
申請内容 所属 開催日 審議された委員会名

JCOG バイオバンク 検診部消化器検診科 H26.2.14 第50回遺伝子解析部会

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

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

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/1-LV併用療法（FFX）の第Ⅰ相試験

消化器検診科 H26.2.26 第66回倫理審査委員会

がん専門病院の卒後2年目看護師への教育計画の有効性 9階北 H27.5.11 看護部倫理審査会

外来において看護カンファレンスが定着するまでの過程と3年間の実績 内科系外来 H27.5.11 看護部倫理審査会

疾患と病態のマーカーとしてのcirculating　free　DNA（cfDNA）の研究 呼吸器内科 H27.5.15 第52回遺伝子解析部会

CTOS法を用いた、がん細胞固有変異抗原に特異的な再生T細胞の細胞
傷害活性測定法の開発

生化学部門 H27.5.15 第52回遺伝子解析部会

平成27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]



CTOSを用いたWntシグナルがん関連因子(Arl4c, Dkk1, CKAP4)の発現並
びに核酸と抗体を用いた機能抑制による抗腫瘍効果の検討

生化学部門 H27.5.15 第52回遺伝子解析部会

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 H27.5.15 第52回遺伝子解析部会

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

呼吸器内科 H27.5.25 研究助成部会

HER2　陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリ
ブリン併用療法の有用性の検討試験

臨床腫瘍科 H27.5.25 研究助成部会

JCOG1409 臨床病期I/II/III食道癌（T4を除く）に対する胸腔鏡下手術と開
胸手術の ランダム化比較第III相試験

消化器外科 H27.5.25 研究助成部会

高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術
前 trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第II相試験

消化器外科 H27.5.25 研究助成部会

腹膜播種を伴う胃癌に対するカペシタビン／シスプラチン＋ドセタキセル
腹腔内投与併用療法の第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 H27.5.25 研究助成部会

膵がんに対する最適な治療のためのマスイメージング技術を用いた組織
内薬物動態解析の有効性と安全性を検討する臨床研究

検診部消化器検診科 H27.5.29 第71回倫理審査委員会

膵癌に対するゲムシタビン+ナブパクリタキセル療法による末梢神経障害
に関する最適な投与方法に関する臨床研究

検診部消化器検診科 H27.5.29 第71回倫理審査委員会

切除不能悪性肝門部胆道閉寒に対する内視鏡的胆管RFAの安全性・有
用性におけるパイロットスタディ

肝胆膵内科 H27.5.29 第71回倫理審査委員会



10mm以上20mm以下の大腸ポリープに対するUnderwater EMRの第Ⅱ/III
相試験

消化管内科 H27.5.29 第71回倫理審査委員会

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 H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

出生コホート別乳癌罹患の実態に関する研究 大阪府済生会千里病院 H27.5.29 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 H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

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 H27.5.29 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 　がん予防情報センター H27.5.29 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 H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

地域がん登録データを使用した日本人と日系アメリカ人の卵巣がん組織
別罹患率の経年変化の比較検討

愛知県がんセンター研究
所 疫学・予防部

H27.5.29 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

究科産科学婦人科学
H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

胃・大腸・肝がん死亡率のシミュレーションに関する研究 　がん予防情報センター H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会



大阪府における食道・腎・甲状腺がんの記述疫学的研究 　がん予防情報センター H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

胃がん患者の生存率の日米比較 　がん予防情報センター H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

小児悪性神経膠腫、橋グリオーマに対する新規治療法の開発
大阪大学大学院医学系研

究科 小児科
H27.5.29 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

化学放射線療法を受ける食道癌患者の放射線性食道炎予防に対する栄
養介入

9階南 H27.7.6 看護部倫理審査会

食道切除術を受けた患者が食事指導に望むこと 10階南 H27.7.6 看護部倫理審査会

入退院センターの看護支援に関する調査 相談支援センター H27.7.6 看護部倫理審査会

「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」の附随研究(LOGIK1401-A)

