生活の変化と変化への対処
神戸市看護大学

H29.7.12 看護研究部会

外来通院中のがん患者のギアチェンジ期における外来看護師が感じる
困難さ

内科・外科系外来 H29.7.12 看護研究部会

30代の舌癌末期患者の生きる希望を支える看護について振り返る 12階なでしこ H29.7.12 看護研究部会

原発性肺癌と転移性肺腫瘍との鑑別が困難な膵臓癌併存肺腫瘤の遺伝
子解析検討

呼吸器外科 H29.8.4 第57回遺伝子解析研究部会

高度血管侵襲を有する肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療と分子
標的治療薬の併用療法についての検討

肝胆膵内科 H29.8.25 第82回倫理審査委員会

静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とリン酸フルダラビン
（Flu）を用いた移植前治療による同種造血幹細胞移植の安全性を検討す
る単施設Feasibility Study

血液内科 H29.8.25 第82回倫理審査委員会

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 H29.8.25 第82回倫理審査委員会

がん診療拠点病院における若年がん患者に対する妊孕性温存の現状 11階なでしこ H29.9.13 看護研究部会

突如原発不明がんで立位困難になった患者のケア
自宅退院に向けリハビリテーション看護に焦点を当てた一症例

１１階なでしこ H29.9.13 看護研究部会



高次脳機能障害を有する神経膠腫患者および神経膠腫の治療を受けた
患者の家族が在宅療養生活で直面する問題に対する実態調査

11階なでしこ H29.11.8 看護研究部会

早期胃癌の組織型診断に対する狭帯域光併用拡大内視鏡の有用性及
び安全性を評価するための多施設共同第II相試験

消化管内科 H29.11.24 第83回倫理審査委員会

静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とリン酸フルダラビン
（Flu）/アルケラン（Mel）を用いた移植前治療による臍帯血移植の安全性
を検討する単施設Feasibility Study

血液内科 H29.11.24 第83回倫理審査委員会

食道癌に対する食道亜全摘術でのICG蛍光観察法によるリンパ流観察の
feasible study

消化器外科 H29.11.24 第83回倫理審査委員会

甲状腺癌の発見経緯の動向に関する研究 大阪府済生会千里病院 H29.11.24 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
　　大阪国際がんセンター

がん対策センター
H29.11.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

人口動態調査に基づく将来推計人口によるがん患者数の将来推計と医
療施設および医療従事者の配置の関係

　神奈川県立がんセンター
臨床研究所

　がん予防・情報学部
H29.11.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

高次脳機能障害を有する神経膠腫患者の家族が
在宅療養生活で直面する問題に対する実態調査

11階なでしこ H29.12.13 看護研究部会

子宮円錐切除後に出血があった際に受診する、しないの決定要因につい
て

9階なでしこ H30.1.10 看護研究部会

膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）における膵液からの疾患特異的遺伝子
変異検出系の確立と臨床的有用性の検討

肝胆膵内科 H30.2.9 第58回遺伝子解析研究部会



血中循環腫瘍DNAからの癌関連変異DNA検出系を用いた肝癌薬物治療
の効果判定

肝胆膵内科 H30.2.9 第58回遺伝子解析研究部会

「P5 がんゲノムレポート」の新規導入 腫瘍内科 H30.2.23 第84回倫理審査委員会

胃切除術後障害軽減を目的としたアコチアミドの有効性に関する検討 -
前向きランダム化比較試験

消化器外科 H30.2.23 第84回倫理審査委員会

前立腺がんに対する重粒子線とエックス線放射線治療、手術療法におけ
る二次がん発生の比較検討

大阪国際がんセンター
がん対策センター

H30.2.23 がん登録資料利用検討部会

大阪府における甲状腺がん・前立腺がん・白血病の記述疫学的研究
大阪大学大学院医学系研
究科 社会医学講座環境

医学
H30.2.23 がん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

H30.2.23 がん登録資料利用検討部会

がん合併糖尿病患者における臨床イベントに関する電子カルテデータを
利用した解析

大阪国際がんセンター H30.2.23 がん登録資料利用検討部会



初回化学療法を受けた独居の食道がん患者が在宅療養において困難と
感じる要因

10階なでしこ H30.3.14 看護研究部会

食道亜全摘術を受ける患者が手術前に行う準備 13階さくら H30.3.14 看護研究部会

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 ICU H30.3.14 看護研究部会

食道がん術後患者の術後疼痛と睡眠
～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
～

HUC H30.3.14 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

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相試験

消化器外科 H29.6.8 迅速審査

JCOG1404/WJOG8214LA1　EGFRチロシンキナーゼ阻害剤への耐性獲
得機構解析とLiquid biopsyの有用性を検討するバイオマーカー研究
(ver.1.0) ((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」附随
研究))

呼吸器内科 H29.6.27 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 H29.6.8 迅速審査

患者組織由来がん細胞培養法の確立と治療効果評価モデルの構築 消化器外科 H29.6.8 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 H29.6.8 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 H29.6.8 迅速審査

子宮癌肉腫に対するdose-dense TC療法とtriweekly TC療法による術後
補助化学療法、再発後化学療法を比較するランダム化第II/III相比較試
験 (JGOG2047_ver2.2)

婦人科 H29.6.8 迅速審査



進行・再発子宮頸癌に対するPaclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab併用療
法の有効性に関する第Ⅱ相試験 (JGOG1079_ver1.1)

婦人科 H29.6.8 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 ver1.6)

婦人科 H29.6.8 迅速審査

頭蓋内腫瘍に対する定位放射線治療における汎用型放射線治療器によ
る新型定位放射線治療と定位放射線治療専用器における線量分布の比
較

放射線腫瘍科 H29.6.8 迅速審査

胃癌発生のリスクと関連する胃背景粘膜の内視鏡所見についての多施
設共同前向き研究

消化管内科 H29.6.8 迅速審査

頭頸部癌放射線療法後の開口障害の予測モデルの確立 放射線腫瘍科 H29.6.8 迅速審査

大腸癌に対するoxaliplatin併用の術後補助化学療法終了後6か月以降再
発例を対象としたoxaliplatin based regimenの有効性を検討する第Ⅱ相臨
床試験

