
平成29年度　実施状況報告

研究番号 所属 研究区分 課題名 研究状況 最終研究終期

535 内科
医療介入を伴
う研究

切除不能悪性中下部胆管狭窄に対するuncovered metallic
stentとcovered metallic stent挿入における有用性と安全
性に関する多施設共同前向き無作為比較試験

継続 H30.5.5

584 内科 疫学研究 類上皮血管内皮腫の実態調査 終了 H30.5.5

591 内科
医療介入を伴
う研究

消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌(NEC)を
対象としてエトポシド/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(JCOG1213)

継続 H30.5.5

600 内科
医療介入を伴
う研究

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(JCOG1113)

終了 H30.5.5

601 内科
試料等を用い
る観察研究

「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(JCOG1113)」の附随研究

化学療法を施行した進行胆道癌における薬剤感受性予測因子
に関する研究(JCOG1113-A1)

終了 H30.5.5

602 内科
試料等を用い
る観察研究

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(JCOG1113)
ーバイオバンクプロジェクト参加

終了 H30.5.5

638 内科
医療介入を伴
う研究

膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有する、
または、乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの既往歴を有す
る、遠隔転移を伴う膵癌を対象としたゲムシタビン/オキサ
リプラチン療法（GEMOX療法）の多施設共同第II相試験

終了 H30.5.5

648 内科
医療介入を伴
う研究

プラチナ製剤不耐あるいは不応の膵原発の切除不能神経内分
泌癌（NEC）患者を対象としたエベロリムス療法の第Ⅱ相試
験（NECTOR）

終了 H30.5.5

690 内科
試料等を用い
る観察研究

膵癌・乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの家族歴を有する、
または、乳癌・卵巣癌・前立腺癌いずれかの既往歴を有す
る、遠隔転移を伴う膵癌を対象としたゲムシタビン/オキサ
リプラチン療法（GEMOX療法）の多施設共同第II相試験
（FABRIC study）附随研究
家族歴を有する膵癌患者における生殖細胞系列変異に関する
研究

終了 H30.5.5

698 内科
医療介入を伴
う研究

局所進行膵癌を対象としたmodified FOLFRINOX療法とゲムシ
タビン＋ナブ　パクリタキセル併用療法のランダム化第Ⅱ相
試験(JCOG1407)

継続 H30.5.5

748 内科
試料等を用い
る観察研究

局所進行膵癌を対象としたmodified FOLFIRINOX療法とゲム
シタビン+ナブパクリタキセル併用療法のランダム化第II相
試験（JCOG1407）におけるJCOG-バイオバンク・ジャパン連
携バイオバンク

継続 H30.5.5

800 内科
試料等を用い
る観察研究

内視鏡的胆管内自己拡張型金属ステント留置後の内視鏡的抜
去試行例についての多施設共同後方視的症例集積研究

継続 H30.5.5

811 内科 その他
食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するステロイド併用EBD及
びステロイド併用RICのランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験
(JCOG1207)

継続 H30.4.21

812 内科 その他
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ド内服療法およびステロイド局注療法の
ランダム化比較第III相試験（JCOG1217）

継続 H30.4.21
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815 内科
JCOG1604：臨床病期IA食道癌の深達度診断における超音波内
視鏡の有用性に関する非ランダム化検証的試験

継続 H30.4.21

837 内科 その他
当院におけるヘリコバクター・ピロリ除菌後胃癌に対する検
討

継続 H30.4.6

348 内科
医療介入を伴
う研究

肺癌に対する高度催吐性化学療法時の悪心・嘔吐における
Palonosetron、
Aprepitant、Dexamethazone三剤併用制吐療法の有効性に関
する調査検討

終了 H30.5.7

350 内科
医療介入を伴
う研究

上皮成長因子受容体遺伝子変異が陰性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

継続 H30.5.7

357 内科
医療介入を伴
う研究

JOCG1011：限局型小細胞肺癌に対するエトポシド＋シスプラ
チン＋加速過分割胸部放射線同時併用療法に引き続くCODE療
法とアムルビシン＋シスプラチン療法のランダム化第２相試
験

終了 H30.5.7

374 内科
医療介入を伴
う研究

根治放射線照射可能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するシスプラチン
＋TS-1＋TRT併用療法とシスプラチン＋ドセタキセル＋TRT併
用療法とのランダム化第Ⅱ相試験

終了 H30.5.7

381 内科
医療介入を伴
う研究

低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価の
ための個人単位ランダム化比較試験

継続 H30.5.7

443 内科
医療介入を伴
う研究

Performance status 2の非扁平上皮癌肺癌患者に対するペメ
トレキセド/ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験

継続 H30.5.7

481 内科
医療介入を伴
う研究

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ド+シスプラチン療法のランダ
ム化比較試験(JCOG1205/JCOG1206)

継続 H30.5.7

487 内科
医療介入を伴
う研究

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(WJOG7512L)

継続 H30.5.7

502 内科
医療介入を伴
う研究

EGFR遺伝子変異陰性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するシ
スプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法後の維持
療法としてペメトレキセドとペメトレキセド＋ベバシズマブ
を比較するランダム化第Ⅱ相試験(TORG1321)

