
[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

化学療法を施行した骨肉腫例における効果予測因子および予後
因子に関する探索的研究

整形外科 H24.11.13 第43回遺伝子解析部会

術後の神経機能再生における神経再生誘導チューブの有用性 消化器外科 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

早期子宮頸癌手術症例に対するセンチネルリンパ節生検につい
ての研究

婦人科 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

切除可能なヒトピパローマウイルス陽性中咽頭進行癌に対する
放射線単独療法による低侵襲治療　多施設共同第Ⅱ相臨床試験

耳鼻咽喉科 H25.2.27 第62回倫理審査委員会

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 H25.3.4 研究助成部会

WJOG7112Gフッ化ピリミジン係薬剤、プラチナ系薬剤、
trastusumab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weely paclitaxel + trastuzumsab 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 H25.3.4 研究助成部会

HER2陽性切除不能または再発胃癌に対する、初回化学療法にお
ける TS-1+シスプラチン+トラスツズマブ併用療法の第Ⅱ相試
験
（WGOG7212G：T-SPACE）（UMIN ID：UMIN000008389）

臨床腫瘍科 H25.3.4 研究助成部会

切除可能悪性胸膜中皮腫に対し、胸膜切除／肺剥皮術を企図し
て完全切除を行う集学的治療に関す遂行可能性確認試験

呼吸器外科 H25.3.4 研究助成部会

自己末梢血幹細胞移植併用大量化学療法非適応の多発性骨髄腫
に対するModified VMP スケジュールの安全性と有効性の探索
的研究

血液・化学療法科 H25.3.4 研究助成部会

平成25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



高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関するランダ
ム化比較第Ⅲ相試験（JCOG1018：RESPECT）

臨床腫瘍科 H25.3.4 研究助成部会

切除可能膵癌における塩酸ゲムシタビン（GEM）+テイーエスワ
ン（TS-1）併用術前化学放射線療法の多施設共同臨床第Ⅰ/Ⅱ
相試験

消化器外科 H25.3.4 研究助成部会

肺がん組織型別罹患率の推移 がん予防情報センター H25.5.20 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん患者の血液中の上皮成長因子受容体（EGFRR）遺伝子とK-
ras遺伝子の変異の研究

臨床腫瘍科 H25.5.24 第45回遺伝子解析部会

血液検査による上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ
阻害剤の効果の早期予測

呼吸器内科 H25.5.24 第45回遺伝子解析部会

膵癌ハイリスク群におけるリスク増強因子としての遺伝子変異
と喫煙の意義

肝胆膵内科 H25.5.24 第45回遺伝子解析部会

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, ver3.0）

婦人科 H25.5.27 研究助成部会

アロマターゼ阻害剤抵抗性の進行・再発乳癌を対象とした高用
量クエン酸トレミフェンとフルベストラントの無作為化比較試
験

乳腺・内分泌外科 H25.5.27 研究助成部会

WJOG7512L 化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期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 H25.5.27 研究助成部会

WJOG5710L
病巣限局照射野による三次元他門照射、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 H25.5.27 研究助成部会



JCOG1107：治癒切除不能進行大腸がん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 H25.5.27 研究助成部会

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 mFOLFOX6 療法併用肛門括約筋部分温存手術(JSR)のランダ
ム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

消化器外科 H25.5.27 研究助成部会

非切除膵癌における胆道閉塞に対する plastic stent定期交換
の有用性（covered metallic stentとの無作為化比較試験）

肝胆膵内科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

SDSテストを用いたソラフェニブ副作用調査 薬局 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

子宮体がん　術後再発中・高リスク群に対する術後化学療法と
してのTEC (Paclitaxel+Epirubicin+Carboplatin) 療法、TAC
(Paclitaxel+Doxorubicin+Carboplatin)療法、ddTC (Dose-
dense Paclitaxel+Carboplatin)療法のランダム化第Ⅱ相試験
GOGO-EM3 / Intergroup study

婦人科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

超音波内視鏡下膵・胆道ドレナージ術の効果と安全性の検討 検診部消化器検診科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

膵腫瘍性病変診断における造影ハーモニック超音波内視鏡検査
の有用性を検討する多施設共同コホート研究

検診部消化器検診科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

食道切除後の栄養介入に関する比較試験 消化器外科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

胃癌における新規バイオマーカーを用いた抗癌剤抵抗性予測の
臨床研究

消化器外科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会



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
腔内併用療法の第Ⅱ相臨床試験
肉眼的腹膜播腫陰性・腹腔洗浄細胞診陽性（POCY1）症例対象

