
[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

GC0301/TOP-002 試験「切除不能進行・再発胃癌に対するS-1
vs.S-1/CPT-11 第Ⅲ相市販後臨床試験」付随研究

臨床腫瘍科 H23.3.4 第36回遺伝子解析部会

肝細胞癌治療における術前肝動脈塞栓化学療法（TACE）の有用
性の検討

消化器外科 H24.2.20 研究助成部会

JCOG1106：局所進行膵癌に対する S-1 併用放射線療法におけ
る導入化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

検診部
消化器検診科

H24.2.20 研究助成部会

ERCP と EUS-FNA の膵癌診断成績の比較（無作為化比較試験） 肝胆膵内科 H24.2.29 第58回倫理審査委員会

NO口腔癌における選択的頸部郭清術とセンチネルリンパ節ナビ
ゲーション手術の無作為化比較試験
-臨床第3相試験-

耳鼻咽喉科 H24.2.29 第58回倫理審査委員会

頭頸部がんの罹患の動向に関する研究 がん予防情報センター H24.4.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

急性骨髄性白血病における遺伝子解析 血液・化学療法科 H24.5.18 第41回遺伝子解析部会

高齢者Ｃ型肝炎に対するテラプレビル・ペグインターフェロ
ン・リバビリン併用療法におけるペグインターフェロン・リバ
ビリン先行投与の有用性の検討

肝胆膵内科 H24.5.28 研究助成部会

JG0G1013 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）両方のランダム化第Ⅲ相臨床（ADOPT）

臨床腫瘍科 H24.5.28 研究助成部会

Helicobacter pylori陽性患者に対する一次除菌療法の検討
～ランソプラゾールに対するエソメプラゾールの多施設共同ラ
ンダム化非劣試験～

消化管内科 H24.5.28 研究助成部会

平成24年度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



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 interzVEntion に関する第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 H24.5.28 研究助成部会

イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝学的完全寛解
（Complate Molecular Response；CMR）に到達している慢性期
慢性骨髄性白血病患者を対象としたニロチニブ投与中止後の安
全性と有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験－Stop
Nilotinib trial，≪NILSt trial≫－

血液・化学療法科 H24.5.28 研究助成部会

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 H24.6.13 第59回倫理審査委員会

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
に関する研究

乳腺・内分泌外科 H24.6.13 第59回倫理審査委員会

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

呼吸器内科 H24.6.13 第59回倫理審査委員会

Visual Feedback 下での呼気相および呼気相停止肺腫瘍位置の
再現性

放射線治療科 H24.6.13 第59回倫理審査委員会

大阪府における多重がんの発生頻度や予後と関連要因の研究 がん予防情報センター H24.6.25 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

国立がん研究センターがん研究開発費(旧：厚生労働省研究班）に
よる多目的コホート研究のフォローアップ調査

国立がん研究センター
がん予防・検診研究セン
ター

H24.7.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

高齢者がん患者における診断・治療の記述疫学的分析 がん予防情報センター H24.7.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

胆嚢・胆管がんの罹患の動向に関する研究 がん予防情報センター H24.7.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん細胞培養（CTOS法）を用いた薬効評価試験法の開発
研究所

生化学部門
H24.8.17 第42回遺伝子解析部会

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 H24.8.17 第42回遺伝子解析部会



骨軟部悪性腫瘍における転移関連遺伝子群の発現動態解析と骨
軟部肉腫患者の予後予測の可能性の検討

研究所
生物学部門

H24.8.17 第42回遺伝子解析部会

突発性肺線維症（IPF）合併小細胞肺癌に対する周術期
pirfenidone（ピレスパ）療法の効果と安全性に関する第Ⅱ相
試験

呼吸器外科 H24.8.27 研究助成部会

切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対するTS-1 通常
投与法と TS-1 隔日投与法のランダム化第Ⅱ相試験（膵癌隔日
投与研究）

検診部
消化器検診科

H24.8.27 研究助成部会

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）

婦人科 H24.8.27 研究助成部会

切除不能大腸癌1次治療における TS-1, irinotecan,
bevacizumab 併用療法の有用性を検証する臨床第Ⅲ相試験

臨床腫瘍科 H24.8.27 研究助成部会

WJOG5810大腸癌肺転移切除後患者を対象としたフルオロウタシ
ル/１－ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法
（mFOLFOX6)の第Ⅱ相臨床試験