継続 H30.5.7

503 内科
医療介入を伴
う研究

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
（JCOG1210/WJOG7813L）

継続 H30.5.7

525 内科
医療介入を伴
う研究

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（JCOG1201）

継続 H30.5.7

539 内科
医療介入を伴
う研究

高齢者進行肺扁平上皮癌に対するカルボプラチン、アブラキ
サン併用化学療法の第1/2相試験(TORG1322)

継続 H30.5.9

579 内科
医療介入を伴
う研究

Frailty を有するEGFR 遺伝子変異陽性再発・進行非小細胞
肺がんに対する低用量erlotinib の第II 相試験
（TORG1425）

終了 H30.5.7

589 内科
医療介入を伴
う研究

EGFR遺伝子変異陽性肺癌を対象とした、EGFR-TKI耐性後シス
プラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ＋EGFR-TKI４剤併
用化学療法の忍容性と有効性の検討 -第2相試験-
(NLCTG1301)

中止 H30.5.7

612 内科
医療介入を伴
う研究

アファチニブ投与に伴う副作用に対する予防投与の有効性の
検討（NLCTG 1401）

終了 H30.5.7

625 内科
医療介入を伴
う研究

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（J-
AXEL)

継続 H30.5.7
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640 内科
医療介入を伴
う研究

未治療進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌を対象としたカ
ルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマブ併用療法とシ
スプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法のラン
ダム化第II相臨床試験
（CLEAR study）

終了 H30.5.7

658 内科
医療介入を伴
う研究

JCOG1404/WJOG8214L：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

継続 H30.5.7

685 内科
医療介入を伴
う研究

T790M変異以外の機序にてEpidermal growth factor
receptor-tyrosine kinase inhibitor（EGFR-TKI）に耐性化
したEGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対する
ニボルマブとカルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法を比
較する第Ⅱ相臨床試験（WJOG8515L）

継続 H30.5.7

701 内科
医療介入を伴
う研究

高齢者進行非小細胞肺がん/膵がんに対する早期栄養・運動
介入の安全性・忍容性試験

終了 H30.5.7

720 内科
試料等を用い
る観察研究

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対象とした前向き
観察研究
All Nippon AF In Elderly Registry
-ANAFIE Registry-

終了 H30.4.13

749 内科
試料等を用い
る観察研究

慢性心不全患者における要介護発生率と関連因子の検討
-新潟 地域コホート研究-

継続 H30.4.13

283 外科
医療介入を伴
う研究

臨床病期Ⅱ/Ⅲ(T4を除く) 食道癌に対する根治的化学放射線
療法+/-救済治療の第Ⅱ相試験 継続 H30.4.10

315 外科
医療介入を伴
う研究

A phase II trial of neoadjuvant imatinib for large
gastric GIST in japan and Korea
(大型の胃GISTに対する術前イマチニブ療法の日韓共同第II
相試験)

継続 H30.4.10

447 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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）

継続 H30.4.10

514 消化器外科 疫学研究
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－バイオバン
クプロジェクト参加

継続 H30.4.10

557 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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 ドセタキセル+CF）療法のランダ
ム化第Ⅲ相比較試験（JCOG1314）

継続 H30.4.10

558 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

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 ドセタキセル+CF）療法のランダ
ム化第III相比較試験－バイオバンクプロジェクト参加

継続 H30.4.10

559 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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 エトポシド/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
（JCOG1213）-食道がんグループ-

継続 H30.4.10

594 消化器外科
医療介入を伴
う研究

根治切除後胆道癌に対する術後補助化学療法としてのS-1療
法の第Ⅲ相試験(JCOG1202)

継続 H30.4.6

595 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

根治切除後胆道癌に対する術後補助化学療法としてのS-1療
法の第Ⅲ相試験付随研究（JCOG1202）
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク実施計画

継続 H30.4.6

610 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

臨床病期Ⅰ(clinical-T1N0M0)食道癌における予後予測およ
び治療効果予測因子の研究（JCOG0502付随研究）

継続 H30.4.10

619 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

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(JCOG1409)を対象とし
たJCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク(Ver.2.0)

継続 H30.4.10
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620 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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(JCOG1409)

継続 H30.4.10

629 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

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

継続 H30.4.6

630 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

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

継続 H30.4.6

631 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫揚患者の血性ク
ロモグラニンA・NSEに関する研究
(PROP-UP Study付随研究）

継続 H30.4.6

651 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

膵神経内分泌癌及び膵Mixed adenoneuroendocrine
carcinoma における遺伝子異常の網羅的解析

終了 H30.3.31

691 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

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～

継続 H30.4.6

695 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

固形癌（胃癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌）患者における網
羅的遺伝子解析と薬物治療の最適化に関する研究

継続 H30.4.10

727 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

JCOG1202「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」 の附随研究
胆道癌の術後補助療法における薬剤感受性予測因子に関する
探索的研究