腫瘍内科 H29.6.8 迅速審査

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）

腫瘍内科 H29.6.8 迅速審査

多剤併用療法が適さないRAS野生型切除不能進行再発大腸がんに対す
る一次治療としてのパニツムマブ単剤療法　‐第II相試験‐（OGSG1602）

腫瘍内科 H29.6.8 迅速審査

CTでpossible UIPパターン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・IVR科 H29.7.1 迅速審査

山本小班 インターグループ試験　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 （J-
SONIC）v.1.0

呼吸器内科 H29.6.8 迅速審査



当院におけるT790M変異陽性非小細胞肺癌に対するオシメルチニブ治
療例の検討

呼吸器内科 H29.5.22 迅速審査

WJOG8715L(ver.2.0) EGFR-TKI に不応となったT790M 陽性、進行・再発
肺腺癌を対象としたオシメルチニブ＋ベバシズマブの第I 相試験と、オシ
メルチニブ単剤との無作為化第II 相試験

呼吸器内科 H29.6.8 迅速審査

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（V.3.0)

呼吸器内科 H29.6.8 迅速審査

食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後狭窄の危険因子に関する検
討（前向き観察研究）

消化管内科 H29.6.8 迅速審査

多発性骨髄腫および骨髄増殖性腫瘍、骨髄異形成症候群の進行に伴う
病態の解明

血液内科 H29.6.8 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
合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設共
同第II相試験- JSCT Haplo17 RIC -

血液内科 H29.5.12 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
半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設
共同第II相試験- JSCT Haplo17 MAC -

血液内科 H29.5.12 迅速審査

2次乳癌患者における予後予測因子の解明 乳腺・内分泌外科 H29.6.8 迅速審査

臨床心理士による, 造血幹細胞移植患者の移植前後のQuality of life, う
つ, 不安の適正な評価と臨床的介入の検証

血液内科 H29.6.8 迅速審査



造血幹細胞移植例における超音波検査を用いた筋肉量評価と、筋力、身
体機能、嚥下機能との関係に関する研究

血液内科 H29.6.8 迅速審査

大腸癌肝転移治癒切除後の患者を対象として、オキサリプラチン併用 5-
FU/l-leucovorin 療法（mFOLFOX6）の術後補助化学療法の有用性を、標
準治療である肝転移切除単独療法とのランダム化第 II/III相試験

消化器外科 H29.6.8 迅速審査

治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関するランダム
化比較試験

消化器外科 H29.6.8 迅速審査

治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術の有用
性に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

消化器外科 H29.6.8 迅速審査

液状細胞診標本における免疫染色の再現性に関する検討 病理・細胞診断科 H29.6.8 迅速審査

AI等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像(P-WSI)の収集基盤整備
と病理支援システム開発

病理・細胞診断科 H29.6.8 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)v1.1

腫瘍内科 H29.6.8 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）

診療局 H29.5.9 迅速審査

T1-2N0-1M0中咽頭癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）の多施設共
同非ランダム化検証的試験

放射線腫瘍科 H29.6.8 迅速審査

強度変調放射線治療（IMRT）を施行した中咽頭癌（T1-2N0-1M0）におけ
るヒトパピローマウイルス（HPV）感染状態と全生存期間に関する研究

放射線腫瘍科 H29.6.21 迅速審査



入院患者の非医療系サービスに対するニーズ    調査 乳腺・内分泌外科 H29.4.1 迅速審査

食道がん症例データベース共有化に基づく研究 消化器外科 H29.6.8 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 H29.6.8 迅速審査

進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術における安全性の検討 消化器外科 H29.6.21 迅速審査

腫瘍患者の精神症状・精神的苦痛に関する精神病理学的研究 心療・緩和科 H29.6.8 迅速審査

膵がん家族歴保有者における膵疾患および高危険因子の発生頻度に関
する研究

検診部　消化器検診科 H29.6.8 迅速審査

穿刺ストローク長10mm以下の膵腫瘤性病変、腫大リンパ節に対する超
音波内視鏡下穿刺吸引術における新組織採取穿刺針（AcquireTM）の有
用性に関する前向き比較試験

検診部　消化器検診科 H29.6.8 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 H29.5.29 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　生化学部 H29.5.29 迅速審査

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 H29.6.8 迅速審査



大腸癌肝転移根治切除例に対する術後補助化学療法としてのオキサリ
プラチン+カペシタビン併用療法　(XELOX療法)の検討

腫瘍内科 H29.6.8 迅速審査

JCOG1201（ver.1.2)　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 H29.6.8 迅速審査

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

消化器外科 H29.5.22 迅速審査

JCOG1205/1206（ver.1.2) 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 H29.6.8 迅速審査

JCOG1210/WJOG7813L（Ver.1.2） 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 H29.6.8 迅速審査

JCOG1404/WJOG8214L（V.1.1) 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 H29.6.8 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 H29.6.8 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

検診部　消化器検診科 H29.6.8 迅速審査

ATL発症高危険群の同定と発症予防法開発を目指す研究 血液内科 H29.6.8 迅速審査

アグレッシブATL前向きコホート研究　多施設共同前方視的観察研究 血液内科 H29.6.8 迅速審査



アグレッシブATL前向きコホート研究　多施設共同前方視的観察研究　附
随研究/検体バンキング

血液内科 H29.6.8 迅速審査

成人T細胞白血病リンパ腫に対する移植後シクロフォスファミドを用いた
HLA半合致移植の安全性・有効性検討試験

血液内科 H29.6.8 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 H29.6.8 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　附随研究

呼吸器内科 H29.6.8 迅速審査

ソラフェニブ不応の肝外転移を有する肝癌症例に対する未承認薬品であ
るレゴラフェニブの投与

肝胆膵内科 H29.5.19 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 (VER.1.3)

呼吸器内科 H29.6.8 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（V.1.8)