呼吸器内科 H27.8.24 研究助成部会

食道癌術前化学療法時の有害事象対策に関する検討 ～予防的抗生剤
vs経腸栄養剤+シンバイオティクス～

消化器外科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会

食道癌術中気管血流評価に関する検討 消化器外科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会

経肛門的鏡視下腫瘍切除のための手術支援器具の開発 消化器外科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会



ＩＣＧ蛍光法に基づく胆道描出法に関する研究 消化器外科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会

大腸腫瘍に対する従来法内視鏡的粘膜下層剥離術と糸つきクリップ併用
内視鏡的粘膜下層剥離術の比較試験

消化管内科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会

大腸平坦型腫瘍性病変の発見に関する自家蛍光内視鏡の有用性を検
討する多施設共同無作為化比較試験

消化管内科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会

JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 検診部消化器検診科 H27.8.28 第72回倫理審査委員会

大阪府におけるがん罹患率・生存率の社会経済格差のトレンド
　　がん予防情報　セン

ター
H27.8.28 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　　

研究科保健学専攻
H27.8.28 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん患者における5年相対生存率の年齢階級別比較
　　がん予防情報　セン

ター
H27.8.28 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

H27.8.28 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

ICUに属する卒後２～5年目看護師が自己効力感を促進する要因分析 ＩＣＵ H27.9.7 看護部倫理審査会

若年成人期の悪性骨軟部腫瘍患者が治療を継続するための思いと原動
力

７階北 H27.9.7 看護部倫理審査会



骨転移を有するがん患者の日常生活における骨折予防行動とその取り
組みに影響を及ぼす緒要素

兵庫県立大学 H27.9.7 看護部倫理審査会

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 ver1.3)

婦人科 H27.11.16 研究助成部会

家族性大腸腺腫症患者への低用量アスピリンとメサラジンによる二重盲
検無作為割付臨床試験　（J-FAPP StudyIV）

消化管内科 H27.11.16 研究助成部会

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 －

臨床腫瘍科 H27.11.16 研究助成部会

治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン
/LV5FU2+ベバシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX +ベバシズマブ逐次
療法とXELOX /FOLFOX +ベバシズマブ併用療法の 多施設共同ランダム
化第Ⅲ相臨床試験  C-Cubed Study (JSWOG C-4)

臨床腫瘍科 H27.11.16 研究助成部会

EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対するアファチニブ療法時の
シスチン・テアニン併用における粘膜・消化器毒性評価と血中グルタチオ
ン濃度測定の研究

呼吸器内科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会

胆道癌に対するゲムシタビンとシスプラチン併用の術前化学放射線療法
における安全性および有効性の評価

消化器外科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会

ＩＣＧ蛍光法に基づく血管描出法に関する研究 消化器外科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会

ICタグを用いた病変部位マーキングと検出機器の開発 消化器外科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会

BRCA1/2遺伝子変異保因者に対するリスク低減手術の安全性と予後に
関する研究

　乳腺内分泌外科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会



膵がん家族歴保有者における高危険因子および膵癌の発生頻度に関す
る研究

検診部　消化器検診科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会

臨床病期I期胃がんに対する腹腔鏡下胃切除術における多孔式(従来式)
腹腔鏡下手術と単孔式腹腔鏡下手術のランダム化第Ⅱ相比較試験

消化器外科 H27.12.4 第73回倫理審査委員会

全国放射線治療施設症例登録と大阪府がん登録のデータ比較、検討 放射線治療科 H27.12.4 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 　がん予防情報センター H27.12.4 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

臨床における教育担当者が発揮するメタ認知 摂南大学 H28.1.18 看護部倫理審査会

局所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(ア
ブラキサン®)胸部放射線同時併用化学療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

呼吸器内科 H28.2.22 研究助成部会

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 H28.2.22 研究助成部会

抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたHLA適合ドナーからの同種末梢
血幹細胞移植の多施設共同第II相試験

