
回 開催日 所属 申請内容 審査結果

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 消化器外科 胃全摘術施行患者に対する術前免疫増強栄養食品投与の効果に関する無作為比較試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 脳神経科 がん患者の心のケア及び医療相談等のあり方に関する研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 臨床検査科 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 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 放射線診断科 肝細胞癌に対する動注用シスプラチン製剤を用いた肝動脈化学塞栓療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 消化器内科 進行・再発胃癌に対する逐次併用または同時併用化学療法の無作為化臨床試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 乳腺・内分泌科
アナストロゾール投与後閉経後再発乳癌に対するフェアストン錠40mgの有用性の検討（臨床第Ⅱ相試
験）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.6.27 消化器検診科 局所進行膵がんに対するS-1併用放射線療法の第2相試験 承　認

第３６回倫理審査委員会 H18.7.5 血液・化学療法科 ヒト骨髄由来未分化組織幹細胞の同定とその特性解明 承　認

第３６回倫理審査委員会 H18.7.5 消化器検診科 　プロテオーム解析による新しい膵がん血液診断法の有用性を検討する他施設共同研究 承　認

第３６回倫理審査委員会 H18.7.5 消化器検診科
抗がん剤化学療法を受ける切除不能の進行膵・胆道がん患者についてのＱＯＬ・ストレス・免疫能に
ついての後ろ向き研究

承　認

第３６回倫理審査委員会 H18.7.5 消化器内科 偏光内視鏡装置による消化管がんの診断についての研究 承　認
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迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.5.23 呼吸器内科
切除不能ⅢＢ／Ⅳ期非小細胞肺癌に対するゲムシタビン＋カルボプラチン投与法別併用療法の
Randomized Phase Ⅱ study

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.7.12 乳腺内分泌科
原発性乳癌に対するweekly Paclitaxel療法とFEC療法の術前逐次併用療法に関する検討(Phase II
study)

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.7.12 乳腺内分泌科 多施設共同による乳癌脳転移症例の遡及的検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.7.12 乳腺内分泌科 細胞周期プロファイリング技術（C2P）による乳癌再発予測診断法の性能確認研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.7.27 呼吸器外科 肺・縦隔悪性腫瘍手術における微小進展度診断と術中診断への応用 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.8.21 放射線治療科 放射線治療システムの精度管理と臨床評価に関する研究 承　認

第１７回遺伝子解析研究部会 H18.8.24 呼吸器内科
「アジアにおける進行非小細胞肺癌患者を対象に1次療法としてのゲフィチニブとカルボプラチン＋
パクリタキセル併用化学療法の有効性、安全性及び忍容性を比較する多施設共同非盲検無作為化平行
群間比較第Ⅲ相試験」におけるバイオマーカーに関する付随研究

承　認

第１７回遺伝子解析研究部会 H18.8.24 泌尿器科 イムネース注35とスミフェロン併用療法の腎細胞癌を対象とした製造販売後臨床試験 承　認

第１７回遺伝子解析研究部会 H18.8.24 研究所 染色体異常パターン及び突然変異導入パターンによる肺癌原発単転移巣等の分類 承　認

第１７回遺伝子解析研究部会 H18.8.24 消化器外科
遺伝子解析による大腸がん治療薬の感受性及び副作用予測に関する
臨床研究－modified FOLFOX6－ 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.9.12 呼吸器内科
未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するカルボプラチン/ティーエスワン併用療法とカルボプラチン/パ
クリタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.10.10 調査部疫学課 がんフォローアップ中の患者の経済的負担に関するアンケート調査研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.10.10 整形外科 全国骨・軟部腫瘍登録 承　認

第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 呼吸器内科 肺がんの血漿アミノグラム解析と診断的意義についての検討 承　認



第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 栄養管理室
消化器領域における成人腫瘍性疾患に対する Nutrition Support Team（以下ＮＳＴ）活動成果の検
証

承　認

第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 消化器外科
上部消化管がん患者の術後機能障害評価尺度（短縮版）の開発とその信頼性・妥当性に関する研究

承　認

第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 婦人科 子宮体癌術後の骨粗鬆症予防に対する塩酸ラロキシフェンの効果の検討 承　認

第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 耳鼻咽喉科 磁性体造影剤を用いたMRIによる頸部リンパ節転移診断(頭頸部癌) 承　認

第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 婦人科 磁性体造影剤を用いたMRIによる骨盤・傍大動脈リンパ節転移診断(子宮がん) 承　認

第１８回遺伝子解析部会 H18.11.1 泌尿器科 S-1泌尿器科癌（3試験）における薬理遺伝学的研究 承　認

第１８回遺伝子解析部会 H18.11.1
検診部

消化器検診科
切除不能膵癌（局所進行または転移性）に対するRo50-8231(erlotinib)とゲムシタビン併用の第II相
臨床試験

承　認

第１８回遺伝子解析部会 H18.11.1
検診部

消化器検診科
塩酸ゲムシタビンおよびS1不応の再発・進行膵胆道に対するトラスツズマブ（商品名：ハーセプチ
ン）の有効性及び安全性に関する検討

承　認

第１８回遺伝子解析部会 H18.11.1 呼吸器外科
非小細胞肺がんにおけるEGFR遺伝子変異とGefitinib (IRESSA)の治療効果との関係の解析　（その２
ダイレクトシークエンス法とpeptide nucleic acid-locked nucleic acid PCR clamp法の比較）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.11.1 消化器外科 食道癌周術期栄養管理におけるシンバイオティクスの有効性に関する検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.11.24 泌尿器科 新規腫瘍マーカーとしてのC6776蛋白質の有用性の検討 承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.12.12 乳腺・内分泌外科
転移･再発乳がんに対するタキサン系薬剤とティーエスワンのランダム化比較試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H18.12.12 消化器外科
臨床病期I(clinical-T1N0M0)食道癌に対する食道切除術と化学放射線療法同時併用療法
(CDDP+5FU+RT)のランダム化比較試験

