
番号 研究課題名 研究期間 研究代表診療科・部門

疫1
進展型小細胞肺癌患者における 化学療法誘発性好
中球減少症と生存期間との関連の検討

2017.4.6～
2020.3.31

薬剤科

疫2
研究の名称：後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制
療法と予後追跡調査：特発性造血障害班赤芽球癆コ
ホート調査（PRCA2016）

2017.4.6～
2027.3.31

血液内科

疫3
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跡調査

2017.4.20～
2018.12.31

消化器外科（大腸）

疫4 洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査
2017.4.27～
2018.6.30

血液内科

疫5
がん特異的遺伝子変異に由来する抗原（ネオアンチ
ゲン）の探索

2017.5.11～
2020.3.31

臨床研究所

疫7
ラムシルマブ・ドセタキセル併用療法におけるG-CSF
一次予防的投与の意義

2017.5.11～
2017.10.15

薬剤科

疫8

【55GC】55遺伝子発現プロファイリングを用いた新規
サブタイプ分類
(55 gene classifier; 55GC)とRASファミリー遺伝子変異
によるStage II
およびStage III 大腸癌の再発予測に関する研究

2017.5.11～
2019.3.31

消化器外科（大腸）

疫9
レシピエントが有する抗HLA抗体の抗原特異性と反
応強度が血縁者間HLA不適合移植、および、非血縁
者間臍帯血移植の生着に与える影響

2017.5.11～
2018.12.31

血液内科

疫10
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向き多施設共同観察
研究

2017.5.11～
2018.12.31

消化器外科（胃食道）

疫11

数学的モデルを用いた大腸がんリンパ節/遠隔転移
進展形式の傾向を探索する研究(Biology of
lymphatic spread in colorectal cancer: potential
insights from mathematical modeling)

2017.5.11～
2019.3.31

消化器外科（大腸）

疫12
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

2017.5.25～
2019.3.31

泌尿器科

疫13
神奈川県立がんセンターにおける前立腺癌に対する
重粒子線治療の初期経験

2017.5.25～
2017.5.31

泌尿器科

疫14
重粒子線治療前後のCT/MRIを用いた容積変化と
FDG-PET/CTでのFDG集積の変化の関係に関する
研究 （骨軟部領域）

2017.6.8～
2018.12.31

放射線診断・IVR科

疫15
重粒子線治療前後のCT/MRIを用いた容積変化と
FDG-PET/CTでのFDG集積の変化の関係に関する
研究（頭頚部領域）

2017.6.8～
2018.12.31

放射線診断・IVR科

疫16
成熟T細胞リンパ腫における組織型、遺伝子型、表現
型の相関に関する臨床病理学的研究

2017.6.8～
2021.3.31

腫瘍内科

疫17
急性白血病・MDSに対するRIST後のGRFSに関する
検討

2017.6.8～
2018.6.30

血液内科

疫18
日本産科婦人科学会データベース登録事業（婦人
科腫瘍登録）

2017.6.8～
2019.12.31

婦人科

疫19
ロンサーフ(TFTD)使用症例の後ろ向き観察(コホート)
研究

2017.6.8～
2019.12.30

消化器外科（大腸）

疫20
骨髄異形成症候群に対する同種造血幹細胞移植に
おける予後予測因子の後方視的検討

2017.6.15～
2019.3.31

血液内科

疫21

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

2017.6.15～
2020.5.26

呼吸器内科

疫22
膵神経内分泌腫瘍に対するストレプトゾシンの安全性
と有効性の検討

2017.6.22～
2018.3.31

消化器内科（肝胆膵）

疫23
漂流する信念に心のレジリエンスをもたらす情報の生
成・提供技術の実現研究

2017.6.22～
2020.3.31

治験管理室
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疫24
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（日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）婦
人科腫瘍グループ共同研究 ）

2017.6.22～
2020.12.31

婦人科

疫25
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ver1.0

2017.6.29～
2024.9.30

消化器内科（肝胆膵）

疫26
神奈川県立がんセンターにおける重粒子線治療患
者を対象とした症例登録研究

2017.6.29～
2027.3.31

放射線治療科

疫27

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象と
したニボルマブの有効性と安全性の検討 ―メディカ
ルチャートレビューによる日本のリアルワールドデータ
の後方視的観察研究―
（EFFICACY AND SAFETY OF NIVOLUMAB IN
UNRESECTABLE AND ADVANCED OR
RECURRENT NON-SMALL CELL LUNG CANCER
(NSCLC) PATIENTS - RETROSPECTIVE STUDY
OF JAPANESE REAL-WORLD DATA THROUGH
CLINICAL CHART REVIEW）