血液・化学療法科 H28.2.22 研究助成部会

抗凝固薬服用症例におけるCold snare polypectomyの有用性を検証する
非盲検化ランダム化比較試験

消化管内科 H28.2.26 第74回倫理審査委員会

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 H28.2.26 第74回倫理審査委員会



進行腎癌に対するアキシ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 H28.2.26 第74回倫理審査委員会

Intensive chemotherapy 困難な切除不能進行・再発結腸・直腸癌に対す
るTAS-102 (ロンサーフ)とBevacizumab（ベバシズマブ）併用療法の有効
性および安全性の検討

臨床腫瘍科 H28.2.26 第74回倫理審査委員会

がん罹患率国際比較データブックCI5第11巻へのデータ提出 　がん予防情報センター H28.2.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん患者の治療から死亡までの地域連携の経時的変遷と地域／施設に
よる違い

　がん予防情報センター H28.2.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

がん患者の治療から死亡までの地域連携の経時的変遷と地域／施設に
よる違い（承認No.15-0014の出力項目追加）

　がん予防情報センター H28.2.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

下咽頭癌の疾患構成と予後の変化 　がん予防情報センター H28.2.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

全国がん罹患集計のためのがん罹患データ（MCIJ、1993-2012年診断累
積症例）へのデータ提出

　がん予防情報センター H28.2.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

小児とAYA（adolescent and young sdult）世代におけるがんの比較 　がん予防情報センター H28.2.26 悪性新生物患者登録資料利用検討部会

結腸切除術後に緊急人工肛門増設術を受けた患者の術前の看護介入を
振り返る～アギュララの危機理論を用いて～

11階南 H28.3.7 看護部倫理審査会



[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

前立腺肥大症を合併した前立腺癌の治療に伴う排尿障害に対するα 1A
遮断薬シロドシンの有用性検討試験

泌尿器科 H27.5.8 迅速審査

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 H27.4.29 迅速審査

前立腺癌に対する内分泌療法による骨代謝、糖・脂質代謝動脈硬化およ
び筋力に及ぼす影響に関する検討

泌尿器科 H27.5.26 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 H27.5.26 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 H27.4.1 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 H27.5.22 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 H27.6.4 迅速審査

側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化学療法の意義
に関するランダム化比較第 II/III 相試験

消化器外科 H27.6.5 迅速審査

食道扁平上皮癌に対する術前化学療法の組織学的抗腫瘍効果の検討 消化器外科 H27.6.4 迅速審査



骨・軟部肉腫の臨床成績および予後因子の調査 整形外科 H27.6.5 迅速審査

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

消化器外科 H27.6.5 迅速審査

手術可能乳癌患者を対象としたフローズングローブ、弾性ストッキングの
nab-paclitaxelによる末梢神経障害予防効果の検討（Phase Ⅱ）SPOT 
tria

乳腺内分泌外科 H27.6.11 迅速審査

初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対するBendamustine+Rituximab療法終
了後のFDG-PET/CTを用いた研究

血液・化学療法科 H27.6.11 迅速審査

切除不能混合型肝がんに対する治療の後向き研究 肝胆膵内科 H27.6.11 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 H27.6.12 迅速審査

胃がん切除症例における経口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 H27.6.12 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

腫瘍免疫学部門 H27.6.18 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 H27.6.17 迅速審査

頭頸部放射線治療後唾液分泌障害についての主観的／客観的評価
データを用いた検討

放射線治療科 H27.6.19 迅速審査

NBI(narrow band imaging)併用拡大内視鏡による早期胃癌の組織型診断 消化管内科 H27.6.18 迅速審査



肝臓定位放射線治療における代替指標を用いた照合精度 放射線診断科 H27.6.18 迅速審査

液状細胞診標本作製に適したスライドの検討 病理・細胞診断科 H27.6.18 迅速審査

液状細胞診標本顕微鏡写真を用いたアトラス作成 病理・細胞診断科 H27.6.18 迅速審査

非ビタミンK阻害経口抗凝固薬を用いた抗凝固療法の出血高危険度消化
器内視鏡処置における安全性に関する研究

消化管内科 H27.6.18 迅速審査

がん症例における静脈血栓塞栓症に関する検討　前向き追跡研究 循環器内科 H27.6.19 迅速審査

JCOG1401：臨床病期I期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔鏡
下噴門側胃切除術の安全性に関する非ランダム化検証的試験