臨床腫瘍科 H24.8.27 研究助成部会

大阪府における胆管がんの記述的学像 がん予防情報センター H24.9.18 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における胆管がん罹患の地理的集積性の検討 がん予防情報センター H24.9.18 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

急性前骨髄性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療
－第Ⅱ相臨床試験－　JALSG APL212

血液・化学療法科 H24.10.10
第42回遺伝子解析部会
第60回倫理審査委員会

FLT3/ITD 変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした同種造
血幹細胞移植療法の有効性と安全性に関する臨床第Ⅱ相試験
- JALSG AML209-FLT3-SCT Study (AML209-FLT3-SCT) -

血液・化学療法科 H24.10.10
第42回遺伝子解析部会
第60回倫理審査委員会



成人core Binding factor急性骨髄性白血病に対するシタラビ
ン大量療法のKIT遺伝子型別反応性を評価する臨床第Ⅳ相試験
- JALSG CBF-AML209-KIT Study (CBF-AML209-KIT) -

血液・化学療法科 H24.10.10
第42回遺伝子解析部会
第60回倫理審査委員会

手術可能 HER2 陰性乳癌における Tri-weeklynab-Paclitaxel
followed by FEC 術前化学療法第Ⅱ相臨床試験　[KBCSG-TR
1213〕

乳腺・内分泌外科 H24.10.10 第60回倫理審査委員会

大阪府における軟部悪性腫瘍の動向に関する研究 がん予防情報センター H24.10.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

罹患率国際比較データブックCI5第Ⅹ巻へのデータ提出 がん予防情報センター H24.10.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法における
観察研究

乳腺・内分泌外科 H24.11.12 研究助成部会

HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法における
トラスツズマブ単剤と化学療法併用に関するランダム化比較試
験

乳腺・内分泌外科 H24.11.12 研究助成部会

乳がん患者の多目的コホート研究07 乳腺・内分泌外科 H24.11.12 研究助成部会

ホルモン陽性HER2陰性転移・再発乳癌を対象としたパクリタキ
セル+ベバシズマブ導入化学療法のホルモン維持療法とホルモ
ン療法+カペシタビン併用維持療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

乳腺・内分泌外科 H24.11.12 研究助成部会

JGOG0504「転移性脳腫瘍に対する、腫瘍摘出術+全脳照射と腫
瘍摘出術+Salvage Radiation Therapy とのランダム化比較試
験」

脳神経外科 H24.11.12 研究助成部会

食道癌に対する Docetaxel、Cisplatin、5-FU 併用化学療法
（DCF療法）施行時における経腸栄養剤投与による副作用抑制
効果に関するランダム化比較試験

消化器外科 H24.11.12 研究助成部会

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）

婦人科 H24.11.12 研究助成部会



JGOG1008：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

耳鼻咽喉科 H24.11.26 研究助成部会

JCOG1007 治療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 H24.11.26 研究助成部会

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 H24.11.26 研究助成部会

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨
床的有用性に関する研究

消化器外科 H24.11.26 研究助成部会

切除可能な直腸癌術後骨盤内再発の術前補助化学療法を用いた
第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 H24.11.26 研究助成部会

消化器癌CTOSを用いた治療効果予測法の開発
研究所

生化学部門
H24.11.30 第43回遺伝子解析部会

個別化医療推進プロジェクト 臨床検査科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会

二種類の異なったカートリッジ（エンドGIATMトライステープ
ルTMおよびエンドGIATMロティキュレーターカートリッジTM）
を用いた肺葉気管支断端の縫合閉鎖におけるカートリッジ作動
具合と生体に対する影響についての比較研究

呼吸器外科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会

インスリン抵抗性を合併するＣ型代償性肝硬変患者を対象とし
たBCAA顆粒製剤の肝細胞癌抑制効果に関する第Ⅲ相臨床試験

肝胆膵内科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会

ホルモン感受性の進行乳癌（65歳以上）における
Letrozole,CyclophsphamideおよびCapecitabine併用療法
（LCX）の第Ⅱ相試験

乳腺・内分泌外科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会



HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対照としたベバシズ
マブとパクリタキセルの併用療法の有用性を検討する観察研究