呼吸器内科 H29.6.8 迅速審査

肝細胞癌治療後再発を規定する因子およびその対策の検討 肝胆膵内科 H29.6.8 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 H29.6.8 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 H29.6.8 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 －

乳腺・内分泌外科 H29.6.8 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 H29.5.29 迅速審査

内視鏡的胆管ステント留置の手技ビデオ・動画撮影 肝胆膵内科 H29.6.8 迅速審査

虫垂癌の治療成績の検討 消化器外科 H29.6.21 迅速審査

造血細胞移植医療の全国調査 血液内科 H29.6.21 迅速審査

臨床病期ⅠA食道癌に対する化学放射線療法 消化管内科 H29.6.13 迅速審査

再発および難治の成人急性リンパ芽球性白血病に対するクロファラビ
ン、エトポシド、シクロホスファミド併用化学療法（CLEC 療法）の第I/II 相
試験（JALSG RR-ALL214）

血液内科 H29.7.10 迅速審査

小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施
設共同第II相臨床試験 JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U

血液内科 H29.7.10 迅速審査

同種造血細胞移植後の心機能に関する単施設後方視的解析 血液内科 H29.7.10 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（V.1.0）

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査



WJOG 8114LTR（ver1.1）EGFR 遺伝子変異陽性・進行再発肺腺癌に対す
るアファチニブ療法における、digital PCR 法を用いたバイオマーカー研究
（第II 相試験）

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査

WJOG7512L（ver.3.2）
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 H29.7.10 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（J-AXEL）V.1.1呼吸器内科 H29.7.10 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（AAAA試験）V.1.0

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査

WJOG8014LTR (V.1.3) 　　EGFR-TKI治療中に増悪が認められたEGFR遺
伝子変異を有する非小細胞肺癌に対する血漿中cell free DNAを用いた
EGFR T790M変異検出の臨床的有用性試験

呼吸器内科 H29.7.10 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

がん対策センター
政策情報部

H29.7.10 迅速審査

WJOG5610L（V.6.1）　上皮成長因子受容体遺伝子変異 (Exon19 deletion
またはExon21 point mutation)がない、または不明である非扁平上皮非小
細胞肺がんに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用
療法施行後、維持療法として、ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法をベ
バシズマブ単剤と比較する第Ⅲ相臨床試験

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査

阪神がん研究グループ0112（V.2.1）
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 H29.7.10 迅速審査

WJOG5710L (V.1.2)
病巣限局照射野による三次元多門照射、加速過分割照射を用いた切除
不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する化学放射線療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査



WJOG5509L（V.1.3）
Ⅳ期もしくは術後再発、放射線治療後再発の浸潤性胸腺腫に対するシス
プラチンおよびアムルビシン併用化学療法第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査

WJOG7914LTR（V.1.10）
非小細胞肺癌における次世代シークエンサーを用いたMultiplex体細胞遺
伝子変異解析と各種変異陽性例の予後解析研究

呼吸器内科 H29.7.10 迅速審査

既治療多発性骨髄腫の病勢がレナリドミドによる治療効果に及ぼす影響
についての研究

血液内科 H29.7.10 迅速審査

がん患者のがん以外の死因に関する研究 がん対策センター H29.7.10 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 H29.7.10 迅速審査

2次乳癌患者における予後予測因子の解明 乳腺・内分泌外科 H29.7.10 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 H29.7.10 迅速審査

Web登録システムを用いた早期胃がん内視鏡切除症例の前向きコホート
研究

消化管内科 H29.7.10 迅速審査

大阪府のがん診療拠点病院の診療の質の測定 がん対策センター H29.7.10 迅速審査

初発時よりニロチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2年間以上維
持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験（N-
STOP216試験）

血液内科 H29.7.12 迅速審査



初発時よりダサチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2年間以上維
持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験（D-
STOP216試験）

血液内科 H29.7.12 迅速審査

JCOG1309：病理病期II期およびIII期皮膚悪性黒色腫に対するインター
フェロンβ 局所投与による術後補助療法のランダム化比較第III相試験

腫瘍皮膚科 H29.7.10 迅速審査

転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射の遡及的多施設共同研究 放射線腫瘍科 H29.7.10 迅速審査

「頭頸部表在癌全国登録調査」の実施計画書 消化管内科 H29.7.15 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 H29.7.14 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 H30.7.15 迅速審査

WJOG8715L(ver.3.0)　　EGFR-TKI に不応となったT790M 陽性、進行・再
発肺腺癌を対象としたオシメルチニブ＋ベバシズマブの第I 相試験と、オ
シメルチニブ単剤との無作為化第II 相試験

呼吸器内科 H29.7.15 迅速審査

切除不能な進行・再発の非小細胞肺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日本のリアル
ワールドデータの後方視的観察研究

呼吸器内科 H29.9.15 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(ver1.1)

婦人科 H29.7.20 迅速審査



卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度と その臨床的意義を明らか
にする前向き観察研究 (JGOG3025_ver2.0)

婦人科 H29.7.10 迅速審査

JALSG 参加施設において新規に発症した全 AML、全 MDS、全 CMML
症例に対して施行された治療方法と患者側因子が 5 年生存率に及ぼす
影響を検討する観察研究（前向き臨床観察研究）  JALSG
AML/MDS/CMML Clinical Observational Study (JALSG-CS)-17

血液内科 H29.7.10 迅速審査

Kras野生型切除不能大腸がん三次治療におけるCPT+Panitumumab(IP)
療法とCPT+Cetuximab(IC)療法の治療成績 腫瘍内科 H29.7.10 迅速審査

切除不能HER2陰性胃がん一次治療における経口フッ化ピリミジン＋白
金製剤併用療法の治療成績

腫瘍内科 H29.7.10 迅速審査

フッ化ピリミジン、白金およびタキサンに不応または不耐となったUGT1A1
野生型またはシングルヘテロ進行胃がん患者における三次治療としての
イリノテカン単剤療法の治療成績