消化器外科 H27.6.22 迅速審査

腹腔鏡下胃全摘術/噴門側胃切除術の食道空腸吻合におけるCircular 
stapler法とLinear stapler法のランダム化第Ⅱ相比較試験

消化器外科 H27.6.22 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 H27.6.19 迅速審査

脳神経外科手術における手術デバイス開発研究 脳神経外科 H27.6.22 迅速審査

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitax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 H27.6.23 迅速審査

レナリドミドによる維持療法施行中の多発性骨髄腫症例における免疫応
答の動態の検討

血液・化学療法科 H27.6.15 迅速審査



大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術施行時における糸つきクリッ
プの有用性に関する検討

消化管内科 H27.6.18 迅速審査

EGFR-TKI獲得耐性後のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者にお
けるアファチニブとベバシズマブ併用療法の単群第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H27.6.25 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 H27.6.23 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 H27.6.23 迅速審査

食道切除後の栄養介入に関する比較試験 消化器外科 H27.6.26 迅速審査

FGFR遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮癌の臨床病
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 H27.6.23 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 H27.6.26 迅速審査

JCOG1009/JCOG1010「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 H27.7.7 迅速審査

ICタグを用いた病変部位マーキングと同定機器の開発 消化器外科 H27.6.19 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 H27.8.4 迅速審査

核酸アナログ初回投与のB型慢性肝疾患症例に対するテノホビルジソプ
ロキシルフマル酸塩（TDF）の治療効果ならびに安全性についての検討

肝胆膵内科 H27.8.4 迅速審査



去勢抵抗性前立腺癌の治療実態に関する観察研究 泌尿器科 H27.8.4 迅速審査

同種造血幹細胞移植サバイバーにおける精神的苦痛の実態と、その心
理社会的規定因子に関する検討

血液・化学療法科 H27.8.4 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

臨床検査科 H27.8.6 迅速審査

膵癌に対するゲムシタビンおよびnabパクリタキセル併用術前化学放射線
療法の第II相試験

消化器外科 H27.8.6 迅速審査

高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施
設共同前向き調査研究

呼吸器外科 H27.8.6 迅速審査

初発膠芽腫におけるギリアデル留置及び再発膠芽腫に対するギリアデル
再留置の有効性と安全性を探索する臨床第Ⅱ相試験（Gateway-study）

脳神経外科 H27.8.10 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 H27.8.11 迅速審査

既存統計資料を活用した健康格差を評価する疫学研究
     がん予防情報センター 

   疫学予防課
H27.8.11 迅速審査

非アルコール性脂肪肝炎(non-alcoholic steatohepatitis, NASH)の予後規
定因子の解明のための前向き研究

肝胆膵内科 H27.8.11 迅速審査

非乳頭部十二指腸表在性腫瘍に対する浸水下EMR法の有用性に関する
検討

消化管内科 H27.8.11 迅速審査

がん症例において血管新生阻害薬投与により出現する高血圧ならびに
蛋白尿に対する降圧薬の有効性とその機序に関する検討

循環器内科 H27.8.13 迅速審査



放射線治療計画における脳腫瘍造影CTでのDelay timeがGTVに与える
影響

放射線診断科 H27.8.13 迅速審査

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 H27.8.13 迅速審査

脂肪分解酵素溶液を用いた大腸癌患者のリンパ節判別方法の検討 消化器外科 H27.8.21 迅速審査

血中がん関連物質可視化による前立腺がん超早期診断法に関する検討 泌尿器科 H27.8.21 迅速審査

頭頸部IMRTにおける線量計算に対する体重毎ヨード量の影響 放射線診断科 H27.8.21 迅速審査

疾患と病態のマーカーとしてのcirculating free DNA（cfDNA）の研究 呼吸器内科 H27.8.21 迅速審査

血液でのALK変異の検出の研究 呼吸器内科 H27.8.31 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 H27.8.31 迅速審査