消化器外科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

こむら返りや高アンモニア血症を伴う肝硬変患者を対象とした
カルニチン補充療法の探索的検討

肝胆膵内科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

肝葉切除を伴う胆道癌切除例に対するGemcitabine（GEM)また
はS-1の術後補助化学療法の無作為化第Ⅱ相比較試験
（KHBO1208試験）

消化器外科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

高度脈管侵襲を伴う進行肝細胞癌に対する肝切除術と術後肝動
注化学療法の有用性に関する臨床研究：IFN 併用 5-FU 動注化
学療法とLow dose FP (5-FU+CDDP) 動注化学療法の比較
（KHBO1207試験）

消化器外科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

喉頭・下咽頭進行癌の根治手術例の予後と治療前FDG-PET検査
におけるMetabolic Tumor Volume との関連性についての解析

耳鼻咽喉科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

中咽頭進行癌に対する放射線単独治療の効果に及ぼすHPVの関
与に関する検討

耳鼻咽喉科 H25.5.29 第63回倫理審査委員会

造血系腫瘍の罹患・治療施設規模と治療成績について がん予防情報センター H25.6.24 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
H25.6.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

国際生存率共同調査（CONCORD‐2）へのデータ提出 がん予防情報センター H25.6.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における胃・大腸・子宮頸がんの記述疫学的研究 がん予防情報センター H25.6.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会



革新的な統計手法を用いたがん患者の生存時間分析とその情報
還元に関する研究

がん予防情報センター H25.6.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

乳がんの罹患率・生存率の経年変化に関する研究 がん予防情報センター H25.6.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

日本と台湾の子宮頸がん生存率の比較 宮城県立がんセンター H25.6.24 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

女性肺非小細胞癌に対する分子標的薬の効果を把握
国立がん研究センター
がん対策情報センター

H25.7.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

乳癌の罹患率・生存率の経年変化に関する研究 （承認№13-
0009の追加申請）

がん予防情報センター H25.7.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大腸癌患者の血液中エクソソームおよび遊離DNAを用いたバイ
オマーカー探索と治療効果予測についての検討

消化器外科 H25.8.9 第46回遺伝子解析部会

膵癌患者における膵液中エクソソーム解析による術前放射線併
用化学療法の治療効果予測の検討

消化器外科 H25.8.9 第46回遺伝子解析部会

食道癌治療後に発症する食道狭窄の遺伝子的多型の探索的研究 消化管内科 H25.8.9 第46回遺伝子解析部会

大阪府における神経芽細胞種の動向に関する研究 がん予防情報センター H25.8.19 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

抗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）

呼吸器外科 H25.8.26 研究助成部会

ゲムシタビン不応切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン＋S-
1併用療法vs S-1療法のランダム化第Ⅱ相試験

肝胆膵内科 H25.8.26 研究助成部会



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 H25.8.26 研究助成部会

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における初回治療ゲフィチニ
ブ奏効後の増悪を対象としたペメトレキセド追加療法の第Ⅱ相
試験

呼吸器内科 H25.8.26 研究助成部会

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第Ⅲ相試験

呼吸器内科 H25.8.26 研究助成部会

JCOG1113：新胆道癌を対象としたゲムシタビン＋シスプラチン
併用療法（GC療法）とゲムシタビン＋S-1併用療法（GS療法）
の第Ⅲ相比較試験

検診部消化器検診科 H25.8.26 研究助成部会

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/1-LV療法 vs. FLTAX (5-
FU/1-LV+PTX) 療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

臨床腫瘍科 H25.8.26 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肝胆
膵手術の臨床応用に関する研究

消化器外科 H25.8.28 第64回倫理審査委員会

胃癌腹膜播腫に対する5-アミノレブリン酸を用いた蛍光腹腔鏡
検査の有用性の検討

消化器外科 H25.8.28 第64回倫理審査委員会

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大腸
癌手術の臨床応用に関する研究

消化器外科 H25.8.28 第64回倫理審査委員会

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胃切
除手術の臨床応用に関する研究

消化器外科 H25.8.28 第64回倫理審査委員会

腎細胞癌に対するロボット支援体腔鏡下腎部分切除術 泌尿器科 H25.8.28 第64回倫理審査委員会

AYA(adolescents and young adults)世代におけるがんの現状
に関する研究

がん予防情報センター H25.9.18 悪性新生物患者登録資料利用検討部会



大阪府における前立腺がんの記述疫学研究 がん予防情報センター H25.9.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