継続 H30.4.6

751 消化器外科
医療介入を伴
う研究

T3/T4aもしくはリンパ節転移を有する食道胃接合部腺癌に対
する術前S-1+Oxaliplatin併用療法の第Ⅱ相臨床試験

継続 H30.4.10

755 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

高齢（65歳以上）の切除可能胸部食道扁平上皮がんに対する
治療成績に関する後ろ向き多施設共同観察研究

継続 H30.4.10

756 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

胆囊管癌の臨床病理学的特徴と手術成績の解明 継続 H30.4.6

757 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

膵全摘術後のQOLの評価と治療成績 継続 H30.4.6

758 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

再発膵癌に対する外科的切除の意義 継続 H30.4.6

759 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

再発胆道癌治療における外科切除の意義 継続 H30.4.6

768 消化器外科 その他
固形癌における次世代シークエンサーを用いた遺伝子検査と
ゲノム解析データベース構築に関する研究

継続 H30.4.10

814 消化器外科
医療介入を伴
う研究

切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根治的化学放
射線療法と導入Docetaxel+CDDP+5-FU 療法後のConversion
Surgery を比較するランダム化第III 相試験

継続 H30.4.10

817 消化器外科 その他 切除可能胆道癌に対する術前MDCT診断の妥当性に関する研究 継続 H30.4.6

823 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

高齢（70歳以上）の切除可能病期胸部食道扁平上皮がん患者
に対する高齢者アセスメントツールの前向き観察研究 継続 H30.4.10

829 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

術後再発食道扁平上皮癌のリンパ節転移巣、遠隔転移巣に対
する外科的切除の意義に関する全国実態調査

継続 H30.4.10

835 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク
ver.2.0（本体研究　中央一括審査対応）【JCOG1510】

継続 H30.4.10

352 外科
医療介入を伴
う研究

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（JCOG1009/JCOG1010）

継続 H30.7.6
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411 外科
医療介入を伴
う研究

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)療法の
ランダム化比較第Ⅲ相試験(JCOG1013)

終了 H30.7.6

459 消化器外科
医療介入を伴
う研究

腹膜播種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
(CY-Phoenix(POCY1)）

終了 H30.7.6

465 消化器外科 疫学研究
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

終了 H30.7.6

479 消化器外科
医療介入を伴
う研究

StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての
TS-1＋Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験(JCOG1104)

終了 H30.7.6

484 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

狭窄症を伴う初発治癒切除不能進行胃癌により経口摂取が不
可能になった症例に対するsurgical interventionの意義と
適応に関する QOL scoreを使用した前向きコホート研究

終了 H30.7.6

496 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1 術後補助化学療法の
予後予測因子および副作用発現の危険因子についての探索的
研究 JACCRO GC-07 AR

継続 H30.7.6

515 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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（ＳＯＸ＋Ｉ
Ｐ　ＰＴＸ）先進医療

終了 H30.7.6

519 消化器外科 疫学研究

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)療法の
ランダム化比較第Ⅲ相試験－バイオバンクプロジェクト参加
(JCOG1013、付随)

終了 H30.7.6

524 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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（GAPS study）先進医療

終了 H30.7.6

534 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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

継続 H30.7.6

551 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

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ド/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
（JCOG1213）－JCOGバイオバンクプロジェクト参加ー

継続 H30.7.6

553 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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 エトポシド/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
（JCOG1213）

継続 H30.7.6

580 消化器外科
医療介入を伴
う研究

高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道接合部腺癌に対
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（JCOG1301）-先進医療

継続 H30.7.6

581 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道接合部腺癌に対
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（JCOG1301）
―バイオバンクプロジェクト参加（ver.2.2）－

継続 H30.7.6

587 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

臨床病期I期胃癌に対する幽門保存胃切除と幽門側胃切除の
比較

終了 H30.7.6

593 消化器外科
医療介入を伴
う研究

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
(XP+IP DOC)-先進医療-

終了 H30.7.6

603 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

GAPS試験における腹腔洗浄液中CEA mRNA定量値の臨床的意義
に関する研究（多施設前向き研究）

終了 H30.7.6

672 消化器外科
医療介入を伴
う研究

経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例に対するmFOLFOX6＋パ
クリタキセル腹腔内投与併用療法の探索的臨床試験
（FOLFOX+IP PTX）先進医療

継続 H30.7.6
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711 消化器外科
医療介入を伴
う研究

局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学
療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第
III相試験（JCOG1509）

継続 H30.7.6

712 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学
療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第
III相試験（JCOG1509）
－JCOGバイオバンクプロジェクト参加―

継続 H30.7.6

715 消化器外科
医療介入を伴
う研究

腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対する
S-1＋パクリタキセル経静脈・腹腔内併用療法の臨床研究
(PR-PHOENIX)-患者申出療養-

継続 H30.7.6

721 消化器外科
医療介入を伴
う研究

化学療法未治療の高齢者進行・再発胃癌に対する
CapeOX療法の第II相臨床試験

継続 H30.7.6

725 消化器外科
医療介入を伴
う研究

JCOG1507 病理学的StageⅡ/Ⅲで”vulnerable”な80歳以上
の高齢者胃癌に対する開始量を減量したS-1術後補助化学療
法に関するランダムか比較第Ⅲ相試験

継続 H30.7.6

737 消化器外科
医療介入を伴
う研究

Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋
Irinotecan併用療法のインターグループランダム化第III相
試験（RINDBeRG） (ver. 2.0)