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.12.21 呼吸器内科
未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するカルボプラチン/ティーエスワン併用療法とカルボプラチン/パ
クリタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験(プロトコールの軽微な変更）

承　認



迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.12.26 泌尿器科
浸潤性膀胱移行上皮がん（T2-4aNOMO）に対する術前MVAC化学療法による予後改善の意義に関する第
Ⅲ相試験
(プロトコールの軽微な変更）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.12.15 呼吸器外科
ヒト上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異を有する非小細胞肺がんに対するゲフィチニブvsシスプ
ラチン+ドセタキセルの比較第３相試験(WJTOG3405)　　　(プロトコールの軽微な変更）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.12.16 乳腺内分泌科
磁性体造影剤を用いたMRIによる腋窩リンパ節転移診断（乳がん　　　　）(プロトコールの軽微な変
更）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.3.2 泌尿器科 S-1泌尿器科癌（3試験）における薬理遺伝学的研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.3.9 臨床検査科
糖尿病予防のための戦略研究　課題３　「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」

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づく乳房への放射線照射不要グループの同
定を目指した多施設共同研究（No.2）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づく乳房への放射線照射不要グループの同
定を目指した多施設共同研究（No.３）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づく乳房への放射線照射不要グループの同
定を目指した多施設共同研究（No.4）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30 消化器検診科 新規膵癌腫瘍マーカーの探索とその有用性に関する多施設共同研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30 消化器外科
切除不能進行・再発膵癌における塩酸ゲムシタビン（GEM）とティーエスワン（TS-1）併用化学療法
臨床第II相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30 婦人科
JCOG0602：III期/IV期卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する手術先行治療　vs. 化学療法先行治療のラン
ダム化比較試験(JCOG0602 ver1.0)

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30 消化器外科 JACCRO GC-04study 胃癌術後補助化学療法（S-1）における抗がん剤感受性試験の検証 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器外科 コンタクト・エンドスコープを用いた膵・胆道癌の上皮内進展評価法の開発 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器外科
根治切除可能な4型胃癌に対する術前S-1＋Paclitaxel併用化学療法と術後     PaclitaxelとS-1逐次
併用化学療法の第II相臨床試験

承　認

乳腺・内分泌外科



第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器内科 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における前方送水機能付内視鏡の有用性についての研究 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器内科 立体記憶超音波(TMS)の肝細胞癌に関する臨床的有用性についての検討 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器内科
肝細胞癌治療後の異所性再発抑制に対するインターフェロン治療の有用性についての検討

承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 臨床腫瘍科 発熱性好中球減少症を対象としたフィニバックス及びマキシピームの有効性・費用対効果の比較検討 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 脳神経外科
Sodium butyrate（酪酸ナトリウム）の持続髄腔内（腫瘍腔内を含む）投与悪性脳腫瘍症例における
MCT1発現の解析

承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 脳神経外科 WT1ペプチドを用いた悪性脳腫瘍に対する免疫療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 研究所病理学部門 ティッシュマイクロアレイ(tissue microarray, TMA)の作製・有用性の検討 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器内科 内視鏡切除時の出血に対する赤外線内視鏡を用いた観察法の有用性 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器内科 膵臓癌、食道癌に対する化学放射線療法後の胃粘膜障害に関する検討 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 研究所生化学部門 大腸癌幹細胞の解析 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 呼吸器内科
1レジメンの抗癌剤治療歴を有する局所進行/転移性（ⅢB期/Ⅳ期）非小細胞肺癌患者を対象とした
ZD6474とドセタキセルとの併用の有効性をプラセボとドセタキセルとの併用と比較検討する多施設共
同二重盲検無作為化第Ⅲ相臨床試験

承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 消化器内科 ピロリ菌除菌療法が胃癌の発生を予防する機序を解明する 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 消化器内科 食道癌生検標本の遺伝子プロファイル解析による化学放射線療法感受性予測に関する探求的研究 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 研究所 乳癌の予後診断法の開発 承　認



第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 研究所 多点微小サンプリング装置の開発 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 研究所 肺癌におけるDNAメチル化の変化についての網羅的研究 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 消化器外科 JACCRO GC-04study 胃癌術後補助化学療法（S-1）における抗がん剤感受性試験の検証 承　認

第１９回遺伝子解析部会 H19.2.16 泌尿器科 腎細胞癌におけるインターフェロン-αの治療効果と一塩基多型(SNPs)の関連性に関する臨床研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.3.20 放射線治療科 局所進行期膵臓癌に対するGemcitabine同時併用外部放射線治療に関する第II相試験 承　認