喫煙・多重がん罹患等と生命予後に関する研究 がん予防情報センター H25.9.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

小児とAYA(adolescents and young adults)世代におけるがん
の比較

がん予防情報センター H25.9.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における若年胆管がんの実態に関する研究 がん予防情報センター H25.9.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における頭頚部癌の実態把握に関する研究 がん予防情報センター H25.10.17 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

毛細血管網をもつ微小腫瘍による薬剤感受試験の確立
研究所

生化学部門
H25.11.15 第47回遺伝子解析部会

WHO grade Ⅱ神経膠腫の臨床経過・病理像・遺伝子発現の解析
と病理診断均てん化のための多施設共同研究

脳神経外科 H25.11.15 第47回遺伝子解析部会

Ｔ細胞受容体ベータ鎖の網羅的配列解析 研究所 H25.11.15 第47回遺伝子解析部会

中リスク要素１つの前立腺癌に対する連結型シード線源を用い
た小線源治療‐多施設第Ⅰ/Ⅱ相試験

放射線治療科 H25.11.25 研究助成部会

未治療進行非小細胞肺癌に対する weekly nab-
Paclitaxel/Cisplatin 併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験

呼吸器内科 H25.11.25 研究助成部会

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

肝胆膵内科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

EGFR遺伝子変異陰性かつALK変異陰性の肺腺癌を有する相対的
低喫煙患者におけるエルロチニブの効果の研究

呼吸器内科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

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
層剥離術後の消化管出血リスクの検討

消化管内科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

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 H25.11.27 第65回倫理審査委員会



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 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

大腸用カプセル内視鏡の前処置法についての検討 消化管内科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

欧米製セクレチン製剤を用いた膵液細胞診による膵癌診断に関
する研究

肝胆膵内科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

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]

臨床腫瘍科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

高ビリルビン血症を有する膵癌患者におけるゲムシタビン塩酸
塩の用量設定のための第Ⅰ相試験

検診部消化器検診科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

膵癌の放射線治療期間中に取得した画像（4CDT）に対する検討 放射線診断科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

乳がんにおけるAYA(adolescents and young adults)世代と他
の世代との比較

がん予防情報センター H26.1.20 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

抗悪性度非円形細胞肉腫に対するadriamycin, ifosfamideによ
る補助化学療法とgemcitabine,docetaxelによる補助化学療法
とのランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（JCOG1306)

整形外科 H26.2.17 研究助成部会

大阪府がん登録資料を用いた 発見がん患者の生存状況に関す
る研究

大阪がん循環器病予防
センター

H26.2.17 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

大阪府における神経芽細胞種の動向に関する研究 （承認№13-
0013の内容更新）

がん予防情報センター H26.3.18 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

StageⅢb大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
UFT/Leucovorin療法とTS-1/Oxaliplatin療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験(ACTS-CC02)

消化器外科 H25.4.1 迅速審査

膵癌、胆道癌に対する術前化学放射線療法における
Synbiotics(シンバイオティクス)投与の有用性の検討

消化器外科 H25.4.1 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（SOS study）

臨床腫瘍科 H25.4.1 迅速審査

WJOG5610L：上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon19deletion
またはExon21pointmutation）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 H25.4.15 迅速審査

局限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 H25.4.15 迅速審査

先進医療として施行された大腸ESDの有効性と安全性に関する
多施設共同研究　（前向きコホート研究）

消化管内科 H25.4.19 迅速審査

WJOG5509L：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 H25.4.26 迅速審査

消化管濾胞性リンパ腫に対するダブルバルーン内視鏡およびカ
プセル内視鏡の有用性に関する検討

消化管内科 H25.4.26 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 H25.5.2 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 H25.5.2 迅速審査

JCOG0504「転移性脳腫瘍に対する、腫瘍摘出術+全脳照射と腫
瘍摘出+Salvage Radiation Therapy とのランダム化比較試
験」

脳神経外科 H25.5.2 迅速審査

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

泌尿器科 H25.5.13 迅速審査

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点
滴静注+Carboplatin ３週毎点滴静注投与対Paclitaxel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

婦人科 H25.5.21 迅速審査

ペメトレキセドとSIの治療効果予測に関するバイオマーカーの
解析

呼吸器内科 H25.5.23 迅速審査

胆道がんに対するゲムシタビンおよびシスプラチンを用いた化
学療法における経口補水を用いたshort hydrationの安全性の
検討試験（KHBO1302試験）