乳腺・内分泌外科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会

乳がんにおける造影CT及び造影MRIを用いたセンチネルリンパ
節転移診断能と超音波検査による転移診断能の比較

乳腺・内分泌外科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会

卵巣癌における予後因子としてのIL-6/IL-6R関連タンパク発現
解析

婦人科 H24.12.5 第61回倫理審査委員会

2003-2005年診断患者生存率協同調査 がん予防情報センター H24.12.28 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

印刷労働者における胆道系及びその他のがん罹患リスクの評価
大阪市立大学大学院医
学研究科

H24.12.28 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

乳および子宮がんの罹患、5年相対生存率の年齢差に関する研究 がん予防情報センター H25.1.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

医療機関規模によるがん生存率の較差に関する研究 がん予防情報センター H25.1.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

乳癌罹患の季節変動の実態に関する研究 大阪府済生会千里病院 H25.1.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

WJOG6611LTR「未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するカルボプ
ラチン/TS-1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～LETS study～」におけるバ
イオマーカー研究

呼吸器内科 H25.2.8 第44回遺伝子解析部会

泌尿器科癌CTOSを用いた治療効果予測法の開発
研究所

生化学部門
H25.2.8 第44回遺伝子解析部会

大阪府におけるがんの5年相対生存率に関する研究 がん予防情報センター H25.2.20 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府がん登録資料を用いたがん検診の精度評価及び発見がん
患者の生存状況に関する研究（研究継続申請）

大阪がん循環器病予防
センター

H25.2.20 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

携帯電話の普及と脳腫瘍の疫学的検討
東京女子医科大学衛生
学公衆衛生学第二講座

H25.2.20 悪性新生物患者登録資料利用検討部会



ＰＥＴがん検診の精度評価および有効性評価に関する研究 東天満クリニック H25.2.20 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

HER2陰性局所進行乳癌に対するアンスラサイクリン・タキサ
ン・エリブリン逐次療法の有用性確認試験：〔JBCRG-17〕

乳腺・内分泌外科 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

胆道がん切除例または非切除例におけるPD-1抗体免疫染色と生
命予後に関する検討

消化器検診科 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

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、照射前大量とメトト
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 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

膵・胆道癌患者に対する放射線治療における超音波内視鏡下金
属マーカー留置法の安全性および有用性に関する検討

消化器検診科 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

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 H25.3.4 研究助成部会

腫瘍径２㎝以下の子宮頸癌IB1期に対する準広汎子宮全摘術の
非ランダム化検証的試験（JCOG1101 ver1.0）

婦人科 H25.3.4 研究助成部会

術後病理病期IB（T2a≦4cm）/Ⅱ/IIIA期非小細胞肺癌完全切除
例の術後化学療法における CBDCA+TS-1併用Ｆ療法の認容性試
験

呼吸器外科 H25.3.4 研究助成部会

がん患者の相対生存率と予後因子との関係についての統計的方法
論の評価

弘前大学大学院理工学
研究所

H25.3.25 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

胃内視鏡検診の胃癌発見精度に関する追跡研究
一般財団法人 関西労働
保健協会

H25.3.25 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

肺野限局性すりガラス様陰影の自然史解明のための前向き研究 呼吸器外科 H24.4.2 迅速審査

前立腺癌患者の内分泌治療に関する実態調査 泌尿器科 H24.4.2 迅速審査

国際がんゲノムコンソーシアム研究 消化器外科 H24.4.2 迅速審査

経管栄養施行患者に対する微侵襲食後高血糖モニタリング装置
の評価

臨床検査科 H24.4.12 迅速審査

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタ
チンによるLDL-C低下療法(通常治療/強化治療）の比較研究