継続 H30.7.6

738 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研
究 Cancer-VTE Registry

継続 H30.7.6

746 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

JCOG1507：病理学的Stage II/IIIで“vulnerable”な80歳以
上の高齢者胃癌に対する開始量を減量したS-1術後補助化学
療法に関するランダム化比較第III相試験実施計画書ver1.0
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク実施計画書
ver.2.0（JCOG1507の付随）

継続 H30.7.6

750 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

深達度SS/SE 胃癌患者における遺伝子変異の臨床的有用性を
評価する大規模バイオマーカー研究実施計画書ver. 1.0
（JCOG1001A1）

継続 H30.7.6

760 消化器外科
医療介入を伴
う研究

腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋パクリタ
キセル腹腔内投与併用療法の第II相臨床試験　SP+IP PTX
（先進医療）

継続 H30.7.6

780 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態調査 終了 H30.7.6

781 消化器外科
医療介入を伴
う研究

胃がん治癒切除後の大量腹腔内洗浄に関する国際第III相比
較臨床試験

継続 H30.7.6

842 消化器外科
医療介入を伴
う研究

切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマー
カー探索を含めた観察研究（DELIVER試験）: JACCRO GC-08
-An observational study to discover novel biomarkers
for nivolumab in patients with advanced gastric cancer
-

継続 H30.7.6

844 消化器外科
試料等を用い
る観察研究

「StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法として
のTS-1＋Docetaxel 併用療法とTS-1 単独療法のランダム化
比較第Ⅲ相試験（JACCRO GC-07（START-2））」におけるバ
イオマーカー研究 JACCRO GC-07AR2

継続 H30.7.6

785 消化器外科 その他
「下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義」研究登録症
例における追加調査

終了 H30.7.9

804 消化器外科 その他
「線維性癌間質」の大腸癌治癒切除後の予後予測指標として
の意義に関するアンケート調査

継続 H30.7.9

239 呼吸器外科
医療介入を伴
う研究

肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する肺葉切除と縮小手術(区
域切除)の第Ⅲ相試験（JCOG0802 / WJOG4607L）

継続 H30.3.31

396 呼吸器外科
医療介入を伴
う研究

完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド＋
シスプラチン併用療法とビノレルビン＋シスプラチン併用療
法のランダム化比較第Ⅲ相試験（ＪＩＰＡＮＧ）

継続 H30.3.31

507 呼吸器外科
医療介入を伴
う研究

胸部薄切CT所見に基づくすりガラス影優位のcT1NO肺癌に対
する区域切除の非ランダム化検証的試験(JCOG1211)

継続 H30.3.31
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528 呼吸器外科
医療介入を伴
う研究

低肺機能肺癌手術患者における
Tiotropium吸入の効果に関する探索的臨床試験

継続 H30.3.31

627 呼吸器外科
試料等を用い
る観察研究

完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+
シスプラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療
法のランダム化比較第Ⅲ相試験（JIPANG試験）における付随
バイオマーカー研究

継続 H30.3.31

731 呼吸器外科
医療介入を伴
う研究

JCOG1413臨床病期Ⅰ/Ⅱ期非小細胞肺癌に対する選択的リン
パ節郭清の治療的意義に関するランダム化比較試験

継続 H30.4.19

839 呼吸器外科
試料等を用い
る観察研究

肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多
施設共同後ろ向き臨床研究

継続 H30.4.19

249 外科
医療介入を伴
う研究

手術可能なHER2陽性乳がんに対する
Trastuzumab+Cyclophosphamide+Docetaxelを含む術前化学療
法のランダム化第II相比較試験

終了 H30.7.6

252 外科
医療介入を伴
う研究

ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の原発乳がんに対するドセ
タキセル/シクロホスファミド(TC)療法、5-フルオロウラシ
ル/エピルビシンシクロホスファミド(FEC)-TC療法、TC-FEC
療法による術前化学療法のラングム化試験

終了 H30.7.6

272 外科
医療介入を伴
う研究

ホルモン受容体陽性リンパ節転移陽性初期乳がんの閉経後女
性における4～6年のアジュバント内分泌療法後のレトロゾー
ルの継続投与と間欠投与の役割を比較評価する第III相試験
－レトロゾール長期投与試験(SOLE試験)－

継続 H30.7.6

319 外科
医療介入を伴
う研究

閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前Exemestane(EXE)療
法とEXE療法効果不十分例に対するEXE＋低用量CPA併用療法
有用性確認試験

継続 H30.7.6

320 外科
医療介入を伴
う研究

閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前Exemestane(EXE)療
法とEXE療法効果不十分例に対するEXE＋TC療法併用療法有用
性確認試験

継続 H30.7.6

402 外科
医療介入を伴
う研究

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
ランダム化比較第Ⅲ相試験（POTENT）

継続 H30.7.6

410 外科
試料等を用い
る観察研究

乳癌における薬剤治療効果等を予測するタンパク質に関する
研究　ER　陽性　HER2　陰性乳癌の術前化学療法

中止 H30.7.6

424 外科 疫学研究
術前トラスツズマブ＋細胞障害性抗癌薬の併用療法後に病理
組織学的完全奏功（乳房）の得られた症例の予後に関する調
査研究（JBCRG-C03）