腫瘍内科 H29.7.10 迅速審査

分子標的薬による皮膚障害の分子形態学的検討 腫瘍皮膚科 H29.7.10 迅速審査

肺がんの転移性脳腫瘍の臨床経過に関する研究 脳神経外科 H29.7.10 迅速審査

FOLFIRINOX療法とペグフィルグラスチム併用における安全性と有効性に
ついての検討

薬局 H29.7.10 迅速審査

飲食店における店内禁煙化と店舗経営状況に関する研究
がん対策センター

疫学統計部
H29.7.10 迅速審査



広範非有茎性大腸ポリープの病理組織学的検討 消化管内科 H29.7.15 迅速審査

病理学的分類した悪性軟部腫瘍に対するトラベクテジンの有効性調査 薬局 H29.7.10 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 H29.7.20 迅速審査

WJOG8415L（V.1.0）  がん性胸膜炎に対する胸膜癒着（ゆちゃく）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 H29.7.15 迅速審査

非小細胞肺癌完全切除症例に対する周術期ｈNAP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 H29.7.20 迅速審査

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（J-SONIC）ver.1.0

呼吸器内科 H29.7.15 迅速審査

JCOG1114：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 H29.7.24 迅速審査

大腸T1癌の予後に関する多施設共同前向きコホート研究 消化管内科 H29.8.1 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 H29.7.25 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 H29.7.25 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癌の分類に関する
研究

消化管内科 H29.8.1 迅速審査

深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバー
ロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究

腫瘍循環器科 H29.7.25 迅速審査

成人T細胞白血病・リンパ腫患者における新規治療標的としての免疫調
整因子に関する研究

血液内科 H29.7.25 迅速審査

次世代シークエンス技術を用いたEGFR-TKI耐性獲得機序の解明 呼吸器内科 H29.8.7 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 H29.8.1 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 H29.8.1 迅速審査

非医療系サービスに対するニーズ調査 乳腺・内分泌外科 H29.8.1 迅速審査

尿道癌について 泌尿器科 H29.8.4 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

腫瘍循環器科 H29.8.7 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

腫瘍免疫学部門 H29.8.14 迅速審査



JCOG0912　臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の開
腹幽門側胃切除術に対する非劣性を検証するランダム化比較試験

消化器外科 H29.8.7 迅速審査

日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 頭頸部外科 H29.8.17 迅速審査

大腸癌術後の臨床病理学的因子と予後についての検討 消化器外科 H29.8.17 迅速審査

上腕骨近位部骨肉腫に対して広範切除およびリバース型人工肩関節全
置換術を用いた再建について

整形外科 H29.8.21 迅速審査

皮弁再建を要した頭頸部癌症例の術後成績に関する後ろ向き検討 形成外科 H29.8.21 迅速審査

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

腫瘍内科 H29.12.7 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 H29.8.24 迅速審査

WJOG9516L（V.1.00）ALK陽性肺癌に関するレトロスペクティブ研究
---ALK陽性肺癌に対するクリゾチニブ後にアレクチニブを投与する治療
シークエンスの臨床効果の多施設共同後ろ向き研究---

呼吸器内科 H29.8.24 迅速審査

人工関節登録制度の確立 整形外科 H29.8.24 迅速審査

治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術の有用
性に関するランダム化比較第III相試験

消化器外科 H29.9.4 迅速審査



B型慢性肝疾患症例における核酸アナログの治療効果 肝胆膵内科 H29.9.11 迅速審査

Kyocera Modular Limb Salvage system(KMLS)新セメントレステムの短期
成績調査　骨軟部肉腫治療研究会多施設共同研究

整形外科 H29.9.4 迅速審査

高齢者食道表在癌の内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除例におけ
る追加治療の意義についての検討

消化管内科 H29.9.4 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 H29.9.1 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　Complete data collection on EGFR-
mutated lung cancer treatment.
(COMET study)

呼吸器内科 H29.9.8 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

呼吸器内科 H29.9.8 迅速審査

高齢者癌患者の内視鏡治療に対する意識調査 消化管内科 H29.9.5 迅速審査

造血器腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 血液内科 H29.9.11 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 H29.9.11 迅速審査

ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究 消化器外科 H29.9.11 迅速審査



子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射線治療（IMRT）を用い
た術後同時化学放射線療法の多施設共同非ランダム化検証的試験
ver1.0

婦人科 H29.9.11 迅速審査

IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する Conventional Paclitaxel
+ Carboplatin ± Bevacizumab 併用療法 vs. Dose-dense Paclitaxel +
Carboplatin ± Bevacizumab 併用療法のランダム化第II/III相比較試験実
施計画書 ver. 2.0

婦人科 H29.9.11 迅速審査

画像強調内視鏡観察所見とまだら食道の関連性についての検討 消化管内科 H29.9.15 迅速審査

創薬をめざした新規骨軟部肉腫細胞株および疾患モデル動物の開発 整形外科 H29.10.5 迅速審査

食道表在癌および早期胃癌の自然史に関する調査 消化管内科 H29.10.5 迅速審査

切除可能肝細胞癌に対する陽子線治療と外科的切除の非ランダム化同
時対照試験

消化器外科 H29.10.5 迅速審査

ARDSで生存した症例におけるCT所見の変化についての後ろ向き研究 放射線診断・IVR科 H29.10.5 迅速審査

AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）システムの実
証実験

消化管内科 H29.10.5 迅速審査

高齢者に対するがん検診のイメージ調査
がん対策センター疫学統

計部
H29.10.5 迅速審査

大腸ポリープ切除後出血に対する予防的クリッピングの有用性に関する
多施設共同ランダム化比較試験

消化管内科 H29.10.5 迅速審査



卵巣転移、鼡径リンパ節転移に関する研究 消化器外科 H29.10.5 迅速審査

Osimertinib耐性機構の病理学的検索 呼吸器内科 H29.10.11 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 H29.10.5 迅速審査

高齢進行非小細胞肺がん/膵がんに対する早期栄養・運動介入の多施
設共同ランダム化第II相試験

呼吸器内科 H29.10.5 迅速審査

子宮癌肉腫に対する dose-dense TC 療法と triweekly TC 療法による術
後補助化学療法、再発後化学療法を比較するランダム化第 II/III 相比較
試験(JGOG2047 ver2.3)