検診部消化器検診科 H25.5.28 迅速審査

頸部食道癌に対する強度変調放射線治療（IMRT）を用いた化学
放射線療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験

放射線治療科 H25.5.28 迅速審査

「TACE不応症例およびTACE不能症例を対象としたソラフェニブ
以外の治療の有効性・安全性の検討」

検診部消化器検診科 H25.5.28 迅速審査

「TACE不応症例およびTACE不能症例を対象としたソラフェニブ
の有効性・安全性の検討」

検診部消化器検診科 H25.5.28 迅速審査



原発性早期十二指腸癌の内視鏡的治療の適応および根治基準の
確立に関する多施設共同遡及的研究

消化管内科 H25.5.29 迅速審査

大腸癌腹膜播腫の客観的評価方法に関する多施設共同前向き観
察研究

消化器外科 H25.5.29 迅速審査

大腸腫瘍における内視鏡的粘膜下層剥離術の長期予後に関する
観察研究

消化管内科 H25.5.29 迅速審査

悪性脳腫瘍摘出手術部位感染のサーベイランス及びケアバンド
ル導入の臨床研究

脳神経外科 H25.5.29 迅速審査

HER2陽性・測定可能病変を有さない進行再発胃癌に対するTS-
1+CDDP+Trastuzumab (SPT) 3週間サイクル併用療養第Ⅱ相試験
（HERBIS-1B) OGSG1202

臨種腫瘍科 H25.5.29 迅速審査

OSAKA-Lung Cancer Study Group (LCSG) 1301 非小細胞肺癌に
おけるベバシズマブの後ろ向き研究

呼吸器内科 H25.5.29 迅速審査

個別化医療推進プロジェクト 臨床検査科 H25.5.29 迅速審査

膵臓癌術前化学放射線療法後に見られる膵体圧迫骨折に対する
遡及的検討

放射線治療科 H25.5.29 迅速審査

カルムスチン脳内留置用剤の院内運用検討と症例調査 薬局 H25.5.29 迅速審査

子宮癌肉腫症例に関する調査研究（JGOG2048S） 婦人科 H25.6.3 迅速審査

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 H25.6.4 迅速審査

個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト
（業務題目「DNA・血清サンプルおよび臨床情報の収集」）

臨床検査科 H25.6.5 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 H25.6.5 迅速審査



肝葉切除を必要とする腫瘤形成性肝内胆道癌における胆管切除
再建の意義（KHBO1206）

消化器外科 H25.6.5 迅速審査

中枢神経系原発悪性リンパ腫の遺伝子解析 脳神経外科 H25.6.5 迅速審査

肺がん分子標的薬耐性の分子機構を明らかにする研究 呼吸器内科 H25.6.5 迅速審査

胆道癌における脈管合併切除再建例の成績
（KHBO1205）

消化器外科 H25.6.5 迅速審査

予後不良組織型子宮体がん（漿液性腺癌）につていの調査研究 婦人科 H25.6.5 迅速審査

乳房温存療法・放射線治療後の品質化肺炎に対する検討 放射線治療科 H25.6.10 迅速審査

声門上癌の亜部位別臨床像 放射線治療科 H25.6.10 迅速審査

子宮頸部扁平上皮癌 Ia21期における縮小手術の可能性を検討
するための監査研究（JGOG1071S）

婦人科 H25.6.13 迅速審査

糖尿病合併がん患者におけるデキサメタゾン投与後における血
糖値変動について

薬局 H25.6.14 迅速審査

S-1による胃癌術補助化学療法患者に対する成分栄養剤（エレ
ンタール）の有用性に関する第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 H25.6.14 迅速審査

内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）後膵炎の発生頻度と膵炎
発症高リスク群評価に対する多施設前向き観察研究

肝胆膵内科 H25.6.14 迅速審査

乳がん化学療法経験者に体する脱毛等の美容的問題に関する調
査研究（CSP-HOR 20）

乳腺・内分泌外科 H25.6.14 迅速審査

大腸癌ならびに乳癌における、VCP発現と、UBL4A発現、STAT3
活性化との関連の検討

病理・細胞診断科 H25.6.20 迅速審査

CDDP+RT療法を受けた頭頸部腫瘍患者における鎮痛薬使用状況
と有害事象の調査

薬局 H25.6.21 迅速審査



メトトレキサート（MTX）関連リンパ増殖性疾患発症予測因子
の同定

病理・細胞診断科 H25.6.28 迅速審査

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

呼吸器内科 H25.6.28 迅速審査

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における穿刺針の側孔の有無に
よる膵腫瘍性病変からの検体採取率を比較検討する多施設共同
無作為化比較試験

