
申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

Stage Ⅲ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤およびオキ
サリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験　　
　　　　　 　ACHIEVE Trial

臨床腫瘍科 H25.11.25 研究助成部会

フッ化ピリミジン系薬剤、オキサリプラチン、イリノテカン、抗VEGF抗体治
療薬、抗EGFR抗体治療薬投与歴を有する治癒切除不能な進行・再発結
腸／直腸癌に対するレゴラフェニブ vs S-1 + ベバシズマブ併用療法の無
作為化比較臨床第Ⅱ相試験　　OGSG1301

臨床腫瘍科 H25.11.25 研究助成部会

口腔水分計「ムーカス」を用いた、ピロカルピン塩酸塩の唾液分泌に関す
る研究

耳鼻咽喉科 H25.11.27 第65回倫理審査委員会

JCOG バイオバンク 検診部消化器検診科 H26.2.14 第48回遺伝子解析研究部会

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 H26.2.17 研究助成部会

ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維
持療法を利用したベバシズマブ＋パクリタキセル療法の治療最適化研究
－多施設共同無作為化比較第II相臨床試験－

乳腺・内分泌外科 H26.2.17 研究助成部会

膵癌術前治療症例における経口5-アミノレブリン酸 (5-ALA) 投与による
尿中ポルフィリン濃度の変化に関する研究

消化器外科 H26.2.26 第66回倫理審査委員会

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 H26.2.26 第66回倫理審査委員会

平成26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]



肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波治療の麻酔に塩酸デクスメデトミジン
を用いた際の血中濃度測定に関する検討

　肝胆膵内科 H26.2.26 第66回倫理審査委員会

内分泌療法抵抗性再発乳癌における血液検体および病理検体を用いた
エスロトゲンレセプターα 遺伝子（ESR1）変異の検出

乳腺・内分泌外科 H26.5.16 第49回遺伝子解析研究部会

がん初代細胞における細胞形態画像プロファイリングの有効性検証 研究所　生化学部門 H26.5.16 第49回遺伝子解析研究部会

CTOS法を用いた治療感受性試験およびバイオマーカーや創薬標的の探
索

研究所　生化学部門 H26.5.16 第49回遺伝子解析研究部会

臨床検体を用いた脂肪組織由来間葉系幹細胞の解析と再生医療を目指
した開発研究

消化器外科 H26.5.16 第49回遺伝子解析研究部会

大腸癌術後補助化学療法におけるTS-1の投与方法に関する検討 消化器外科 H26.5.26 研究助成部会

ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術（区域切除、葉切
除）〜多施設共同試験〜

消化器外科 H26.5.26 研究助成部会

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 H26.5.26 研究助成部会

AXEPT　　切除不能な進行・再発大腸癌に対する2 次治療としての
XELIRI with/without Bevacizumab療法とFOLFIRI with/without 
Bevacizumab 療法の国際共同第III 相ランダム化比較試験

臨床腫瘍科 H26.5.26 研究助成部会

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(JCOG1203ver1.0)

婦人科 H26.5.26 研究助成部会



直腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのXELOX療法の有
効性確認試験《XELOX-RC》

消化器外科 H26.5.26 研究助成部会

臨床的FIGO IVb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫瘍摘
出術に関するFeasibility Study(JGOG2046 ver1.2)

婦人科 H26.5.26 研究助成部会

幽門狭窄を伴う根治切除不能進行胃癌に対する胃空腸バイパス手術と
内視鏡下胃十二指腸ステント留置術のランダム化比較試験

消化器外科 H26.6.9 研究助成部会

Borderline resectable膵癌に対する術前化学療法としてのFIRINOX療法
の安全性と有効性を確認するpilot試験

消化器外科 H26.6.9 研究助成部会

化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌に対するL-OHP+CPT-
11+5FU/l-LV併用療法modified regimen（mFFX）の第II相試験

検診部消化器検診科 H26.6.9 研究助成部会

非切除膵癌による胆道閉塞に対する全カバー付と一部カバー付ステント
の有用性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 H26.6.9 研究助成部会