臨床検査科 H24.4.27 迅速審査

大阪府統一型乳がん術後地域連携パスの連携患者および連携医
療機関に対するアンケート調査

呼吸器外科 H24.4.27 迅速審査

上咽頭癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）の多施設共同第
Ⅱ相臨床試験

放射線治療科 H24.5.8 迅速審査

癌化学療法時の悪心嘔吐観察研究 消化管内科 H24.5.24 迅速審査

ホルモン感受性を有する閉経前乳癌患者の術前療法におけるゴ
セレリン、アナストロゾールと術前照射併用療法の有用性の検
討

乳腺・内分泌外科 H24.6.6 迅速審査

ホルモン感受性閉経後乳癌患者の術前療法におけるアナストロ
ゾールと術前照射併用療法の有用性の検討

乳腺・内分泌外科 H24.6.6 迅速審査

エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法に
ランダム化比較第Ⅲ相試験(POTENT）

乳腺・内分泌外科 H24.6.18 迅速審査

分岐型膵管内乳頭粘液製腫瘍（IPMN）の前向き追跡調査（多施
設共同研究）

肝胆膵内科 H24.6.18 迅速審査



本邦における胸腺上皮性腫瘍に対する外科治療成績の解析を目
的としたデータベース構築

呼吸器外科 H24.6.18 迅速審査

神経芽細胞腫マススクリーニングの効果の評価に関する研究
がん予防情報センター

企画調査課
H24.6.18 迅速審査

Febrile Neutropenia(FN)におけるアムビゾーム（L-AMB）に関
する第Ⅱ相臨床試験

血液・化学療法科 H24.6.18 迅速審査

イマチニブ治療により分子遺伝学的大寛解（Major Molecular
Response；MMR）に到達している慢性期慢性骨髄性白血病
（CML-CP）患者を対象としたニロチニブの安全性と有効性の検
討-Switch to Nilotinib trial≪NILSw trial≫-

血液・化学療法科 H24.6.18 迅速審査

わが国における下咽頭癌に対する集学的治療の検討 耳鼻咽喉科 H24.6.18 迅速審査

術前化学療法の組織学的効果判定規準の妥当性に関する研究 消化器外科 H24.6.18 迅速審査

腹膜播腫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 H24.6.18 迅速審査

既治療進行・再発非小細胞肺癌に対するパクリタキセル + S-1
併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科 H24.6.29 迅速審査

WJOG 5208L:化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌
に対するネダプラチン + ドセタキセル併用療法とシスプラチ
ン + ドセタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験

呼吸器内科 H24.7.5 迅速審査

Modern indication に基づいたp-stage 1A,T1a 肺腺がＮに対
する積極的縮小手術と標準手術の遠隔成績に関する比較研究

呼吸器外科 H24.7.9 迅速審査

喫煙やがん検診受診などがん対策に関わる要因に関する疫学研
究

がん予防情報センター
企画調査課

H24.7.9 迅速審査



胃切除患者に対する成分栄養剤（エレンタール®）早期介入の
有用性に関する試験

消化器外科 H24.7.9 迅速審査

悪性疾患胸膜播腫（pleural surface malignancy）に対する術
後胸腔内温熱化学療法（PICT）に関する研究

呼吸器外科 H24.7.9 迅速審査

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対する Paclitaxel 毎腫
点滴静注 + CarBOPlatin 3週毎点滴静注投与対 Paclitaxel 毎
週点滴静注 + Carbplatin 3週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ/
Ⅲ相試験

婦人科 H24.7.25 迅速審査

WJOG 5610L:上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon19 deletion
または Exon21 point muration）がない、または不明である非
扁平上皮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 H24.7.25 迅速審査

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」

臨床検査科 H24.7.31 迅速審査

WJOG6110B トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあ
る HER2 陽性の転移性または切除不能局所進行乳癌において、
トラスツズマブ + カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラパ
チニブ + カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較するラン
ダム化第Ⅱ相試験

臨床腫瘍科 H24.8.15 迅速審査

軽～中等度心不全合併症各種心臓疾患患者の登録追跡研究 循環器内科 H24.8.22 迅速審査

食道癌術後吻合部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

消化管内科 H24.8.29 迅速審査



胃癌根治術後stageⅢ症例に対するペプチドワクチン療法とS-1
療法を併用した術後アジュバント免疫化学療法第Ⅰ、Ⅱ相臨床
試験

消化器外科 H24.9.5 迅速審査

切除可能胸壁浸潤肺がんに対するConcurrent
Chemoradiotherapyと外科切除による集学的治療の安全性と有
効性の検討

呼吸器外科 H24.9.14 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 H24.9.18 迅速審査