終了 H30.7.6

480 乳腺外科
試料等を用い
る観察研究

HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズ
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（JBCRG-C05）

終了 H30.7.6

482 乳腺外科 疫学研究

臨床試験（エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-
1術後療法ランダム化比較第Ⅲ相試験(POTENT)）における
学習型意思決定支援アプリケーションの効果の検証
（POTENT付随研究）

終了 H30.7.6

490 乳腺外科 疫学研究
OSNA®法によるリンパ節転移診断を実施した乳癌患者の症例
登録事業

継続 H30.7.6

501 乳腺外科 疫学研究 OncotypeDXについての使用経験調査 終了 H30.7.6

722 乳腺外科
試料等を用い
る観察研究

ER陰性HER2陽性乳癌の trastuzumab を含む術前薬物療法症
例における basal marker の治療効果予測因子としての有用
性に関する研究

終了 H30.7.6

764 乳腺外科
試料等を用い
る観察研究

Stage I～ⅢA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定
研究（N･SAS-BC 01/CUBC測定研究）

終了 H30.7.6

777 乳腺外科
試料等を用い
る観察研究

BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 継続 H30.7.6
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793 乳腺外科
医療介入を伴
う研究

早期乳癌へのラジオ波熱焼灼療法の有効性の検証と
標準化に向けた多施設共同研究
Radiofrequency ablation therapy for early breast
cancer as local therapy (RAFAELO study)先進医療

終了 H30.7.6

813 乳腺外科
試料等を用い
る観察研究

The second FACO project OLIGO-BC1
希少転移乳癌の局所及び全身療法に関する国際共同後向きコ
ホート研究

終了 H30.7.6

2 整形外科 疫学研究
骨軟部腫瘍患者の腫瘍細胞および末梢血における遺伝子発現
パターン

継続 H30.4.10

46 整形外科
医療介入を伴
う研究

高悪性度非円型細胞軟部肉腫に対するｱﾄﾞﾘｱｼﾝ、ｲｵﾏｲﾄﾞによ
る術前術後補助化学療法

継続 H30.4.10

86 整形外科 疫学研究 全国骨・軟部腫瘍登録 継続 H30.4.10

259 整形外科
医療介入を伴
う研究

JCOG0905
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

継続 H30.4.10

298 整形外科
試料等を用い
る観察研究

リウマチ性疾患の病態と治療に関する研究 終了 H30.7.1

333 整形外科
試料等を用い
る観察研究

骨軟部腫瘍の臨床像と治療成績 継続 H30.4.10

388 整形外科 疫学研究

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の附随研究「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」

継続 H30.4.10

423 整形外科
試料等を用い
る観察研究

転移性脊椎腫瘍の予後因子に関する研究 終了 H30.7.1

513 整形外科 疫学研究

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
（JCOG0304「高悪性度非円形細胞軟部肉腫に対する
Ifosfamide、Adriamycin による術前術後補助化学療法の第
II 相臨床試験」の附随研究）

継続 H30.4.10

532 整形外科
医療介入を伴
う研究

JCOG1306　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

継続 H30.4.10

586 整形外科 疫学研究
骨軟部腫瘍における変異型イソクエン酸デヒドロゲナーゼの
発現解析

終了 H30.4.10

596 整形外科
試料等を用い
る観察研究

転移性脊椎腫瘍に対する手術治療と放射線治療の有効性効の
比較　–前向き観察研究による検討 -

終了 H30.4.10

824 整形外科 その他
JCOG:病巣掻爬可能骨巨細胞腫に対する術前デノスマブ療法
のランダム化第Ⅲ相試験

継続 H30.4.10

828 整形外科
試料等を用い
る観察研究

JCOGーバイオバンク・ジャパン連携バイオバンクver.2.0
（本体研究　中央一括審査対応）（JCOG1610）

継続 H30.4.10

105 泌尿器科
試料等を用い
る観察研究

限局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

継続 H30.4.9

245 泌尿器科
医療介入を伴
う研究

早期前立腺がんに対するPSA監視療法:国際共同比較研究 継続 H30.4.24

385 泌尿器科
医療介入を伴
う研究

High grade T1膀胱癌のsecond TUR後TO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

継続 H30.4.24
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474 泌尿器科 疫学研究

早期前立腺癌に対するPSA監視療法における[-2]proPSAの有
用性の検討-Prostate Cancer Research International:
Active Surveillance (PRIAS)での国際共同比較-（PRIAS-
JAPAN付随研究 ）

継続 H30.4.24

671 泌尿器科
試料等を用い
る観察研究

前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過
に関する実態調査研究

継続 H30.4.24

742 泌尿器科
医療介入を伴
う研究

上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における 術直後単回ピラ
ルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第 III 相試験 
（JCOG1403）