切除不能悪性腫瘍による胃通過障害に対する消化管ステント留置の有
用性をカバーの有無により比較検討する多施設共同無作為比較試験

肝胆膵内科 H26.6.8 研究助成部会

T1bN0M0/T2aN0M0非扁平上皮非小細胞肺癌に対する体幹部定位放射
線治療後のテガフールウラシルによる補助化学療法の臨床第II相試験

放射線治療科 H26.5.28 第67回倫理審査委員会

胃癌化学治療症例における経口5-アミノレブリン酸 (5-ALA) 投与による
尿中ポルフィリン濃度の変化に関する研究

消化器外科 H26.5.28 第67回倫理審査委員会

切除不能胆道癌に対するGEM/CDDP/S-1とGEM/CDDPを比較するラン
ダム化第Ⅲ相試験（KHBO1401）

消化器外科 H26.5.28 第67回倫理審査委員会



患者腫瘍移植モデルとex vivo培養間のシャトルシステムによる革新的な
臨床効果評価技術の開発

生化学部門 H26.8.8 第50回遺伝子解析研究部会

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対するカペシタビン＋シスプラチン療
法の第II 相試験　OGSG1401

臨床腫瘍科 H26.8.25 研究助成部会

食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するステロイド併用 EBDおよびステロ
イド併用 RIC のランダム化比較第 II/III 相試験

消化管内科 H26.8.25 研究助成部会

JCOG1016 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU)
化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学放射線療法をテモゾロミド
化学放射線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験

脳神経外科 H26.8.25 研究助成部会

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

耳鼻咽喉科 H26.8.25 研究助成部会

ホルモン受容体陽性、HER2 陰性進行再発乳癌に対するエリブリン 
Day1、Day8 投与 3 サイクル施行後、隔週投与による維持療法の第Ⅱ相
試験

臨床腫瘍科 H26.8.25 研究助成部会

胆道癌に対する放射線化学療法後の外科的切除における安全性および
有効性の評価

消化器外科 H26.8.27 第68回倫理審査委員会

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3次治療以
降としてのFOLFOX療法の第1相試験

肝胆膵内科 H26.8.27 第68回倫理審査委員会

ALK融合遺伝子陽性、PS不良の進行再発非小細胞肺癌に対するアレク
チニブ（アレセンサ®）の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H26.11.10 研究助成部会

消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌（NEC）を対象とした
エトポシド/シスプラチン（EP）療法とイリノテカン/シスプラチン（IP）療法の
ランダム化比較試験

検診部消化器検診科 H26.11.10 研究助成部会



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ドセタキセル+CF）療法のランダム化第III相比較試験
（JCOG1314）

消化器外科 H26.11.10 研究助成部会

早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予防を目的とす
るステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム化比較第 III 
相試験

消化管内科 H26.11.10 研究助成部会

Bevacizumab併用によるErlotinib髄液濃度の影響の検討 呼吸器内科 H26.11.26 第69回倫理審査委員会

ALK融合遺伝子を有する進行非扁平上皮・非小細胞肺癌患者に対する
ALK阻害剤＋ベバシズマブ併用療法の有用性を検討する第II試験

呼吸器内科 H26.11.26 第69回倫理審査委員会

EGFR阻害剤とALK阻害剤の併用の安全性と有効性の検討 呼吸器内科 H26.11.26 第69回倫理審査委員会

EGFR阻害剤に対する耐性出現時におけるベバシズマブ併用の安全性と
有効性の検討

呼吸器内科 H26.11.26 第69回倫理審査委員会

大腸癌の悪性度に関する癌組織と周囲正常組織についての検討 消化器外科 H27.2.13 第51回遺伝子解析研究部会

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 H27.2.13 第51回遺伝子解析研究部会

てんかん・高アルカリフォスファターゼ血症・精神運動発達障害を呈する
患者における遺伝子変異の検索と先天性GPI欠損症の病態解析

腫瘍免疫学部門 H27.2.13 第51回遺伝子解析研究部会

WJOG7612GTR 切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対す
る  mFOLFOX6 + bevacizumab(BV)療法、または、XELOX + BV 療法の治
療感受性・耐性因子に関するバイオマーカー研究

臨床腫瘍科 H27.2.13 第51回遺伝子解析研究部会



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、エトポシド、シクロホスファミド併用化学療法（CLEC 療法）の第I/II 相
試験（JALSG RR-ALL214）

血液・化学療法科 H27.2.23 研究助成部会

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 H27.2.23 研究助成部会

HER2陰性再発乳癌患者の1次もしくは2次化学療法 としてのエリブリンの
臨床的有用性に関する検討  (ランダム化第Ⅱ相試験)

臨床腫瘍科 H27.2.23 研究助成部会

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による
微少循環評価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 H27.2.23 研究助成部会