切除不能な大腸癌症例におけるセツキシマブを含む一次治療の
観察研究

臨床腫瘍科 H24.9.20 迅速審査

骨原発軟骨肉腫の病理組織所見の検討 整形外科 H24.9.20 迅速審査

大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術におけるフラッシュ
ナイフ単独使用とフラッシュナイフ、SBナイフJr. 併用の比較

消化管内科 H24.9.24 迅速審査

膵液細胞診検体におけるCEACAMI 免疫染色の有用性についての
検証

病理・細胞診断科 H24.9.25 迅速審査

膵癌発生母地となる膵臓病理学的所見の検討 病理・細胞診断科 H24.9.25 迅速審査

未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の適応拡大
に関する第Ⅱ相試験

消化管内科 H24.9.26 迅速審査

WJOG5008L：局所進行非小細胞肺癌に対する胸部放射線+TS-1と
Cisplatin同時併用療法と胸部放射線+Vinorelbine+Cisplatin
同時併用療法の無作為化第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H24.10.1 迅速審査



WJOG5108L：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

呼吸器内科 H24.10.12 迅速審査

遺伝子型に基づくワルファリンのオーダーメイド投薬の検証に
関する前向き臨床研究
Genotype-Based Warfarin Therapy (GENWAT) study

循環器内科 H24.10.17 迅速審査

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 消化管内科 H24.10.18 迅速審査

陵尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタ
チンによる LDL-C 低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究
（EMPATHY）

臨床検査科 H24.10.30 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同試験

消化器外科 H24.11.19 迅速審査

JGOG1002：高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前
Docetacel + CDDP + S-1 の第Ⅱ相試験

消化器外科 H24.11.19 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 H24.11.22 迅速審査

深達度 SS/SE の切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関す
るランダム化比較第Ⅲ相試験（JCOG1001,略称：BURSECTOMY
PHASE Ⅲ）

消化器外科 H24.11.22 迅速審査

造影CT及び造影MRIを用いた乳がんセンチネルリンパ節転移診
断

乳腺・内分泌外科 H24.11.22 迅速審査

化学療法をおこなった胆道癌患者の貧血についての後ろ向き研
究（KHBO11204）

検診部
消化器検診科

H24.11.28 迅速審査



日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI
～肝細胞造影相における肝エンハンスメントと肝機能に関わる
臨床検査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイムポイ
ントに関する検討～

放射線診断科 H24.11.28 迅速審査

再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する
調査研究（JGOG1072S）

婦人科 H24.11.30 迅速審査

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業
及び登録情報に基づく研究

婦人科 H24.11.30 迅速審査

低頻度（Exon 19 del,exon 20 T790M,exon 21 L858R以外）の
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EGFR-TKIsの効果に関するレトロスペク
ティブ調査研究

呼吸器内科 H24.11.30 迅速審査

進行再発乳がんにおけるエリブリン投与スケジュール検討 臨床腫瘍科 H24.11.30 迅速審査

食道胃接合部癌の至適リンパ節郭清範囲を検討するための調査
（多施設共同研究）

消化器外科 H24.11.30 迅速審査

微小血管吻合術後血栓形成の危険因子解析に関する多施設共同
前向き研究

耳鼻咽喉科 H24.11.30 迅速審査

転移性脳腫瘍患者に対する抗てんかん薬レベチラセタム早期併
用効果の検討

脳神経外科 H24.11.30 迅速審査

「がん診療の経済的な負担に関するアンケート調査」
（患者・医師対象調査）

血液・化学療法科 H24.11.30 迅速審査

がん診療連携拠点病院院内がん登録全国データを用いた胃がん
診療におけるQI（Quality Indicator）評価

がん予防情報センター
企画調査課

H24.11.30 迅速審査

印刷労働者にみられる胆管癌発症の疫学的解明と原因追究 消化器外科 H24.12.7 迅速審査



代償癌におけるOSNA法を用いたリンパ節転移検査に関する多施
設共同研究

消化器外科 H24.12.7 迅速審査

化学療法歴のない進行胃癌に対するTS-1+シスプラチン併用療
法の5週サイクル法と3週サイクル法とのランダム化比較第Ⅲ相
試験略称：S-1 OptiMal Schedule Study (S0S study）