婦人科 H29.10.5 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 消化器外科 H29.10.5 迅速審査

治癒切除困難な膵癌に対する術前化学治療法として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 H29.10.5 迅速審査

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における22G Franseen針と20G側溝付
き針による自己免疫性膵炎の病理組織学的検討-多施設共同前向き無
作為化比較試験-

肝胆膵内科 H29.10.5 迅速審査

消化管腫瘍の内視鏡診断におけるコンピュータ支援診断システムの有用
性に関する研究

消化管内科 H29.10.5 迅速審査

膵癌におけるHyperEye Medical System (HEMS)を用いたICG蛍光法によ
る膵周囲リンパ流の解明

消化器外科 H29.10.5 迅速審査



悪性黒色腫における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診断法の
確立

腫瘍皮膚科 H29.10.5 迅速審査

乳がん治療薬エリブリンメシル酸塩による好中球減少発現の要因解析 薬局 H29.10.5 迅速審査

進行再発乳癌におけるエリブリンの有効性の検討 腫瘍内科 H29.10.5 迅速審査

進行・再発乳癌に対するエベロリムス＋エキセメスタン併用療法の有効
性と安全性の検討

腫瘍内科 H29.10.5 迅速審査

深達度SS/SE胃癌患者における遺伝子変異の臨床的有用性を評価する
大規模バイオマーカー研究

消化器外科 H29.10.10 迅速審査

肝細胞癌根治療法後における免疫チェックポイント阻害剤（ニボルマブ）
の再発抑制効果検証のための多施設共同第II 相試験におけるバイオ
マーカー探索研究　Biomarker study for NIVOLVE trial

消化器外科 H29.10.20 迅速審査

ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する
研究（Study on Treatment After Complete Resection of High Risk
Gastrointestinal Stromal Tumors；STAR ReGISTry）

消化器外科 H29.10.5 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

検診部　消化器検診科 H29.11.8 迅速審査

糖尿病合併胃癌における耐糖能改善を目的とした至適再建術式の検討 消化器外科 H29.12.5 迅速審査

緩和ケアの実践におけるコンパシオーンのあり方に関する研究 心療・緩和科 H29.10.5 迅速審査



粘膜下層浸潤臨床病期I期(T1N0M0)食道癌に対する内視鏡的粘膜切除
術（EMR）と化学放射線併用治療の有効性に関する非ランダム化検証的
試験(JCOG0508)

消化管内科 H29.10.5 迅速審査

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（JCOG1207）

消化管内科 H29.10.5 迅速審査

食道癌化学放射線療法後の局所遺残再発例に対するME2906および
PNL6405EPGを用いた光線力学的療法の多施設共同臨床第II相試験（医
師主導治験）に関する後続附随研究（追跡調査）

消化管内科 H29.10.5 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 H29.10.10 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（V.1.1）

呼吸器内科 H29.10.5 迅速審査

ALK測定系の精度テスト    呼吸器内科 H29.10.5 迅速審査

フッ化ピリミジン系抗がん剤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 H29.10.5 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 H29.10.5 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

消化器外科 H29.10.5 迅速審査

局所進行膵癌を対象とした modified　FOLFIRINOX 療法とゲムシタビン+
ナブパクリタ キセル併用療法のランダム化第Ⅱ相試験

検診部　消化器検診科 H29.10.20 迅速審査



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　付随研究（阪神がん研究
グループ 0416　付随研究）

呼吸器内科 H29.10.16 迅速審査

アファチニブ＋ベバシズマブ療法はT790M陰性例を陽性化させ得る
か？：EGFR遺伝子変異陽性肺癌における後ろ向き研究（阪神がん0114
ABCstudy付随研究）

呼吸器内科 H29.10.16 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　　　Complete data collection on
EGFR-mutated lung cancer treatment.(COMET study)

呼吸器内科 H29.10.16 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

呼吸器内科 H29.10.16 迅速審査

早期膵癌の画像診断と臨床病理学的検討 検診部　消化器検診科 H29.10.16 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　生化学部 H29.11.1 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 H29.11.1 迅速審査

肺がんに関するラーニングアプリによる情報提供の有用性の研究 呼吸器内科 H29.10.16 迅速審査

画像強調内視鏡観察所見とまだら食道の関連性についての検討 消化管内科 H29.10.16 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（V.2.0）

呼吸器内科 H29.10.20 迅速審査



臨床検体を用いた血液細胞の表面マーカー解析 血液内科 H29.10.20 迅速審査

ATL発症高危険群の同定と発症予防法開発を目指す研究 血液内科 H29.10.20 迅速審査

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大腸癌手術の臨
床応用に関する研究

消化器外科 H29.10.20 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 H29.10.20 迅速審査

膵癌早期診断を目指した適正な検診間隔を検討するための研究 検診部　消化器検診科 H29.10.20 迅速審査

Convolutional Neural Networkを用いた超解像技術によるX線画像の高解
像度化

放射線診断・IVR科 H29.11.2 迅速審査

胸部CT検査におけるConvolutional Neural Networkを用いた息止め不良
の検出

放射線診断・IVR科 H29.11.2 迅速審査

PS不良 EGFR 遺伝子 T790M変異陽性肺癌に対するオシメルチニブ単剤
療法の検討

呼吸器内科 H29.10.30 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 H29.10.30 迅速審査

WJOG10217L   進行非小細胞肺癌に対する PD-1 阻害薬投与後の化学
療法の有効性や安全性を検討する後方視的多施設研究（V.1.00）

呼吸器内科 H29.11.2 迅速審査



深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバー
ロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究

腫瘍循環器科 H29.11.2 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　Complete data collection on EGFR-
mutated lung cancer treatment.(COMET study) (ver1.1)

呼吸器内科 H29.11.14 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(ver1.1)