局所進行子宮頸部腺癌に対するシスプラチンを用いた同時化学放射線
療法（Concurrent chemoradiotherapy: CCRT）とシスプラチンとパクリタキ
セルを用いたCCRTに関する多施設共同ランダム化第Ⅲ相比較試験

婦人科 H27.2.23 研究助成部会

早期胃癌・胃腺腫に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後の後出血
予防と潰瘍修復に関する酸分泌抑制剤の効果に関する前向きランダム
化第Ⅱ相試験

消化管内科 H27.2.25 第70回倫理審査委員会

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 H27.2.25 第70回倫理審査委員会

肺切除後の肺静脈断端の血栓形成および肺動脈塞栓症に関する臨床研
究

呼吸器外科 H27.2.25 第70回倫理審査委員会



[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

食道切除後の胃管再建法の無作為化比較試験
～胃管再建 vs十二指腸離断＋Roux-en Y付加胃管再建～

消化器外科 H26.4.8 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 H26.4.14 迅速審査

食道がんの全ゲノムシークエンス解析による病態解明と治療感受性マーカーの探索に関する研究消化器外科 H26.4.14 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 H26.4.1 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)

婦人科 H26.4.17 迅速審査

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 呼吸器外科 H26.4.1 迅速審査

ペメトレキセドとS1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 H26.4.22 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ド　
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 H26.4.24 迅速審査



末梢肺病変に対するスイッチオブリーク法(以下SOM)による仮想気管支
ナビゲーションシステムを使用した極細径気管支内視鏡検査の第Ⅰ相試
験

呼吸器内科 H26.5.8 迅速審査

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 H26.5.8 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　生化学部門 H26.5.8 迅速審査

自己免疫性肝疾患の診断基準の再評価と臨床病態の解析：多施設共同
研究

肝胆膵内科 H26.5.8 迅速審査

成人precursor T細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法
による第Ⅱ相臨床試験（JALSG T-ALL213-O）

血液・化学療法科 H26.5.12 迅速審査

成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
（JALSG Burkitt-ALL213）

血液・化学療法科 H26.5.12 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・化学療法科 H26.5.12 迅速審査

消化器癌症例における経口5-アミノレブリン酸 (5-ALA) 投与による末梢
血中・尿中ポルフィリン濃度の変化に関する研究：pilot study

消化器外科 H26.5.13 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 H26.5.14 迅速審査

切除可能なヒトパピ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 H26.5.15 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 H26.5.15 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 H26.5.15 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
を用いた超早期血液診断法の開発

病態生理学部門 H26.4.1 迅速審査

舌癌術後放射線治療の照射対象及び照射領域に関する検討 放射線治療科 H26.5.16 迅速審査

高齢肺がん患者に対する体幹部定位放射線治療(SBRT)の検討 放射線治療科 H26.5.16 迅速審査

ラマン分光プローブを用いた消化管癌の診断に関する研究 消化管内科 H26.5.20 迅速審査

WJOG7612GTR
切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対するmFOLFOX6 + 
bevacizumab(BV)療法、または、XELOX + BV 療法の治療感受性・耐性
因子に関するバイオマーカー研究

臨床腫瘍科 H26.5.20 迅速審査

胸腺原発神経内分泌腫瘍治療成績に関する後ろ向きコホート研究の多
施設共同研究

呼吸器外科 H26.5.21 迅速審査

転移性脊椎腫瘍治療後の機能予後とその予測因子の探索 リハビリテーション科 H26.5.23 迅速審査

FIGO進行期Ⅲ期-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する
初回治療としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併
用に続くベバシズマブ単独継続投与の前向き観察研究
(JGOG3022 ver1.0)

婦人科 H26.5.23 迅速審査



StageIII結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤およびオキ
サリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第III相比較臨床試験　
ACHIEVE Trial 付随研究

臨床腫瘍科 H26.5.27 迅速審査

分子標的薬スニチニブ投与における心毒性ならびに腎毒性の検討 循環器内科 H26.5.28 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 H26.5.28 迅速審査

手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-weekly nab-Paclitaxel followed by 
FEC術前化学療法第Ⅱ相臨床試験　[KBCSG -TR 1315]

乳腺・内分泌外科 H26.5.28 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Post 
electrocoagulation syndromeについての検討

消化管内科 H26.6.2 迅速審査

核酸アナログ投与中のB型肝炎症例におけるHBV関連マーカーと発癌率
の関連についての研究(他施設共同研究)