臨床腫瘍科 H24.12.7 迅速審査

限局性前立腺癌患者におけるQOL調査 泌尿器科 H24.12.12 迅速審査

超音波エラストグラフィーを用いた膵癌ハイリスク群の同定 肝胆膵内科 H24.12.19 迅速審査

ベバシズマブによる蛋白尿調査 薬局 H24.12.19 迅速審査

デノスマブによる低カルシウム血症に対する院内セット処方
（カルシウム及びビタミンＤ）の妥当性の検討

薬局 H24.12.20 迅速審査

上咽頭癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）の多施設共同第
Ⅱ相臨床試験

放射線治療科 H24.12.20 迅速審査

CTOS法を用いた癌難治性部位の探索およびイメージングプロー
ブの開発・評価

研究所
生化学部門

H24.12.26 迅速審査

WJOG5108L: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

呼吸器内科 H24.12.28 迅速審査

δ-アミノレヴリン酸（ALA）による腫瘍細胞の蛍光観察の試み 消化器外科 H24.12.28 迅速審査

大腸鋸歯状病変（Sessile serrated adenoma/polyp:SSA/P)に
対する Narrow band imaging(NBI)拡大観察を用いた内視鏡診
断能についての前向き研究

消化管内科 H24.12.28 迅速審査

胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫瘍マーカーとしての有用
性の検討

消化器外科 H25.1.22 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）

整形外科 H25.1.22 迅速審査

切除不能肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法（TACE）とソラ
フェニブの併用療法第Ⅱ相臨床試験（TACTICS）

肝胆膵内科 H25.1.24 迅速審査

進行肝がんに対するソラフェニブ療法を含む集学的治療による
安全性と治療効果の検討

肝胆膵内科 H25.2.1 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 Verl.2

消化器外科 H25.2.8 迅速審査

A survey of the current status of EGFR mutation testing
in Asia

呼吸器内科 H25.2.19 迅速審査

子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術後の合併症・後遺症に関す
る調査（JGOG1070S）

婦人科 H25.2.19 迅速審査

前立腺癌のホルモン療法におけるQOL調査 泌尿器科 H25.2.19 迅速審査

研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象とし
た5年生存率に関する苗向き臨床観察研究
- JALSG ALL Clinical Observation Study 12 (JALSG-ALL-CS-
12）-

血液・化学療法科 H25.2.19 迅速審査

上部・下部消化器内視鏡と抗凝固療法　-多施設共同観察研究- 消化管内科 H25.2.19 迅速審査

OSAKA-LCSG1202
プラチナ不適の未治療進行期非扁平上皮非小細胞肺癌に対する
ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法の有効性および安全性
に関する第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科 H25.2.19 迅速審査

イリノテカン + トラスツズマブ併用療法の進行・再発HER2陽
性胃癌既治療例に対する多施設第Ⅱ相試験OGSG1203（HERBIS-
5）

臨床腫瘍科 H25.2.19 迅速審査



Oxaliplatinが本邦に導入された後の大腸癌肺転移症例に対す
る肺転移切除の意義を検討する多施設共同後ろ向き臨床研究

呼吸器外科 H25.2.19 迅速審査

家族性大腸腺腫症（FAP）に対する大腸予防のための内視鏡介
入試験

消化管内科 H25.2.19 迅速審査

乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問紙
調査（Ⅱ）
SELECT BC-FRRL Ⅱ (Factors of Enrollment in Clinical
Trial）

乳腺・内分泌外科 H25.2.20 迅速審査

OGSG1105（HERBIS-4A）
測定可能病変を有するHER2陰性切除不能胃癌症例に対する TS-
1+CDDP(SP) 療法とカペシタビン+CDDP(XP)療法の無作為化第Ⅱ
相臨床試験

臨床腫瘍科 H25.2.20 迅速審査

乳癌患者における臨床試験参加・辞退の生存予後調査（Ⅱ）
SELECT BC ECO Ⅱ
(Accompany study 1 on selection of effective
chemotherapy for breast cancer Epidemiology study of
clinical outcome Ⅱ）