検診部消化器検診科 H25.6.28 迅速審査

慢性肝疾患における real-time tissue elastography （非侵
襲的弾性検査法）を用いた汗腺維化評価に関する研究‐肝切除
症例による検討

肝胆膵内科 H25.6.28 迅速審査

RET 融合遺伝子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 H25.6.28 迅速審査

大腸鋸歯状病変発生における腸管スペロヘータの関与について
の検討

消化管内科 H25.6.28 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 H25.7.29 迅速審査

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 H25.7.30 迅速審査

Ｃ型慢性肝疾患患者に対する抗ウイルス療法におけるIL28B 遺
伝子ならびにITPA 遺伝子多型の関与についての研究

肝胆膵内科 H25.7.31 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
H25.8.1 迅速審査

乳がんの新規予後診断法の開発 研究所 H25.8.2 迅速審査



がん患者における最適な栄養管理法の研究 臨床検査科 H25.8.2 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

H25.8.2 迅速審査

C型慢性肝疾患患者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テラプレビル減量投与の有
効性の検討

肝胆膵内科 H25.8.19 迅速審査

ティッシュマイクロアレイ(tissue microarray, TMA)の作製・
有用性の検討

臨床検査科 H25.8.20 迅速審査

血漿中K-ras変異、EGFR変異、β-Cateninl変異検出による膵疾
患スクリーニングとその経過観察

肝胆膵内科 H25.8.20 迅速審査

個別化医療推進プロジェクト 臨床検査科 H25.8.22 迅速審査

３次元フュージョン画像を用いた肝細胞癌に対するラジオ波治
療後効果判定法の検討

肝胆膵内科 H25.9.2 迅速審査

喫煙・多重がん羅漢等と生命予後に関する研究 がん予防情報センター H25.9.2 迅速審査

生存時間解析における樹木構造接近法によるがん患者の予後予
測モデルの検討

がん予防情報センター H25.9.2 迅速審査

術前EUS-FNAが膵癌切除後の予後に及ぼす影響 肝胆膵内科 H25.9.2 迅速審査

既治療進行・再発非小細胞肺癌に対するnab-Paclitaxel＋S-1
併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

呼吸器内科 H25.9.2 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

H25.9.2 迅速審査

新規のたんぱく室、糖鎖腫瘍マーカーの探索
研究所

免疫学部門
H25.9.4 迅速審査



NBI拡大内視鏡を用いた0-I型早期胃癌の深達度についての検討 消化管内科 H25.9.4 迅速審査

革新的な統計手法を用いたがん患者の生存時間分析とその情報
還元に関する研究

がん予防情報センター H25.9.4 迅速審査

抗FGER抗体薬セツキシマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切
除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるセツキシマ
ブ再投与も第Ⅱ相試験
JACCRO CC-08

臨床腫瘍科 H25.9.5 迅速審査

高齢者の切除不能または胃発胃癌を対象とした化学療法の実施
内容・有効性・安全性に関する多施設共同レトロスペクティブ
実地調査計画書

臨床腫瘍科 H25.9.5 迅速審査

日本泌尿器内視鏡学会（JSE）ロボット支援前立腺全摘除術の
安全性と有効性に関する調査研究

泌尿器科 H25.9.5 迅速審査

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

消化器外科 H25.9.5 迅速審査

ステージⅢ胃癌に対する術前診断の妥当性についての研究 消化器外科 H25.9.5 迅速審査

HVJ-E の感受性機構解明
研究所

免疫学部門
H25.9.5 迅速審査

幽門側胃切除後再建（Billroth-I法versus Roux-en-Y法）に関
するランダム化比較第Ⅱ相臨床試験追跡調査

消化器外科 H25.9.11 迅速審査

結腸癌の至適切離腸管長に関する前向き研究 消化器外科 H25.9.11 迅速審査

前立腺癌IMRTにおける根治症例と術後再発症例の線量制約の新
評価法

放射線診断科 H25.9.12 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
細胞性抗癌剤併用の安全性と有効性