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

臨床検査科 H27.8.31 迅速審査

覚醒下手術におけるメインストリームCO2センサcap-ONE有用性の検証 麻酔科 H27.8.31 迅速審査

集中治療室におけるメインストリームCO2センサcap-ONE有用性の検証 麻酔科 H27.8.31 迅速審査



脊髄くも膜下麻酔中鎮静におけるメインストリームCO2センサcap-ONE有
用性の検証

麻酔科 H27.8.31 迅速審査

悪性腫瘍関連手術予定患者における術前マスターダブル負荷心電図検
査の有用性

中央手術科 H27.9.3 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 H27.9.3 迅速審査

大腸癌腹膜播種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 H27.9.3 迅速審査

前立腺IGRTにおける患者固定具の比較 放射線診断科 2015/9.8 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 2015/9.8 迅速審査

Accumulated dose of intensity-modulated radiotherapy for head and 
neck cancer using deformable registration of two sets of CT images.

放射線診断科 H27.8.10 迅速審査

Genotype2型C型慢性肝疾患に対するソホスブビル・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 H27.9.9 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 H27.9.11 迅速審査

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、セツキシマブ、ベ
バシズマブ不応のRAS野生型切除不能・進行再発大腸癌を対象としたセ
ツキシマブ再投与の有効性・安全性を検討する第II相臨床試験（E-
Rechallenge trial）

臨床腫瘍科 H27.9.14 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 H27.9.16 迅速審査



乳癌再発巣における遺伝子変異の検索とその臨床的意義の 検討 乳腺内分泌外科 H27.9.17 迅速審査

タペンタドール投与が及ぼす排便状況への影響調査 薬局 H27.9.17 迅速審査

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 および3D Sim-Navigatorの改良

肝胆膵内科 H27.9.18 迅速審査

治療用放射線に起因する冠動脈病変の発症・進展の頻度と様式に関す
る研究

循環器内科 H27.9.18 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

呼吸器外科 H27.9.24 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 H27.9.24 迅速審査

切除不能膵癌による中下部胆管閉塞に対するカバー付き金属ステント留
置後の急性胆嚢炎予防を検証する為の前向き試験

消化器検診部 H27.9.25 迅速審査

腋窩リンパ節を含む乳腺術後照射における　　　Dose Volume parameter
の検討

放射線診断科 H27.9.25 迅速審査

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(ver1.1)

乳腺内分泌外科 H27.9.29 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 H27.10.1 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 H27.10.1 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 H27.10.1 迅速審査

がん患者会（または患者サロン）のニーズに関するアンケート調査 相談支援センター H27.10.1 迅速審査

アファチニブマレイン酸塩投与患者における副作用予防対策薬の効果検
討

薬局 H27.10.1 迅速審査

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 H27.10.1 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 H27.10.1 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 v1.3）

整形外科 H27.10.1 迅速審査

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 H27.10.2 迅速審査

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 H27.10.2 迅速審査

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 H27.10.2 迅速審査

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ド化学放射線療法をテモゾロミド
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 H27.10.13 迅速審査

EGFR-TKI獲得耐性後のEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者にお
けるアファチニブとベバシズマブ併用療法の単群第Ⅱ相試験

呼吸器内科 H27.10.14 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 H27.10.15 迅速審査

多発胃癌のバイオマーカーとしてのmicroRNAの有用性の検討 消化管内科 H27.10.14 迅速審査

原発性骨腫瘍の臨床病理組織所見の検討 整形外科 H27.10.14 迅速審査

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

 研究所　 腫瘍免疫学部
門

H27.10.14 迅速審査

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 H27.10.14 迅速審査

HER2陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズマブ、 ペルツズマブ、エリブ
リン併用療法の 有用性の検討試験