呼吸器内科 H29.11.14 迅速審査

局所進行性膀胱癌治療における周術期合併症およびQOL調査 泌尿器科 H29.11.14 迅速審査

キイトルーダ療法による薬物療法 呼吸器内科 H29.11.14 迅速審査

上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）と殺細胞性抗
がん剤併用の安全性と有効性

呼吸器内科 H29.12.7 迅速審査

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（JCOG1109）

消化器外科 H29.12.22 迅速審査

がん患者における下肢静脈エコーによる静脈血栓の存在様式に関する
研究

腫瘍循環器科 H29.12.7 迅速審査

阪神がん研究グループ0112（V.2.2）
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 H29.11.21 迅速審査

がんおよびがん関連疾患患者の治療成績の検討 副院長 H29.12.7 迅速審査



アファチニブ＋ベバシズマブ療法はT790M陰性例を陽性化させ得る
か？：EGFR遺伝子変異陽性肺癌における後ろ向き研究（ABCstudy付随
研究）（V.1.1）

呼吸器内科 H29.11.21 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 H29.11.24 迅速審査

BRCA1/2遺伝子バリアントとがん発症・臨床病理学的特徴および発症リ
スク因子を明らかにするための卵巣がん未発症を対象としたバイオバン
ク・コホート研究 (ver1.4)

婦人科 H29.11.27 迅速審査

急性リンパ性白血病(ALL)における定量PCRを用いた微少残存病変
（MRD）測定法の確立と臨床的意義の検討

血液内科 H29.1.22 迅速審査

胸水及び末梢血によるNivolumabの治療効果予測因子の検討試験 呼吸器内科 H29.11.28 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 H29.11.28 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 放射線腫瘍科 H29.12.5 迅速審査

成人T細胞白血病(ATL)に特異的な細胞因子と腫瘍化の検討について 血液内科 H29.12.7 迅速審査

骨髄系血液悪性疾患における新規治療標的としての表面抗原分子に関
する研究　後方視的検討

血液内科 H29.12.7 迅速審査

骨髄系血液悪性疾患における新規治療標的としての表面抗原分子に関
する研究

血液内科 H29.12.7 迅速審査



Soluble Tumor Necrosis Factor (sTNF)、sTNF-Receptor 1 (R1) 及び
sTNF-R2とがんの進行度との関連性を明らかにするパイロットスタディ

消化器外科 H29.12.11 迅速審査

進行期メラノーマ患者において新規バイオマーカーとしてCirculating
tumor DNAの有用性についての検討

腫瘍皮膚科 H29.12.5 迅速審査

WJOG5108LFS（V.1.00）
 進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ
相試験のPFS とOS の追加解析

呼吸器内科 H29.12.5 迅速審査

人工骨幹置換術の治療成績の検討 整形外科 H29.12.7 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

婦人科 H29.12.5 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 H29.12.21 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・運動介入の安
全性・忍容性試験の附随TR研究　　癌性悪液質早期検出バイオマーカー
開発のための基盤研究

呼吸器内科 H29.12.18 迅速審査

画像集積を加えた“Enhanced-JED” 消化管内科 H29.12.18 迅速審査

上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）と殺細胞性抗
がん剤併用の安全性と有効性

呼吸器内科 H29.12.18 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 H29.12.18 迅速審査



消化器外科手術における周術期老人関連評価指標と術後成績に関する
研究　～National Clinical Databaseによる前向き調査研究～

消化器外科 H29.12.18 迅速審査

食道癌根治術における胸管合併切除vs胸管温存ランダム化比較試験 消化器外科
 H29.12.18 迅速審査

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 H29.12.18 迅速審査

膵癌術前放射線治療についての遡及的検討 放射線腫瘍科 H29.12.18 迅速審査

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大腸癌手術の臨
床応用に関する研究

消化器外科 H29.12.18 迅速審査

電子ポータル画像装置を用いた回転型強度変調放射線治療中のin vivo
dosimetryの評価

放射線腫瘍科 H29.12.18 迅速審査

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 H30.1.17 迅速審査

当院における転移性腎細胞癌の治療成績の後方視的検討 泌尿器科 H29.12.22 迅速審査

日本人における軟部肉腫に対するトラベクテジ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 H29.12.22 迅速審査



肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共同
後ろ向き臨床研究

呼吸器外科 H29.12.22 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 H29.12.22 迅速審査

一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan
Neurosurgical Database：JND）

脳神経外科 H29.12.22 迅速審査

精巣癌に特異的な質問票EORTC QLQ-TC26日本語版を用いた横断的
多施設共同研究

泌尿器科 H29.12.22 迅速審査

乳がん治療薬パルボシクリブによる副作用発現状況調査 薬局 H29.12.22 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　生化学部 H29.12.22 迅速審査

EGFR compound mutationを有する非小細胞肺がん患者由来cancer
tissue-originated spheroid (CTOS)の探索とafatinib投与における遺伝子
変異の変化について

呼吸器内科 H29.12.22 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 H29.12.28 迅速審査

大腸癌肝転移根治切除例に対する術後補助化学療法としてのオキサリ
プラチン+カペシタビン併用療法(XELOX療法)の検討[REX study]

腫瘍内科 H29.12.28 迅速審査

大腸癌術後の臨床病理学的因子と予後についての検討 消化器外科 H30.1.12 迅速審査



肺癌におけるImmune checkpoint inhibitorの効果予測に関する研究 呼吸器内科 H29.12.28 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 H29.12.28 迅速審査

EGFR変異検出技術の比較研究 呼吸器外科 H30.2.13 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 H30.1.12 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

呼吸器内科 H30.1.12 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 H30.1.17 迅速審査