継続 H30.4.24

29 小児科
医療介入を伴
う研究

小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後
期第Ⅱ相臨床試験

継続 H30.5.21

273 小児科
医療介入を伴
う研究

臨床試験不参加の神経芽腫患者の中央診断によるリスク判定
および臨床情報集積と腫瘍検体保存に関する研究

継続 H30.5.21

328 小児科
試料等を用い
る観察研究

日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児
血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的疫学研究

継続 H27.4.30

334 小児科
医療介入を伴
う研究

ＩＤＲＦ（Image Defined Risk Factors）に基づく手術適応
時期の決定と，段階的に強度を高める化学療法による，神経
芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験

継続 H30.5.21

344 小児科
医療介入を伴
う研究

乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療
の有効性に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験

継続 H30.5.21

360 小児科 疫学研究 小児固形腫瘍観察研究 継続 H30.5.21

394 小児科
試料等を用い
る観察研究

一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する多施設共同観察研究 継続 H30.5.21

395 小児科
医療介入を伴
う研究

若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用Bu+Flu+L-PAM
前処置法による同種造血幹細胞移植第Ⅱ相臨床試験（JMML-
11)

継続 H30.5.21

397 小児科
医療介入を伴
う研究

小児および若年成人にあける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

継続 H30.5.21

425 小児科
医療介入を伴
う研究

小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別
臨床研究実施計画書

継続 H30.5.21

426 小児科
試料等を用い
る観察研究

J-ＨIS「第Ⅷ、第Ⅸ因子製剤のインヒビター発生要因に関す
る研究」－第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、サイトカイン遺伝子異常に
関する研究ー

継続 H30.5.21

445 小児科
医療介入を伴
う研究

小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第
Ⅱおよび第Ⅲ相臨床試験

継続 H30.5.21

457 小児科
医療介入を伴
う研究

初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施設共
同臨床第Ⅱ相試験（JPLT3-S、JPLT3-I）

継続 H30.5.21

462 小児科 疫学研究 小児T細胞性急性リンパ性白血病患児のQOLアンケート調査 継続 H27.4.30

510 小児科
試料等を用い
る観察研究

小児急性リンパ性白血病標準リスク群の治療による認知発達
への影響について

継続 H29.4.26

517 小児科
医療介入を伴
う研究

小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
(Ph+ALL)に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第
Ⅱ相臨床試験　ALL-Ph13

継続 H30.5.21

538 小児科
医療介入を伴
う研究

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけ
る
タラビン投与法についてランダム化比較検討、
および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する
多施設共同シームレス第II-III相（AML-12）

継続 H30.5.21
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550 小児科
医療介入を伴
う研究

重症および最重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸腺
細胞グロブリン(サイモグロブリン®)前方視的ランダム化用
量比較多施設共同研究

継続 H30.5.21

576 小児科
医療介入を伴
う研究

小児急性前骨髄急性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試
験　 AML-P13

継続 H30.5.21

599 小児科
医療介入を伴
う研究

高リスク肝芽腫に対するDose-dense cisplatin療法と外科療
法の安全性を評価する多施設共同臨床試験（JPLT3-H）

継続 H30.5.21

604 小児科
医療介入を伴
う研究

再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageⅢ/Ⅳに対する
DexICE治療の有効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相
臨床試験（ALB-R13）

継続 H30.5.21

609 小児科
医療介入を伴
う研究

再発骨肉腫に対するゲムシタビン＋ドセタキセル(GD)とテモ
ゾロミド＋エトポシド(TE)のランダム化第Ⅱ相試験

継続 H30.5.21

633 小児科
医療介入を伴
う研究

分子遺伝学的完全寛解を達成した小児慢性骨髄性白血病に対
するチロシンキナーゼ阻害薬中止試験（STKI-14）

継続 H30.5.21

639 小児科 その他
球脊髄性筋萎縮症（Spinal and Bulbar Muscular 
Atrophy:SBMA）原因遺伝子変異の有無の検索

継続 H30.5.21

645 小児科
医療介入を伴
う研究

再発小児・AYA(Adolescent and Young Adult)世代固形腫瘍
に対するイリノテカン＋ゲムシタビン(IG)の第Ⅰ/Ⅱ相試験

継続 H30.5.21

650 小児科
試料等を用い
る観察研究

小児血液・腫瘍疾患の発症と治療経過に関する体細胞系列お
よび生殖細胞系列の遺伝子変異の検出

継続 H30.5.21

676 小児科
医療介入を伴
う研究

限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用治
療期間短縮VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験
（JESS14）

継続 H30.5.21

677 小児科
医療介入を伴
う研究

小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET 検査による初期治療
反応性判定を用いた治療法の効果を確認する第II 相試験　
（HL-14）

継続 H30.5.21

678 小児科
試料等を用い
る観察研究

再発および寛解導入不能小児ALL に対する前方視的観察研究
および再発および寛解導入不能小児ALL 試料を用いた基礎研
究（ALL-R14）

継続 H30.5.21

681 小児科
医療介入を伴
う研究

小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB
化学療法の安全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨
床試験（B-NHL-14）

継続 H30.5.21

682 小児科
医療介入を伴
う研究

標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の
予後因子探索を主目的とした多施設共同試験（ALB-NHL-14）