肝胆膵内科 H26.6.2 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 H26.6.5 迅速審査

EGFRチロシンキナーゼ阻害剤投与開始４週以降に入院治療を要する有
害事象を生じた非小細胞肺癌患者のretrospective解析

呼吸器内科 H26.6.9 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 H26.6.9 迅速審査

液状細胞診検査後の残余材料中からのHPVウイルス検出 病理・細胞診断科 H26.6.9 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 H26.6.10 迅速審査

肺定位放射線治療におけるSIB-VMATと固定多門照射のDosimetric 
parameterの比較

放射線診断科 H26.6.12 迅速審査

WJOG 6110B 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 H26.6.16 迅速審査

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

乳腺・内分泌外科 H26.6.24 迅速審査

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性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 H26.6.27 迅速審査

V-LocTM180クロージャーデバイスを用いた皮下縫合時の創部出血量に
関する前向き研究

脳神経外科 H26.6.24 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 H26.6.30 迅速審査

放射線診療における医療被ばく実態調査および線量評価と医療被ばく
データベース構築に向けた技術的検討

放射線診断科 H26.7.2 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 H26.7.9 迅速審査

JCOG1211/胸部薄切CT所見に基づくすりガラス影優位のcT1N0肺癌に
対する区域切除の非ランダム化検証的試験

呼吸器外科 H26.7.9 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 H26.7.14 迅速審査

JCOG0707：病理病期I期(T1>2cm)非小細胞肺癌完全切除例に対する術
後化学療法の臨床第III相試験

呼吸器外科 H26.7.14 迅速審査

新規のたんぱく質、糖鎖腫瘍マーカーの探索 分子生物学部門 H26.7.14 迅速審査

初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダ
サチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験
（JALSG Ph+ALL213）

血液・化学療法科 H26.7.14 迅速審査

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 H26.7.14 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）

副院長（消化器外科） H26.7.15 迅速審査

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B細胞性急性リンパ性白血病
に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
（JALSG Ph(-)B-ALL213）

血液・化学療法科 H26.7.22 迅速審査

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 H26.7.22 迅速審査

 FIGO進行期Ⅲ期-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対す
る初回治療としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時
併用に続くベバシズマブ単独継続投与の前向き観察研究　(JGOG3022 
ver1.1)

婦人科 H26.7.24 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 H26.7.24 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

副院長（消化器外科） H26.7.28 迅速審査

液状細胞診検査後の残余材料中からのHPVウイルス検出 病理・細胞診断科 H26.7.28 迅速審査

多剤耐性緑膿菌感染症に対するコリスチン注射剤の投与 血液・化学療法科 H26.7.31 迅速審査

子宮頸部扁平上皮癌Ia2期における縮小手術の可能性を検討するための
観察研究(JGOG1071S)　Ver3.0

婦人科 H26.7.31 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 H26.8.4 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

耳鼻咽喉科 H26.8.4 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 H26.8.6 迅速審査

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後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 H26.8.8 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Multicenter retrospective study about clinical 
background and chemotherapy for advanced pancreatic acinar cell 
carcinoma in Japan

肝胆膵内科 H26.8.12 迅速審査

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 H26.8.15 迅速審査



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 H26.8.15 迅速審査

狭帯域光(NBI)併用拡大内視鏡観察とインジゴカルミン色素観察の早期
胃癌の境界診断に対する多施設前向き臨床研究

消化管内科 H26.8.15 迅速審査

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 H26.8.15 迅速審査

オクトレオチドLAR治療における投与量の増減が先端巨大症・下垂体性
巨人症患者の内分泌学的効果・臨床症状に与える影響についての検討

脳神経外科 H26.8.15 迅速審査

ESD masters Japan-Mexico live cases video forum 消化管内科 H26.8.15 迅速審査

再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及
ぼす影響の後方視的検討（JGOG1076S ver1.0）