臨床腫瘍科 H27.10.14 迅速審査

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 (ver1.2)

乳腺内分泌外科 H27.10.14 迅速審査

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 H27.10.16 迅速審査

膵全摘患者に対する前向き実態調査 消化器外科 H27.10.16 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

呼吸器内科 H27.10.16 迅速審査

頭頸部癌に対する強度変調放射線治療後の甲状腺機能低下症に関する
検討

放射線治療科 H27.10.16 迅速審査



大腸癌所属リンパ節における脂肪分解酵素溶液処理によるRNAへの影
響検討

消化器外科 H27.10.16 迅速審査

膵頭十二指腸切除術における慢性肝障害の影響に関する研究 消化器外科 H27.10.20 迅速審査

胃癌術後炎症反応に関する多施設共同後ろ向き調査研究 消化器外科 H27.10.22 迅速審査

肝胆膵領域悪性腫瘍に対する術後静脈血栓塞栓症予防に対するエノキ
サパリン投与の第Ⅱ相ランダム化比較試験

消化器外科 H27.10.22 迅速審査

胃上皮性腫瘍に対する従来法ESDおよびデンタルフロスクリップESDの無
作為化比較第Ⅲ相試験

消化管内科 H27.10.26 迅速審査

ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃がんESD治癒切除後患者におけ
る、ピロリ菌除菌による異時性胃がん抑制効果を証明するランダム化比
較試験

消化管内科 H27.10.26 迅速審査

新世代内視鏡システム（330°広視野角内視鏡）を用いた大腸病変検出
能に関するランダム化比較試験

消化管内科 H27.10.23 迅速審査

Cold snare polypectomyの完全摘除割合に関する多施設共同ランダム化
比較試験    Complete resection rate of cold snare polypectomy: a 
randomized controlled trial (CRESCENT study)

消化管内科 H27.10.23 迅速審査

Genotype1型C型慢性肝疾患に対するレジパスビル・ソホスブビル療法の
治療効果ならびに安全性についての検討

肝胆膵内科 H27.10.23 迅速審査

家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試験の追
加試験(J-FAPP StudyⅢ-2)

消化管内科 H27.10.23 迅速審査

がん化学療法によるB型肝炎再活性化対策の現状 薬局 H27.10.23 迅速審査



血中および尿中ヌクレオソーム可視化による腎、尿路上皮がんの早期診
断および病期診断の検討

泌尿器科 H27.10.23 迅速審査

体幹部定位放射線治療における患者固定具の性能評価 放射線診断科 H27.10.23 迅速審査

院外から持ち込まれた画像データに関する分析と評価 放射線診断科 H27.10.23 迅速審査

早期舌癌再発の影響する因子の検討 病理・細胞診断科 H27.10.23 迅速審査

表在型食道癌に対する内視鏡的切除術を行った患者の頭頸部領域に生
じる重複癌に関する検討

消化管内科 H27.10.23 迅速審査

大腸腫瘍に対する従来法内視鏡的粘膜下層剥離術と糸つきクリップ併用
内視鏡的粘膜下層剥離術の比較試験

消化管内科 H27.10.23 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）

臨床検査科 H27.10.23 迅速審査

腹部外科手術におけるアスピリン継続投与研究 消化器外科 H27.10.26 迅速審査

抗凝固薬（フォンダパリヌクスナトリウム・エノキサパリンナトリウム）による
腹腔鏡下大腸切除術施行患者の静脈血栓塞栓症（VTE）の予防に関する
有効性の検討～第III相試験～

消化器外科 H27.10.26 迅速審査

血液でのALK変異の検出の研究 呼吸器内科 H27.10.23 迅速審査

子宮頸癌術後VMATにおける回転セットアップエラーの線量的影響 放射線診断科 H27.10.27 迅速審査



膵臓癌の診療向上のための分子遺伝学的および分子疫学的研究 消化器外科 H27.10.26 迅速審査

類上皮血管内皮腫の実態調査 肝胆膵内科 H27.10.23 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試験JUST-
STUDY登録症例における追加調査