継続 H30.5.21

683 小児科
医療介入を伴
う研究

高リスク神経芽腫に対するICE 療法を含む寛解導入療法と
BU+LPAM による大量化学療法を用いた遅延局所療法　第Ⅱ相
臨床試験 （JNBSG JN-H-15）

継続 H30.5.21

706 小児科
医療介入を伴
う研究

横紋筋肉腫低リスク A 群患者に対する VAC1.2（ビンクリス
チン、アクチノマイシン D、シクロホスファミド 1.2 
g/m2）/ VA 療法の有効性及び安全性の評価　　 第 II 相臨
床試験 (JRS-Ⅱ[A])

継続 H30.5.21

707 小児科
医療介入を伴
う研究

横紋筋肉腫低リスク B群患者に対する VAC1.2（ビンクリス
チン、アクチノマイシン D、シクロホスファミド 1.2 
g/m2）/VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性
及び安全性の評価 第 II 相臨床試験
(JRS-ⅡB)

継続 H30.5.21

713 小児科
試料等を用い
る観察研究

初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 継続 H30.5.21
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718 小児科
医療介入を伴
う研究

横紋筋肉腫高リスク群患者に対するⅥ（ビンクリスチン、イ
リノテカン）/VPC（ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロ
ホスファミド）/IE（イホスファミド、エトポシド）/VAC
（ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミ
ド）療法の有効性及び安全性の評価　第Ⅱ相臨床試験
(JRSII-HR)

継続 H30.5.21

741 小児科
試料等を用い
る観察研究

20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究 継続 H30.5.21

608 頭頸部外科
試料等を用い
る観察研究

栄養サポートチーム（NST）介入による頭頸部癌化学放射線
療法中の栄養状態の変化についての研究

終了 H30.6.21

568 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

メラノーマ患者に対するPD-1阻害薬の免疫学的作用を検討す
る多施設共同臨床研究

終了 H30.5.14

616 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

JCOG　1309　病理病期Ⅱ期およびⅢ気皮膚悪性黒色腫に対す
るインタフェロンβ局所注射による術後補助療法のランダム
化比較第Ⅲ相試験―バイオバンクプロジェクト参加
（ver.2.0）―

継続 H30.5.14

617 皮膚科
医療介入を伴
う研究

JCOG　1309　病理病期Ⅱ期およびⅢ気皮膚悪性黒色腫に対す
るインタフェロンβ局所注射による術後補助療法のランダム
化比較第Ⅲ相試験

継続 H30.5.14

621 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

メラノーマ患者に対するＢＲＡＦ阻害剤の免疫学的作用を検
討する多施設共同臨床研究

終了 H30.5.14

643 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

血管肉腫における腫瘍内浸潤免疫担当細胞の検討 終了 H30.5.14

647 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観
察研究（CREATIVE）

継続 H30.5.14

700 皮膚科
医療介入を伴
う研究

EGFR阻害剤による顔面の痤瘡様皮膚炎に対するステロイド外
用薬治療に関するランダム化比較第Ⅲ相試験(NCCH-1512)

継続 H30.5.14

732 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

本邦におけるメルケル細胞癌の発症、病期、治療、予後に関
する疫学調査

継続 H30.5.14

739 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

JGOG 子宮頸がん研究「本邦における外陰膣悪性黒色腫につ
いての調査研究（JGOG1078S）」

終了 H30.5.14

772 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

皮膚悪性黒色腫の臨床統計調査 継続 H30.5.14

773 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

進行期皮膚有棘細胞癌に対する化学療法の効果と予後に関す
る後方視的検討

継続 H30.5.14

786 皮膚科
医療介入を伴
う研究

JCOG1602:爪部悪性黒色腫に対する指趾骨温存切除の非ラン
ダム化検証的試験

継続 H30.5.14

809 皮膚科
試料等を用い
る観察研究

黒性黒色腫における発症関連タンパク質及び治療効果予測因
子の解析

継続 H30.5.14

833 皮膚科
医療介入を伴
う研究

JCOG1605　パクリタキセル既治療原発性皮膚血管肉腫に対す
るパゾパニブ療法の非ランダム化検証的試験

継続 H30.5.14

505 脳神経外科 疫学研究
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-

継続 H29.4.10

826 脳神経外科
試料等を用い
る観察研究

一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業
（Japan Neurosurgical Database：JND）

継続 H30.4.24

311 婦人科
医療介入を伴
う研究

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週毎点滴静注投与と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

継続 H30.4.25
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427 婦人科 疫学研究
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

継続 H30.4.25

472 婦人科
医療介入を伴
う研究

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
(JG0G3020)

継続 H30.4.25

473 婦人科
医療介入を伴
う研究

腫瘍径2cm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）

継続 H30.4.25

493 婦人科
医療介入を伴
う研究

プラチナ抵抗性再発卵巣がんに対するノギテカン塩酸塩とゲ
ムシタビン塩酸塩の有効性・安全性を検証する無作為化第Ⅱ
相試験

終了 H30.4.25

527 婦人科
医療介入を伴
う研究

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)