婦人科 H26.8.15 迅速審査

肝細胞癌における経皮的ラジオ波焼灼療法における予後規定因子の後
向き検討　－多施設共同研究－

肝胆膵内科 H26.8.15 迅速審査

転移性肝腫瘍に対するRFA施行症例の集積（多施設共同研究） 肝胆膵内科 H26.8.15 迅速審査

進行・再発結腸・直腸癌肺転移症例に対するXELOX+ベバシズマブ療法
のPilot Study

消化器外科 H26.8.18 迅速審査

大腸癌に対する腹腔鏡手術の有用性についての検討 消化器外科 H26.8.18 迅速審査



女性インターベンショナリストに聞く（CVITシンポジウム） 循環器内科 H26.8.27 迅速審査

初発肝細胞癌に対する治療法と予後の解明 －多施設共同研究－ 肝胆膵内科 H26.8.27 迅速審査

ヒトゲノムおよびプロテオームテーラーメード医療の実用化に関する研究 消化器外科 H26.8.28 迅速審査

CTOSを用いた非小細胞肺癌の化学療法のパイロットスタディー 呼吸器内科 H26.8.28 迅速審査

Randomized Controlled Trial of Transcatheter Arterial 
Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Cisplatin versus 
Epirubicin (ACE 500 study)

消化器外科 H26.8.28 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 H26.8.28 迅速審査

HER2陽性進行・再発胃癌に対するTS-1＋Trastuzumab併用療法
Feasibility試験～STAR study～

臨床腫瘍科 H26.6.1 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 H26.9.2 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 H26.9.2 迅速審査

 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 H26.9.4 迅速審査



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 H26.9.4 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肝胆膵手術の
臨床応用に関する研究

消化器外科 H26.9.4 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胃切除術（部分
切除術、全摘術）の臨床応用に関する研究

消化器外科 H26.9.4 迅速審査

早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術施行後の再発例における臨
床病理学的特徴と予後に関する遡及的調査―多施設共同研究―

消化管内科 H26.9.4 迅速審査

胆管にMetalic Stentを留置した切除不能膵癌患者における閉塞性黄疸/
胆管炎再発に対するMetalic Stent交換の有用性を検証する為の前向き
試験

検診部消化器検診科 H26.9.8 迅速審査

通電を行なわない大腸ポリープ摘除(Cold snare polypectomy)の安全性
に関する後ろ向きパイロット研究

消化管内科 H26.9.11 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 副院長（肝胆膵内科） H26.9.11 迅速審査

ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術（区域切除、葉切
除）〜多施設共同試験〜

消化器外科 H26.9.12 迅速審査

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 H26.9.18 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 H26.9.29 迅速審査



肝細胞癌に対するソラフェニブ投与症例の多施設共同前向き観察研究 肝胆膵内科 H26.9.29 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 H26.10.1 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 H26.10.1 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 H26.10.1 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 H26.9.8 迅速審査

胆道がん切除例または非切除例におけるPD-1抗体およびPD-L1抗体の
免疫染色と生命予後に関する検討

検診部消化器検診科 H26.9.25 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 H26.10.2 迅速審査

成人病センターでCVポート留置下に化学療法を実施中の患者に対する
CVポート満足度のアンケート調査

外来化学療法科 H26.10.8 迅速審査

EGFR遺伝子変異を有する進行非扁平上皮・非小細胞肺がんに対する患
者希望を考慮した一次療法の探索的臨床研究

呼吸器内科 H26.10.8 迅速審査

EGFR遺伝子変異を有する進行非扁平上皮・非小細胞肺がんに対するベ
バシズマブ併用化学療法の途中挿入を伴うエルロチニブ＋ベバシズマブ
療法の第II相試験

呼吸器内科 H26.10.10 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
るドセタキセル単剤療法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキ
セド維持療法のランダム化比較第III相試験

呼吸器内科 H26.10.15 迅速審査

JCOG1113：進行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 H26.10.15 迅速審査

オーダーメイド医療実現化プロジェクト（第３期）バイオバンクの構築と臨
床情報データベース化

臨床検査科 H26.10.15 迅速審査

自家移植併用大量化学療法非適応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 H26.10.20 迅速審査

静脈血栓塞栓症前向き追跡研究　A Key prospective surveillAnce study 
oF venoUs thromboembolism for Japanese patIents AKAFUJI study

循環器内科 H26.10.20 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 H26.10.20 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 H26.10.14 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 H26.10.22 迅速審査

日常診療下における心臓CTの被曝線量に関する調査研究 放射線診断科 H26.10.22 迅速審査

C型肝炎関連肝細胞癌切除後インターフェロン補助療法の臨床的意義に
関する研究

消化器外科 H26.10.22 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 H26.10.22 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
療法とエトポシド+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 H26.10.22 迅速審査