臨床腫瘍科 H27.10.23 迅速審査

大腸腫瘍患者へのアスピリン(100mg/day)による発がん予防大規模臨床
試験（J-CAPP StudyII）

消化管内科 H27.10.28 迅速審査

透視下気管支鏡検査における迅速細胞診併用の有用性の検討 病理・細胞診断科 H27.11.2 迅速審査

PROP-UP　Study　Ⅱ-付随研究：　　　　　　　　　　　　治癒切除不能進行
性消化器・膵神経内分泌腫瘍の血清クロモグラニン　　A・NSEに関する
研究

検診部消化器検診科 H27.11.2 迅速審査

肺がん患者におけるshort hydration法を用いたシスプラチン投与におけ
る安全性の検討

薬局 H27.11.4 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]

臨床腫瘍科 H27.11.9 迅速審査

肝臓病教室における情報提供の効果と意義に関する検討 肝胆膵内科 H27.11.10 迅速審査

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠（TAS-102）投与における副作用
発現状況の調査研究

薬局 H27.11.10 迅速審査

PROP-UP Study Ⅰ：　治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍
の予後に関する後向き観察研究

検診部消化器検診科 H27.11.10 迅速審査



PROP-UP Study Ⅱ：　治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍
の予後に関する前向き観察研究

検診部消化器検診科 H27.11.10 迅速審査

肝内胆管癌におけるリンパ節転移分布の解析 消化器外科 H27.11.20 迅速審査

IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対するPaclitaxel/Carboplatin 
併用療法 vs. Dose-dense Paclitaxel/Carboplatin 併用療法のランダム化
第II/III相比較試験ver1.0

婦人科 H27.11.20 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 H27.12.1 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 H27.12.1 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

呼吸器内科 H27.12.1 迅速審査

大腸腫瘍患者へのアスピリン(100mg/day)による発がん予防大規模臨床
試験（J-CAPP StudyII）

消化管内科 H27.12.4 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 H27.12.9 迅速審査

既存の気管支鏡ナビゲーションシステムとスイッチオブリーク法(以下
SOM)の比較

呼吸器内科 H27.12.15 迅速審査

胃がん切除症例における経口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 H27.12.15 迅速審査

新世代内視鏡システム（330°広視野角内視鏡）を用いた大腸病変検出
能に関するランダム化比較試験

消化管内科 H27.12.16 迅速審査



T1, T2下部直腸癌に対する補助療法併用縮小手術の評価　第Ⅱ相臨床
試験

消化器外科 H27.12.18 迅速審査

胃癌、食道胃接合部癌に対する術中腹腔内癌散布に関する前向き観察
研究

消化器外科 H27.12.21 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 H27.12.25 迅速審査

がん治療と歯科用インプラント周囲炎におけるリスク因子について 副院長 H28.1.6 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]

臨床腫瘍科 H28.1.7 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 H28.1.7 迅速審査

子宮頸癌手術後の全骨盤リンパ節領域に対する卵巣線量の低減を考慮
した回転型強度変調放射線治療

放射線診断科 H28.1.7 迅速審査

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 H28.1.12 迅速審査

日本人高齢者を対象としたアピキサバンの有効性・安全性に関する検
討：医師主導型多施設共同前向きコホート研究

循環器内科 H28.1.12 迅速審査

症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討  
～前向き多施設共同研究～

消化器外科 H28.1.12 迅速審査

乳がんの転移性脳腫瘍の脳内分布に関する研究 脳神経外科 H28.1.12 迅速審査



放射線治療情報の院内共有の実態調査 放射線診断科 H28.1.13 迅速審査

転移性膵腫瘍に関する後ろ向き多施設共同研究 肝胆膵内科 H28.1.13 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共同研究 血液・化学療法科 H28.1.13 迅速審査