継続 H30.4.25

529 婦人科
医療介入を伴
う研究

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（JCOG1203）

継続 H30.4.25

653 婦人科
医療介入を伴
う研究

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）

継続 H29.6.5

655 婦人科 その他
BRCA1/2遺伝子検査を用いた遺伝性乳がん・卵巣がん症候群
の診断と個別医療の実施

継続 H30.4.25

656 婦人科
医療介入を伴
う研究

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（JCOG1311）

継続 H30.4.25

688 婦人科
試料等を用い
る観察研究

頸管粘液中の胃型ムチンを検出する「シカHIK胃型ムチン」
キットによる胃型腺癌の術前診断に関する研究

終了 H30.4.25

689 婦人科
試料等を用い
る観察研究

日本産科婦人科学会腫瘍委員会「子宮頸部円錐切除術の実態
調査」

終了 H30.4.25

730 婦人科
試料等を用い
る観察研究

子宮内膜間質肉腫の組織型別予後と治療法に関する調査研究 継続 H30.4.25

740 婦人科
医療介入を伴
う研究

JCOG1412:リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍
大動脈リンパ節郭清のり治療的意義に関するランダム化第Ⅲ
相試験

継続 H30.4.25

744 婦人科
医療介入を伴
う研究

子宮癌肉腫に対する dose-dense TC 療法と triweekly
TC 療法による術後補助化学療法、再発後化学療法を比較す
るランダム化第 II/III 相比較試験（ JGOG2047 試験）

継続 H29.6.5

770 婦人科
医療介入を伴
う研究

進行・再発子宮頚癌に対する
Paclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab併用療法の有効性に関
する第II相試験（JGOG1079）

継続 H30.4.25

791 婦人科 その他
卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義
を明らかにする前向き観察研究

継続 H30.4.25

827 婦人科 その他 院内腫瘍登録からみる30年間の卵巣癌の臨床統計の推移 終了 H30.4.25

488
放射線診断
科

疫学研究 日本IVR学会における症例登録データベース事業 継続 H30.4.5

624
放射線診断
科

その他
全肺薄層CT上の限局性肺野すりガラス結節(GGN)経過の遡及
的検討

継続 H30.6.21

660
放射線診断
科

試料等を用い
る観察研究

TSU-68臨床第III相試験終了後の観察研究(JIVROSG-1501) 継続 H30.4.5
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661
放射線診断
科

医療介入を伴
う研究

肝細胞がんに対する選択的エピルビシン含浸ビーズの肝動脈
化学塞栓療法と選択的エピルビシン/リピオドール/ゼラチン
塞栓剤の肝動脈化学塞栓療法の局所治癒割合に関するランダ
ム化比較試験（JIVRPSG-1302)

継続 H30.4.5

687
放射線診断
科

試料等を用い
る観察研究

肺癌に対する定位放射線治療後のFDG-PET/CT検査おける至適
評価因子の検討

終了 H30.4.23

807
放射線診断
科

試料等を用い
る観察研究

骨シンチ画像解析プログラム開発のための機械学習用データ
提供およびデータベース作成

終了 H30.4.23

441
放射線治療
科

医療介入を伴
う研究

転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を併用した低線量全脳
照射：第Ⅱ相臨床試験

継続 H30.4.16

637
放射線治療
科

試料等を用い
る観察研究

保険適応外臓器に対する体幹部定位放射線治療の観察研究 継続 H30.4.16

692
放射線治療
科

医療介入を伴
う研究

JCOG1408：臨床病期IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発
性肺癌と診断された3 cm以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・
手術拒否例）に対する体幹部定位放射線治療のランダム化比
較試験

継続 H30.4.16

693
放射線治療
科

試料等を用い
る観察研究

JCOG1408：臨床病期IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発
性肺癌と診断された3 cm以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・
手術拒否例）に対する体幹部定位放射線治療のランダム化比
較試験
－JCOGバイオバンクプロジェクト参加―（附随研究）

継続 H30.4.16

774
放射線治療
科

試料等を用い
る観察研究

「T1-2N0M0声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分
割照射法のランダム化比較試験（JCOG0701）」
の附随研究 : 早期声門癌におけるEpCAMと放射線治療の予後
に関する研究について

継続 H29.6.5

821
放射線治療
科

試料等を用い
る観察研究

中枢型I期非小細胞肺癌に対する放射線治療の後ろ向き観察
研究

終了 H30.4.16

825
放射線治療
科

医療介入を伴
う研究

根治切除不能または転移性腎細胞癌に対するNivolumab 併用
SBRTによる非照射病巣の縮小効果増強の有無を検証する多施
設ランダム化第 2 相比較試験

継続 H30.4.16

341 病理部
遺伝子研究
（検体提供の
み）

がん研究（遺伝子解析を含む）のための試料提供 継続 H30.4.17

401 病理部 疫学研究
脂肪腫と高分化脂肪肉腫におけるMDM2、CDK4遺伝子の発現の
検討

継続 H30.4.17

652 病理部
試料等を用い
る観察研究

ヒト各種悪性腫瘍における診断・治療標的関連タンパクの発
現に関する免疫組織化学による基礎的検討

継続 H30.4.17

830 病理部
試料等を用い
る観察研究

非淡明細胞型腎細胞癌における予後因子に関する臨床病理学
的検討

継続 H30.4.17