乳腺・内分泌外科 H25.2.25 迅速審査

OGSG1103（HERBIS-2）
TS-1術後補助化学療法後の再発胃癌症例に対するTS-
1+CDDP(SP)療法とｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ+CDDP(XP)療法の無作為化第Ⅱ相臨
床試験

臨床腫瘍科 H25.2.25 迅速審査

経管栄養施行患者に対する微侵襲食後高血糖モニタリング装置
の評価

臨床検査科 H25.2.25 迅速審査

インスリン抵抗性の合併するＣ型代償性肝硬変患者を対象とし
たＢＣＡＡ顆粒製剤の肝細胞癌抑制効果に対する第Ⅲ相試験

肝胆膵内科 H25.2.28 迅速審査



肝動脈塞栓術の治療効果と画像形態の関連に関する研究 肝胆膵内科 H25.2.28 迅速審査

CTOS法を用いた AlkB homolog ファミリー分子の機能解析と創
薬応用

研究所
生化学部門

H25.2.28 迅速審査

CTOS法を用いた抗腫瘍活性天然物の評価
研究所

生化学部門
H25.2.28 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

H25.2.28 迅速審査

CTOSを用いた創薬バイオマーカーの探索・評価
研究所

生化学部門
H25.2.28 迅速審査

CTOS法を用いた婦人科腫瘍における抗癌剤感受性試験
研究所

生化学部門
H25.2.28 迅速審査

門脈腫瘍栓合併肝細胞癌に対する肝切除術中癌細胞撒布予防法
の開発

消化器外科 H25.3.7 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 H25.3.7 迅速審査

食道癌手術における術中反回神経機能診断 消化器外科 H25.3.7 迅速審査

CTOS法を用いた治療感受性試験およびバイオマーカーの探索
研究所

生化学部門
H25.3.7 迅速審査

癌幹細胞の解析
研究所

生化学部門
H25.3.7 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いた癌の糖鎖異常に関する研究
研究所

生化学部門
H25.3.7 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いた肺がんにおける抗癌剤感受性
試験

研究所
生化学部門

H25.3.7 迅速審査



がん細胞培養（CTOS法）を用いたバイオイメージングの研究
研究所

生化学部門
H25.3.7 迅速審査

CTOS由来担癌マウスの作製におけるマウスの遺伝特性の影響評
価

研究所
生化学部門

H25.3.7 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

H25.3.7 迅速審査

冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子
の探索多施設共同後ろ向きコホート研究

呼吸器外科 H25.3.8 迅速審査

転移・再発乳癌に対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエ
スワンのランダム化比較試験
（SELection of Effective ChemoTherapy for Breast Cancer
-CONFIRM : SELECT BC-CONFIRM）

乳腺・内分泌外科 H25.3.12 迅速審査

本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存成人患者における
Quality of Lifeに関する調査研究

血液・化学療法科 H25.3.12 迅速審査

通電を行なわない大腸ポリープ摘除（Cold polypectomy）の第
Ⅰ/Ⅱ相試験

消化管内科 H25.3.12 迅速審査

肺がん患者におけるdriver mutation（がん化遺伝子）の決定 呼吸器内科 H25.3.14 迅速審査

日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI         ～
肝細胞造影相における肝エンハンスメントと肝機能に関わる臨
床検査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイムポイン
トに関する検討～

放射線診断科 H25.3.19 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 消化器検診科 H25.3.22 迅速審査

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」

臨床検査科 H25.3.25 迅速審査



血漿中K-ras変異、EGFR変異、β-Cateninl変異検出による胆膵
high risk groupのスクリーニングとその経過観察

肝胆膵内科 H25.3.28 迅速審査

WJOG6110B トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあ
る HER2 陽性の転移性または切除不能局所進行乳癌において、
トラスツズマブ + カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラパ
チニブ + カペシタビン併用療法（LX療法）とを比較するラン
ダム化第Ⅱ相試験

臨床腫瘍科 H25.3.29 迅速審査

腎臓がん関連タンパク質の臨床的有用性に関する検討 泌尿器科 H25.3.29 迅速審査