呼吸器内科 H25.9.17 迅速審査



頭頸部扁平上皮癌におけるlevel Ⅱb領域およびlevel Ⅴ領域
の転移状況の観察研究（多施設共同研究）

耳鼻咽喉科 H25.9.17 迅速審査

ピラルビシン術直後単回膀胱内注入療法の再発予防効果検討試
験

泌尿器科 H25.9.17 迅速審査

膵臓癌のエルロチニブ、塩酸ゲムシタビン併用療法における感
受性を解析する後向き研究

検診部消化器検診科 H25.9.17 迅速審査

進行中咽頭側壁癌の治療後嚥下機能障害に関する研究 耳鼻咽喉科 H25.9.17 迅速審査

印刷業従事者にみられる胆管がん発症の原因究明に関する研究 消化器外科 H25.9.17 迅速審査

切除不能の局所進行膵臓癌に対するゲムシタビンおよびnabパ
クリタキセルを併用した化学放射線療法の第Ⅰ相試験

検診部消化器検診科 H25.9.18 迅速審査

重症感染症に合併したDICに対するトロンボモジュリンとダナ
パロイドナトリウムの併用投与の検討（無作為割付第Ⅱ相試
験）

検診部消化器検診科 H25.9.25 迅速審査

Borderline resectable（切除境界）膵癌に対するゲムシタビ
ンおよびnabパクリタキセル導入化学療法後、ゲムシタビンお
よびnabパクリタキセル併用の化学放射線療法の第Ⅰ相試験

消化器外科 H25.9.25 迅速審査

膵癌放射線治療後の小腸粘膜障害についての前向き観察研究 消化管内科 H25.9.25 迅速審査

原発不明がんに対するnab-Paclitaxelとカルボプラチンと併用
療法の有効性と安全性の評価（第Ⅱ相臨床試験）

臨床腫瘍科 H25.9.25 迅速審査

C型慢性肝炎およびC型代償性肝硬変に対する非活性型ビタミン
D併用インターフェロンβ、リバビリン療法の有用性について
検討する試験

肝胆膵内科 H25.9.25 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
H25.9.25 迅速審査



気道管理デバイス：AMBU-AURA-iの有用性の検討 中央手術科 H25.9.25 迅速審査

骨転移前立腺癌患者に対するゾレドロン酸併用療法の有効性を
検証する臨床試験

泌尿器科 H25.10.7 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 H25.10.7 迅速審査

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 ver1.1）

婦人科 H25.10.8 迅速審査

慢性肝疾患におけるreal-time elastographyを用いた肝線維化
評価に関する研究

肝胆膵内科 H25.10.8 迅速審査

WJOG 651OGTR
KRAS野生型切除不能・進行再発大腸癌に対する
Panitumumab+Irinotecan 療法ならびに Cetuximab+Irinotecan
療法の臨床効果と免疫・癌関連遺伝子多型との相関性に関する
研究

臨床腫瘍科 H25.10.21 迅速審査

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

泌尿器科 H25.10.21 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 H25.10.23 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 H25.10.24 迅速審査

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関
する多施設共同ランダム化並行群間比較試験

肝胆膵内科 H25.11.5 迅速審査

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関
する前向きコホート研究

肝胆膵内科 H25.11.5 迅速審査



がん患者の血液中の上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子とK-
ras遺伝子の変異の研究

臨床腫瘍科 H25.11.5 迅速審査

血液検体等を用いた上皮成長因子受容体（EGFR）阻害剤
（EGFR-TKI）効果予測の研究

呼吸器内科 H25.11.11 迅速審査

血液検体等を用いた上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異と
K-ras遺伝子変異の検出効率の決定

呼吸器内科 H25.11.11 迅速審査

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対する第Ⅲ相試験

肝胆膵内科 H25.11.25 迅速審査

Retropancreas 領域への外部照射における骨構造を指標とした
患者位置合わせの有用性

放射線診断科 H25.12.2 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 H25.12.2 迅速審査

切除不能の局所進行膵臓癌に対するゲムシタビンおよびnabパ
クリタキセルを併用した化学放射線療法の第Ⅰ相試験

検診部消化器検診科 H25.12.2 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 H25.12.2 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 H25.12.2 迅速審査

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身塞栓症に対するリ
バーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究