早期前立腺がんに対するPSA監視療法：国際共同比較研究（PRIAS-
JAPAN）

泌尿器科 H29.12.28 迅速審査

JCOG1602：爪部悪性黒色腫に対する指趾骨温存切除の非ランダム化検
証的試験

腫瘍皮膚科 H29.12.28 迅速審査

開腹手術後のがん患者に対する動作解析機器の有用性の検討 リハビリテーション科 H30.1.12 迅速審査

関節可動域測定装置（３次元データ）を用いた上肢機能評価法の有用性
の検討

リハビリテーション科 H30.1.17 迅速審査



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

肝胆膵内科 H30.2.7 迅速審査

頭頸部癌放射線治療後の咬筋・頤舌骨筋と救済手術後の嚥下機能との
関係

リハビリテーション科 H30.1.12 迅速審査

肺がん薬物療法の個別化を目指した薬剤耐性バイオマーカーの開発 呼吸器内科 H30.1.12 迅速審査

セマフォリンおよび関連分子の呼吸器系腫瘍・免疫疾患における機能の
解明

呼吸器内科 H30.1.12 迅速審査

Osimertinib耐性機構の病理学的検索 呼吸器内科 H30.1.12 迅速審査

アファチニブ＋ベバシズマブ療法はT790M陰性例を陽性化させ得る
か？：EGFR遺伝子変異陽性肺癌における後ろ向き研究(ABCstudy付随
研究）

呼吸器内科 H30.1.12 迅速審査

末梢肺病変を標的とした気管支鏡検査を行う症例におけるCT気管支ナ
ビゲーションシステム(Ziostation2)の画像解析の質に関する観察研究

呼吸器内科 H30.1.12 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 H30.1.12 迅速審査

血中腫瘍DNAを用いたALK融合遺伝子検出法の開発 呼吸器内科 H30.2.7 迅速審査

喫煙・多重がん罹患等と生命予後に関する研究
がん対策センター疫学統

計部
H30.1.12 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 H30.1.15 迅速審査

当センタ―の乳癌手術と病理診断の実態と課題への取り組み　縮小手術
にどう向き合うか

病理細胞診断科 H30.1.12 迅速審査

抗ヒトPD-1/PD-L1 抗体投与後に発症する1 型糖尿病に関する疫学調
査

内分泌代謝内科 H30.1.12 迅速審査

気管支内視鏡検査における前処置薬の使用と効果に関する前向きコ
ホート研究

呼吸器内科 H30.1.12 迅速審査

進行性腎細胞癌の治療実態に関する前向き研究 泌尿器科 H30.1.12 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(ver.1.2)

婦人科 H30.1.15 迅速審査

BR療法の副作用軽減に関する多施設共同前向き試験 血液内科 H30.1.12 迅速審査

地域がん登録と日本産科婦人科学会データを用いた若年子宮頸癌の予
後に関する研究

婦人科 H30.1.12 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 H30.1.12 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
腫瘍免疫学部門

H30.3.23 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 H30.1.17 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 H30.1.12 迅速審査

閉鎖空間の患者のためのストレス緩和システムの試用評価 血液内科 H30.1.12 迅速審査

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

呼吸器内科 H30.1.12 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 H30.1.17 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 H30.1.18 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）

呼吸器内科 H30.1.17 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 H30.1.19 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 H30.1.19 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
Phase Ⅱstudy on feasibility of sentinel lymph node biopsy for　ycN0
patients treated with primary chemotherapy in cT1-3N1M0　breast
cancer SHARE study

乳腺内分泌外科 H30.1.19 迅速審査

食道癌に対する癌化学療法と放射線療法併用における入院期間延長因
子の探索研究

薬局 H30.1.19 迅速審査

進行非扁平上皮非小細胞肺がん（NSCLC）症例に対する一次治療前バ
イオマーカー検査の実態調査

呼吸器内科 H30.3.1 迅速審査

WJOG0105LFS（V.1.00）　　切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するマイトマ
イシン/ビンデシン/シスプラチンとイリノテカン/カルボプラチンとパクリタ
キセル/カルボプラチンと同時放射線治療の第Ⅲ相無作為化比較試験の
長期生存の追加解析

呼吸器内科 H30.1.30 迅速審査

切除可能胆道癌に対する術前MDCT診断の妥当性に関する研究 消化器外科 H30.1.30 迅速審査

胆嚢癌の診断と治療方針・予後に関する前向き観察研究 消化器外科 H30.1.30 迅速審査

腹腔鏡下肝切除における予防的ドレーン留置に関する前向き試験（ラン
ダム化比較試験）

消化器外科 H30.1.30 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

消化管内科 H30.1.30 迅速審査

前立腺がん患者の診断時の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 H30.1.30 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
腫瘍免疫学部門

H30.2.1 迅速審査

膵精密超音波検査での所見の変化と膵癌発生との関連性の評価と膵癌
診断における造影超音波検査の有用性の評価

検診部
消化器検診科

H30.2.6 迅速審査

肺癌に対する体幹部定位照射 放射線腫瘍科 H30.2.1 迅速審査

Tamoxifen投与中の薬剤性NASHに関する検討 肝胆膵内科 H30.2.6 迅速審査

内視鏡治療後の遺残再発大腸腫瘍に対するUnderwater EMRの有用性 消化管内科 H30.2.1 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 H30.2.6 迅速審査

阪神がん0312
骨転移を有する肺癌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 H30.2.6 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 H30.2.9 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
2 vs 3サイクルのランダム化II相試験

消化器外科 H30.2.6 迅速審査

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋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 H30.2.6 迅速審査



食道粘膜にみられる新たな食道癌発生危険因子の探索 消化管内科 H30.2.6 迅速審査

進行期非小細胞肺癌(NSCLC)に対する一次治療におけるPembrolizumab
療法の多施設実態調査

呼吸器内科 H30.2.19 迅速審査

切除可能な進行食道癌に対する術前化学療法としてのFAPとDCF療法の
ランダム化比較試験　付随研究　食道癌患者における体組成と術前化学
療法の有害事象、および、術後合併症に関する検討

消化器外科 H30.2.23 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 H30.2.19 迅速審査

JCOG1510：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

消化器外科 H30.2.21 迅速審査

新規のたんぱく質、糖鎖腫瘍マーカーの探索
研究所

分子生物学部門
H30.2.21 迅速審査

大腿骨全置換術に関する多施設共同レトロスペクティブ研究 整形外科 H30.2.21 迅速審査

中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する研究    -骨軟
部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究-