　膵癌術前化学放射線療法における病理組織学的効果の検討 放射線治療科 H26.10.29 迅速審査

声門上癌および下咽頭癌に対する根治放射線治療における照射野に関
する検討

放射線治療科 H26.10.30 迅速審査

がん診療科データベースとJapanese National Cancer Database　
(JNCDB)の運用と他がん登録との連携

放射線治療科 H26.10.30 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 H26.10.31 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
ミド併用放射線治療+テモゾロミド維持療法とのランダム化比較試験

脳神経外科 H26.10.31 迅速審査

頭頸部VMATに対する造影CTの影響 放射線診断科 H26.11.6 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 H26.11.6 迅速審査

体幹部定位放射線治療における至適治療計画画像の検討 放射線診断科 H26.11.6 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 H26.11.6 迅速審査

WJOG7914LTR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 H26.11.7 迅速審査

FDG-PET陽性リンパ節転移を伴う切除可能胆道癌に対する術前ゲムシ
タビン/シスプラチン/S-1併用術前化学療法(GCS療法)のphaseII 試験
(KHBO1201)

消化器外科 H26.11.12 迅速審査

早期乳がんを診断するための乳頭分泌液を用いた分子マーカー探索研
究

副院長（乳腺・内分泌外
科）

H26.11.13 迅速審査

Genotype1型C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナプレビル療
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 H26.12.3 迅速審査

高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 H26.12.3 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

形成外科 H26.12.3 迅速審査

腫瘍径2 cm 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 ver1.2)

婦人科 H26.12.3 迅速審査

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 ver1.3)

婦人科 H26.12.3 迅速審査

Clinical T1a(20 mm以下)N0M0非小細胞肺癌に対する区域切除と肺葉切
除のOncologic Outcomeに関する研究

副院長（呼吸器外科） H26.12.5 迅速審査



術中膵液細胞診による膵切除範囲決定のための欧米製セクレチン製剤
使用の安全性及び有用性に関する研究

消化器外科 H26.12.5 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 H26.12.5 迅速審査

腫瘍マーカーとしての血中K-ras遺伝子、p53　遺伝子測定に関する研究 呼吸器内科 H26.12.10 迅速審査

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 H26.12.16 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 H26.12.16 迅速審査

日本における電子タバコ等の使用状況に関する研究 疫学予防課 H26.12.17 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 H26.12.26 迅速審査

REVERCE　Fluoropyrimidine, Oxaliplatin, Irinotecanを含む化学療法に不
応または不耐のKRAS野生型進行・再発結腸・直腸癌に対する
Regorafenibとcetuximabの逐次投与とcetuximabとregorafenibの逐次投与
のランダム化第II相試験

臨床腫瘍科 H27.1.5 迅速審査

多剤不応の切除不能胆道癌患者に対するゲムシタビン＋アブラキサン併
用療法

検診部消化器検診科 H27.1.6 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 H27.1.7 迅速審査



初発慢性期の成人慢性骨髄性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 H27.1.9 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 H27.1.14 迅速審査

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

肝胆膵内科 H27.1.14 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）

副院長（消化器外科） H27.1.22 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 研究所　　生化学部門 H27.1.22 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 H27.1.22 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 H27.1.30 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 H27.1.30 迅速審査

癌性胸膜炎のための胸腔内パクリタキセル療法 肝胆膵内科 H27.2.2 迅速審査

骨軟部腫瘍の発症・予後に関する遺伝子異常の網羅的解析研究 リハビリテーション科 H27.2.10 迅速審査



糖尿病患者における栄養食事指導効果の検証 臨床検査科 H27.2.12 迅速審査

AsR scoreを用いた口腔癌術後の嚥下機能評価 耳鼻咽喉科 H27.2.23 迅速審査

胃粘膜下腫瘍の診断・検査・治療方針に関する研究 消化管内科 H27.2.23 迅速審査

JGOG1075S: 本邦における外陰癌の実態及び治療に関する調査研究 婦人科 H27.2.23 迅速審査

本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析：多
施設共同研究

呼吸器外科 H27.2.23 迅速審査

病理病期Ⅰ期（T1>2cm、TNM分類6版）非小細胞肺癌完全切除例におけ
る術後治療に関する観察研究

呼吸器外科 H27.2.23 迅速審査

骨外性骨肉腫の治療成績に関する国際共同多施設臨床研究 整形外科 H27.2.23 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 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 H27.2.25 迅速審査

再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及
ぼす影響の後方視的検討　　（JGOG1076S ver1.2）

婦人科 H27.2.25 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，ver4.0)