循環器内科 H25.12.6 迅速審査

卵巣詳液性境界悪性腫瘍（serous borderline tumor,SBT）の
病態と臨床的取扱いに関する調査研究

婦人科 H25.12.10 迅速審査

胸部薄切CT所見に基づくすりガラス影優位のcTINO肺癌に対す
る区域切除の非ランダム化検証的試験（JCOG1211）

呼吸器外科 H25.12.10 迅速審査

胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の潰瘍治癒に及ぼす
Helicobacter pylori除菌療法の影響に関する検討

消化管内科 H25.12.10 迅速審査



食道表在癌に対する食道学会拡大内視鏡分類の有用性について
の多施設共同前向き試験

消化管内科 H25.12.10 迅速審査

膵腺房細胞癌の背景と切除不能・再発症例に対する化学療法に
関する多施設後ろ向き研究

検診部消化器検診科 H25.12.11 迅速審査

薬剤性間質性肺疾患の発症に関連するバイオマーカーの探索研
究

検診部消化器検診科 H25.12.13 迅速審査

がん患者に発症した深部静脈血栓症／肺梗塞に対する抗凝固療
法の検討　後方視的研究

循環器内科 H25.12.13 迅速審査

Impact of various delineation methods of rectum on dose
volume histograms for prostate IMRT treatment planning

放射線診断科 H25.12.24 迅速審査

本邦における転移性脳腫瘍の治療成績の検証
‐多施設共同研究によるデータベース作成の試み‐

脳神経外科 H25.12.24 迅速審査

脳腫瘍におけるマイクロRNAに関する研究 脳神経外科 H25.12.24 迅速審査

WJOG5108：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 H25.12.24 迅速審査

核酸アナログ投与中のB型肝炎症例に対するペグインターフェ
ロン治療の有用性についての検討

肝胆膵内科 H25.12.24 迅速審査

骨髄腫関連疾患患者の臨床データおよび治療経過に関する疫学
観察研究

血液・化学療法科 H25.12.24 迅速審査

がん治療における血管新生阻害薬の心毒性の評価ならびに高血
圧に対する降圧療法に関する検討

循環器内科 H25.12.25 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 H25.12.26 迅速審査



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

検診部消化器検診科 H25.12.27 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 After Complete Resecyion of High
Risk Gastrointestinal Stromal Tumors；STAR ReGISTry）

消化器外科 H26.1.14 迅速審査

転移性脳腫瘍の脳内分布に関する研究 脳神経外科 H26.1.14 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 H26.1.14 迅速審査

進行・再発の結腸・直腸癌におけるパニツムマブ療法の皮膚毒
性に対する予防療法の検討

臨床腫瘍科 H26.1.14 迅速審査

内頸動脈遮断時のCtperfusionを用いた脳血流測定に関する研
究

脳神経外科 H26.1.16 迅速審査

WJOG5610L：上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon19deletion
またはExon21pointmutation）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 H26.1.20 迅速審査

治療用放射線に起因する冠動脈病変の発症・進展の頻度に関す
る検討－後方視的研究－

循環器内科 H26.1.22 迅速審査

ペメトレキセドとSIの治療効果予測に関するバイオマーカーの
解析

呼吸器内科 H26.1.27 迅速審査

癌専門治療施設における精神腫瘍学的評価・介入のあり方に関
する研究

心療・緩和科 H26.1.28 迅速審査

膵腫瘤に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術における穿刺法に関
する多施設共同前向き比較試験

検診部消化器検診科 H26.1.31 迅速審査



WJOG7512L 化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期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 H26.1.31 迅速審査

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
H26.2.5 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
H26.2.5 迅速審査

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
H26.2.5 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いた診断的蛍光分子の研究
研究所

生化学部門
H26.2.5 迅速審査

Practial Use of the Couch Level Setting Protocol for
Abdominal Radiation Therapy with a Body immobilization
Device

放射線診断科 H26.2.7 迅速審査

WJOG5710L
病巣限局照射野による三次元他門照射、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 H26.2.13 迅速審査

胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の潰瘍治癒に及ぼす
Helicobacter pylori 除菌療法の影響に関する検討

消化管内科 H26.2.14 迅速審査

ＣＴＯＳ自動分注装置の最適化
研究所

生化学部門
H26.2.18 迅速審査

食道表在癌に対する食道学会拡大内視鏡分類の有用性について
の多施設共同前向き試験

消化管内科 H26.2.20 迅速審査

フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ係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 H26.2.20 迅速審査



既治療進行・再発非小細胞肺癌に対するnab-Paclitaxel＋S-1
併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

呼吸器内科 H26.2.20 迅速審査

初発慢性期の成人慢性骨髄白血病に対するニロチニブとダサチ
ニブの分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的ラン
ダム化比較試験