がんと血栓：日本人がん症例におけるVTEの病態と治療に関する観察研
究

循環器内科 H28.1.13 迅速審査

新規Liquid biopsyシステム（NOIR-SS）のvalidationのためのパイロット研
究

呼吸器内科 H28.1.13 迅速審査

日本におけるHPVワクチン（ガーダシル）の細胞診異常予防効果に関す
る疫学研究

     がん予防情報センター 
 　疫学予防課

H28.1.13 迅速審査

血液検査によるimmune checkpoint阻害剤の効果の早期予測の研究 呼吸器内科 H28.1.13 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 H28.1.13 迅速審査

新規放射線治療計算アルゴリズムによる体内金属が線量分布に与える
影響の解明と骨転移治療への応用

放射線診断科 H28.1.13 迅速審査

乳がん患者における麻酔関連術後合併症の予防 中央手術科 H28.1.13 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 生化学部門 H28.1.13 迅速審査



健康格差対策に必要な公的統計のあり方に関する研究
     がん予防情報センター 

 　疫学予防課
H28.1.13 迅速審査

Genotype1型C型慢性肝疾患に対するパリタプレビル・オムビタスビル療
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 H28.1.19 迅速審査

日本におけるHPVワクチン（サーバリックス）の細胞診異常予防効果に関
する疫学研究

     がん予防情報センター 
 　疫学予防課

H28.1.19 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 H28.1.22 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
(ver1.4)

婦人科 H28.1.22 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 H28.1.22 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・化学療法科 H28.2.2 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 生化学部門 H28.2.2 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 H28.2.2 迅速審査

胸膜中皮腫患者のQuality of Life に関する調査 呼吸器   グループ H28.2.2 迅速審査

子宮頸癌術後再発高リスク例に対する三次元放射線治療（3DRT）を用い
た同時化学放射線療法の多施設共同後ろ向き観察研究

婦人科 H28.2.2 迅速審査



胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血ハイリスク群におけるカリウムイオン
競合型酸分泌抑制剤の出血抑制効果(多施設共同前向き試験)

消化管内科 H28.2.3 迅速審査

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（JCOG1506A1）

消化器外科 H28.2.8 迅速審査

側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化学療法の意義
に関するランダム化比較第 II/III 相試験

消化器外科 H28.2.4 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 H28.2.8 迅速審査

ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃癌 治癒切除後患者における、ピロ
リ菌除菌による異時性胃癌抑制効果を証明するランダム化比較試験

消化管内科 H28.2.10 迅速審査

JCOG1016‐B JCOG‐バイオバンクジャパン連携バイオバンク
JCOG1016登録患者の凍結組織・血液バンキング実施計画書 脳神経外科 H28.2.12 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 H28.2.12 迅速審査

病理診断、剖検診断残余材料の教育用資料としての利用について 病理・細胞診断科 H28.2.22 迅速審査

全国肺癌登録合同委員会全国肺癌登録調査：2010年肺癌切除症例に対
する登録研究

呼吸器外科 H28.2.23 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 
ver2.0)

婦人科 H28.3.8 迅速審査

EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対するアファチニブ療法時の
シスチン・テアニン併用における粘膜・消化器毒性評価と血中グルタチオ
ン濃度測定の研究

呼吸器内科 H28.3.28 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 H28.3.29 迅速審査

手法による液状細胞診染色性の違いの検討 病理・細胞診断科 H28.3.31 迅速審査

下咽頭表在癌に対するER後の咽喉頭壊死を生じるリスク因子の解析 耳鼻咽喉科 H28.3.31 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，ver5.0)

婦人科 H28.3.31 迅速審査

全ゲノムあるいは全エクソン解析による家族性腫瘍原因遺伝子の同定
           研究所疾             

患分子遺伝学部門
H28.3.31 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 H28.3.31 迅速審査

過去20年間における下咽頭癌の病期内訳と予後の変化 耳鼻咽喉科 H28.3.31 迅速審査