婦人科 H27.2.25 迅速審査

咽頭観察時の鎮痛・鎮静法についての研究 消化管内科 H27.2.26 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)

婦人科 H27.3.4 迅速審査



慢性肝疾患における非侵襲的弾性検査法を用いた肝線維化評価予測に
関する研究-III Assessment of Liver FIBROsis by Real-time Tissue 
ELASTography in Chronic Liver Disease－III(FIBROELAST-III Study)

肝胆膵内科 H27.3.5 迅速審査

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 H27.3.5 迅速審査

子宮頸部非扁平上皮癌 IB2- IIB期における治療法と予後に関する後方
視的検討　（SGSG-015）

婦人科 H27.3.5 迅速審査

子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する調査研究 (JGOG2049S) 婦人科 H27.3.5 迅速審査

舌再建術後の機能に対するリスク因子解析多施設共同後ろ向き観察研
究

形成外科 H27.3.5 迅速審査

高齢者肺癌切除症例における術前および術後中長期の総合機能評価に
関する研究

呼吸器外科 H27.3.9 迅速審査

術前化学療法後の乳房温存手術患者における局所・領域再発のリスク
因子に関する国際共同研究

乳腺・内分泌外科 H27.3.9 迅速審査

組織混在型早期胃癌の生検診断と病理診断乖離例における臨床病理学
的特徴の検討

消化管内科 H27.3.18 迅速審査

WJOG8114LTR  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 H27.3.18 迅速審査

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

消化器外科 H27.3.18 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 H27.3.18 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 H27.3.18 迅速審査

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するユーエフティ/ロイコボリン
（ユーゼル）療法（UFT/LV療法）の臨床的有用性に関する研究

消化器外科 H27.3.18 迅速審査

舌癌健側リンパ節転移に関する検討 耳鼻咽喉科 H27.3.20 迅速審査

Ｅｗｉｎｇ肉腫を除く41歳以上の中・高悪性原発性骨腫瘍に対する
ADR+IFOを用いた術前術後化学療法の第Ⅱ相臨床試験

整形外科 H27.3.20 迅速審査

FIGO進行期Ⅲ期-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する
初回治療としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併
用に続くベバシズマブ単独継続投与の前向き観察研究(JGOG3022 
ver1.2

婦人科 H27.3.25 迅速審査

表在型バレット癌の深達度診断について（バレット癌の深達度、その他の
臨床病理組織学的所見と予後との関連性に関する多施設共同研究）

消化管内科 H27.3.25 迅速審査

食道胃接合部腺癌および食道腺癌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 H27.3.25 迅速審査

阪神がん研究グループ0113  切除不能の高齢者局所進行非小細胞肺癌
に対するCarboplatin＋Nab-Paclitaxel の化学療法に胸部放射線療法を
同時に併用する臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

呼吸器内科 H27.3.25 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 H27.3.31 迅速審査



IP合併SCLC治療症例における血清マーカー乖離現象の解釈 薬局 H27.3.31 迅速審査

123I-MIBG心筋SPECTにおける画像再構成法の違いが自動輪郭抽出に
与える影響

放射線診断科 H27.3.31 迅速審査

髄膜腫の摘出術前塞栓術を含めた治療に関する前向き観察研究 脳神経外科 H27.3.31 迅速審査

胃切除後の続発性骨粗鬆症に対する薬物治療の有用性に関する前向き
多施設ランダム化比較試験

消化器外科 H27.3.31 迅速審査

糖尿病患者における栄養食事指導効果の検証 II(糖尿病外来患者の食
事栄養摂取状況調査)

臨床検査科 H27.3.31 迅速審査

肝胆膵領域癌に対する外科手術の臨床病理学的研究 消化器外科 H27.3.31 迅速審査

患者腫瘍移植モデルとex vivo培養間のシャトルシステムによる革新的な
臨床効果評価技術の開発

研究所 　生化学部門 H27.3.31 迅速審査

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ド追加療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H27.3.31 迅速審査

病変部位同定を目的とした新規色素マーカーについての検討 消化器外科 H27.3.31 迅速審査

脂肪分解酵素溶液を用いた大腸癌リンパ節の判別方法の検討 消化器外科 H27.3.31 迅速審査



早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出の検討 婦人科 H27.3.31 迅速審査

中咽頭癌手術症例におけるHPVと予後の検討 耳鼻咽喉科 H27.3.31 迅速審査