血液・化学療法科 H26.2.28 迅速審査

プロテアーゼ阻害剤／ペグインターフェロン／リバビリン併用
療法もしくはペグインターフェロン／リバビリン併用療法不耐
容のＣ型慢性肝炎に対するインターフェロンβ／リハビリ併用
療法への切り替え療法の有用性の検討

肝胆膵内科 H26.3.3 迅速審査

閉塞性大腸癌に対する経口門的減圧チューブ挿入の有用性 消化管内科 H26.3.3 迅速審査

Ｃ型慢性肝疾患に対するシメプレビル・ペグインターフェロ
ン・リバビリン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 H26.3.3 迅速審査

乳房内再発患者の予後に関する研究 乳腺・内分泌外科 H26.3.4 迅速審査

下咽頭癌に対する咽頭喉頭頸部食道摘出術後の再建に関する多
施設共同研究

耳鼻咽喉科 H26.3.5 迅速審査

多施設共同研究による、日本人における悪性軟部腫瘍に対する
パゾパニブの治療効果の検討

整形外科 H26.3.5 迅速審査

肺がん術後に新たに出現した肺腫瘍に対する体幹部定位放射線
治療（SBRT)の検討

放射線治療科 H26.3.6 迅速審査

Rssectable・borderline resectable 膵癌症例に対する
gemcitabine併用術前化学放射線療法におけるエイコサペンタ
エン酸強化栄養剤による栄養介入の探索的検討

消化器外科 H26.3.6 迅速審査

表面型表層拡大型食道癌の治療成績に関する多施設共同研究 消化管内科 H26.3.6 迅速審査



術前化学療法を施行した抗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 H26.3.6 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 H26.3.10 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 H26.3.10 迅速審査

JCOG1201 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 H26.3.10 迅速審査

乳癌化学療法FECにおける発熱に対するシプロフロキシン
（CPFX）とガレノキサシン（GRNX）の比較検討

薬局 H26.3.10 迅速審査

胃切除患者に対する積極的な栄養介入効果に関するランダム化
比較試験

消化器外科 H26.3.10 迅速審査

全静脈麻酔施行患者におけるプロポフォール用量の術後在院日
数に対する影響

中央手術科 H26.3.13 迅速審査

進行腎癌に対するスニチニブの効果および副作用と薬物動態に
関する前向き研究

泌尿器科 H26.3.13 迅速審査

膵腫瘍性病年診断における造影ハーモニック超音波内視鏡検査
の有用性を検討する多施設共同コホート研究

検診部消化器検診科 H26.3.13 迅速審査

分離換気用チューブ　挿管デバイスの比較検討 中央手術科 H26.3.13 迅速審査

若年、非便秘者における経口腸管洗浄剤の洗浄効果、時間につ
いての研究

消化管内科 H26.3.17 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
層剥離術後の消化管出血リスクの検討

消化管内科 H26.3.18 迅速審査



より良い乳癌診療の構築とコンセンサス形成を目的とした多施
設共同調査研究（KBCSG-TR 1316）

臨種腫瘍科 H26.3.25 迅速審査

内視鏡的画像強調法によるHilicobacter pylori胃炎と自己免
疫性胃炎の診断

消化管内科 H26.3.26 迅速審査

NBI拡大内視鏡による早期胃癌の診断能向上に関する検討 消化管内科 H26.3.26 迅速審査

がん細胞培養（CTOS法）を用いたバイオマーカーイメージング
の研究

研究所
生化学部門

H26.3.31 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陽性割合の推移にう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 H26.3.31 迅速審査

残胃癌、胃管癌に対する内視鏡治療および外科手術の治療成績
についての検討

消化管内科 H26.3.31 迅速審査

肥満患者における抗がん剤投与量および安全性の調査 薬局 H26.3.31 迅速審査

骨肉腫における予後予測ノモグラムの開発 整形外科 H26.3.31 迅速審査

高齢者骨髄性悪性疾患に対するG-CFS併用cytarabineとリン酸
フルダラビン、静注ブスルファンによる移植前治療と用いた同
種骨髄・末梢血幹細胞移植の安全性と有効性の検討

血液・化学療法科 H26.3.31 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 H26.3.31 迅速審査

セツキシマブ投与症例における低マグネシウム血症と血中クレ
アチニン値変動に関する調査

薬局 H26.3.31 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 H26.3.31 迅速審査