整形外科 H30.2.21 迅速審査

骨軟部腫瘍治療後の予後機能評価 整形外科 H30.2.21 迅速審査

JCOG0304A1「術前化学療法を施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫
における組織学的効果判定に関する研究」

整形外科 H30.2.21 迅速審査



大阪市内での慢性期慢性骨髄性白血病に対するチロシンキナーゼ阻害
剤による治療の後方視解析2018

血液内科 H30.2.21 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 H30.2.26 迅速審査

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

整形外科 H30.2.26 迅速審査

製造販売後調査データを用いた骨巨細胞腫に対するランマークの治療効
果に関する後ろ向き観察研究

整形外科 H30.2.26 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 H30.2.26 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　Complete data collection on EGFR-
mutated lung cancer treatment.　　(COMET study)

呼吸器内科 H30.2.26 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 H30.2.26 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（V.1.4）

呼吸器内科 H30.2.26 迅速審査

婦人科悪性腫瘍肺転移に対する肺切除術に関する多施設共同後方視的
観察研究

呼吸器外科 H30.2.26 迅速審査

食道がん放射線治療における通常照射法と、対向2門と強度変調回転照
射（VMAT）を併用したHybrid－VMATの線量分布の比較

放射線腫瘍科 H30.2.26 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 H30.3.1 迅速審査

術後生存率に及ぼす手術時年齢の影響からみた高齢者に対する手術治
療の適否

がん対策センター H30.3.1 迅速審査

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（KOTOBAKARI CANCER study）

がん対策センター H30.3.1 迅速審査

気管支内視鏡検査における前処置薬の使用と効果に関する前向きコ
ホート研究

呼吸器内科 H30.3.1 迅速審査

上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）と殺細胞性抗
がん剤併用の安全性と有効性

呼吸器内科 H30.3.30 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 H30.3.27 迅速審査

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 H30.3.6 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 H30.3.6 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 H30.3.6 迅速審査

JCOG1505：エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤性乳管癌に対する
非切除＋内分泌療法の有用性に関する単群検証的試験

乳腺・内分泌外科 H30.3.6 迅速審査



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

腫瘍内科 H30.3.6 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 H30.3.6 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 H30.3.6 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

呼吸器内科 H30.3.6 迅速審査

びまん型腱滑膜巨細胞腫の長期成績に関する多施設共同研究 整形外科 H30.3.6 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 H30.3.12 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　生化学部 H30.3.12 迅速審査

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（EMERALD study）

呼吸器内科 H30.3.19 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 H30.3.23 迅速審査



WJOG8415L
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（J-PLEURA）

呼吸器内科 H30.3.19 迅速審査

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　JCOG1503C

消化器外科 H30.3.19 迅速審査

治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関するランダム
化比較試験

消化器外科 H30.3.19 迅速審査

直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当性に関する観察研究 消化器外科 H30.3.19 迅速審査

JCOG1506A1：多施設共同ランダム化比較試験に参加したStage II/III進
行大腸癌患者を対象とした予後予測および術後補助療法の適正化を目
的とした大規模バイオマーカー研究

消化器外科 H30.3.23 迅速審査

JCOG1607：高齢者HER2陽性進行乳癌に対するT-DM1療法とペルツズ
マブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法のランダム化比較第III試験

乳腺・内分泌外科 H30.3.19 迅速審査

SCRUM-Japan 疾患レジストリを活用した新薬承認審査時の治験対照群
データ作成のための前向き多施設共同研究（SCRUM-Japan Registry）第
1.2版

呼吸器内科 H30.3.19 迅速審査

肺がんに関するラーニングアプリによる情報提供の有用性の研究 呼吸器内科 H30.3.19 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　生化学部 H30.3.26 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 H30.3.27 迅速審査



腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋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 H30.3.27 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 H30.3.27 迅速審査

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 H30.3.27 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 消化器外科 H30.3.27 迅速審査

進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術における安全性の検討 消化器外科 H30.3.27 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 H30.3.27 迅速審査

右側結腸癌のリンパ節転移に関する多施設前向き観察研究 消化器外科 H30.3.27 迅速審査

JCOG1017：薬物療法非抵抗性Stage IV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

乳腺内分泌外科 H30.3.27 迅速審査

JCOG1204：再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップとインテ
ンシブフォローアップの比較第III相試験

乳腺内分泌外科 H30.3.27 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 H30.3.27 迅速審査



食道扁平上皮がんにおけるリンパ節および臓器転移の危険因子に関す
る検討

消化管内科 H30.3.27 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 H30.3.27 迅速審査

院内がん登録データを用いた食道癌内視鏡治療後の重複癌に関する研
究

消化管内科 H30.3.30 迅速審査

神経膠腫におけるマルチモダール画像解析 脳神経外科 H30.3.30 迅速審査

非小細胞肺癌患者を対象としたPD-L1の発現の観察研究 呼吸器内科 H30.3.30 迅速審査

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 消化管内科 H30.3.30 迅速審査

臨床心理士による、造血幹細胞移植患者の移植前後のQuality of life, う
つ, 不安の適正な評価と臨床的介入の検証

血液内科 H30.3.30 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 H30.3.30 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 H30.3.31 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 H30.3.30 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 H30.3.31 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)

整形外科 H30.3.31 迅速審査

子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射線治療（IMRT）を用い
た術後同時化学放射線療法の多施設共同非ランダム化検証的試験 ver.
1.1

婦人科 H30.3.31 迅速審査

申請内容 所属 許可日

JCOG1604 臨床病期IA 食道癌の深達度診断における超音波内視鏡の
有用性に関する非ランダム化検証的試験

消化管内科 H29.7.24

JCOG1602　爪部悪性黒色腫に対する指趾骨温存切除の非ランダム化
検証的試験

腫瘍皮膚科
H29.12.18

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

整形外科 H29.11.20

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

泌尿器科
H29.10.25

JCOG1605 パクリタキセル既治療原発性皮膚血管肉腫に対するパゾパ
ニブ療法の非ランダム化検証的試験

腫瘍皮膚科
H30.3.30

[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]