2017.10.26～
2018.12.31

呼吸器内科

疫28
医療施設内結核感染予防のための結核健診受検職
員の継続支援システムの構築－ソフトウエアの初期
設計のための基礎調査－

2017.7.13～
2019.3.31

感染制御室

疫29
膵がん患者に対する栄養指導からみた栄養管理の
課題と対策

2017.7.13～
2017.7.15

栄養管理科

疫30
ジオトリフ対象患者の栄養管理　　-入院から退院、外
来までの切れ目のない栄養指導に向けて-

2017.7.13～
2017.10.15

栄養管理科

疫31
小児重粒子線治療に関する他施設・他職種間の連
携に関する研究

2017.7.13～
2018.3.31

放射線治療技術科

疫32 子宮体がん術後の膣断端細胞診の検討
2017.7.20～
2019.7.31

婦人科

疫33 卵管癌における子宮内膜細胞診の有効性の検討
2017.7.20～
2019.3.31

婦人科

疫34
新規マーカーによる悪性中皮腫の精密・早期診断の
開発

2017.7.20～
2022.3.31

臨床研究所

疫35 全国胃癌学会登録研究計画書（2017年5月改訂版）
2017.7.27～

1回/毎年デー
タを提出

消化器外科（胃食道）

疫36
病院環境の微生物汚染と清掃方法との関連について
の調査検討

2017.7.27～
2018.9.30

感染制御室

疫37
医療機関等における薬剤耐性菌の感染制御に関す
る研究

2017.7.27～
2018年度（研
究終了日）

感染制御室

疫38
神奈川県における喉頭癌声門型T2N0M0症例に対
するS-1併用放射線療法の効果についての検討
（Kanagawa S-1 + RT study）

2017.8.10～
2018.3.31

頭頸部外科

疫39
アウトブレイクが医療機関に及ぼすコストに関する研
究

2017.8.3～
2018.3.31

感染制御室

疫41
肺癌治療耐性獲得後再生検におけるT790M遺伝子
検出に関与する因子解析

2017.8.10～
2019.3.31

呼吸器内科

疫42
作製条件によるセルブロックのゲノム診断試料として
の品質評価

2017.8.10～
2020.3.31

病理診断科

疫43
EmboGuideの自動抽出率に影響をあたえる要因につ
いての検討

2017.8.10～
2017.10.18

放射線診断技術科

疫44
Borderline resectable 膵癌に対する術前S-1併用放
射線療法後のCT検査における切除可能性診断法の
検討

2017.8.10～
2019.9.30

消化器外科（肝胆膵）

疫45
乳腺小葉癌におけるCDH-1遺伝子および関連因子
の検討

2017.8.10～
2019.3.31

臨床研究所
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疫46
乳癌手術における当日センチネルリンパ節シンチグ
ラフィの最適撮像開始時間の検討

2017.8.10～
2017.6.6

放射線診断技術科

疫47
神奈川県悪性新生物登録事業にて収集されたデー
タを用いた子宮頸がんに関する記述疫学的研究

2017.9.28～
2020.3.31

臨床研究所

疫48
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

2017.8.24～
2022.3.31

消化器外科（胃食道）

疫49

「JALSG 参加施設において新規に発症した全 AML、
全 MDS、全 CMML 症例に対して 施行された治療方
法と患者側因子が 5 年生存率に及ぼす影響を検討
する観察研究 （前向き臨床観察研究）」 —JALSG
AML/MDS/CMML Clinical Observational Study
(JALSG-CS)-17—

2017.8.31～
2026.3.31

血液内科

疫50
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

2017.8.31～
2019.8.31

呼吸器外科

疫51 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成
2017.8.18～
2034.12.31

遺伝診療科

疫52
卵管上皮細胞に由来する卵巣癌の発癌メカニズムの
解析

2017.8.24～
2018.3.31

乳腺内分泌外科

疫53
子宮体癌術後再発中リスク群に対する術後治療の必
要性

2017.8.24～
2018.3.31

婦人科

疫54 胸腺腫特異的small RNA(microRNAを含む)の探索
2017.8.31～
2020.3.31

臨床研究所

疫55
卵巣癌・卵管癌・腹膜癌症例における体腔液セルブ
ロックによる腫瘍特異性診断の可能性の検討

2017.9.7～
2019.3.31

婦人科

疫56
膵癌術後S-1補助化学療法実施例の予後予測因子
の解析

2017.9.7～
2017.12.31

消化器外科（肝胆膵）

疫57
臨床的N0早期舌癌の予後評価におけるTumor
buddingの有用性の検討

2017.9.7～
2018.3.31

頭頸部外科

疫58
消化器癌症例におけるCLDN3の術前補助化学療法
の予後予測因子としての有用性

2017.9.7～
2018.3.31

消化器外科（大腸）

疫59
Triple negative乳癌における,エリブリンメシル酸塩を
用いた術前化学療法多施設共同無作為化第Ⅱ相臨
床試験（JBCRG-22）　付随研究―生存観察研究

2017.9.21～
2024.4.30

乳腺内分泌外科

疫60 胃癌術前待機期間は予後に影響するか？
2017.9.21～
2019.3.31

消化器外科（胃食道）

疫61
ゼノグラフトモデルを用いた遺伝子変異由来がん抗
原の同定

2017.9.21～
2021.3.31

臨床研究所

疫62 肝細胞癌における手術が筋肉量減少に与える影響
2017.9.21～
2018.3.31

消化器外科（肝胆膵）

疫63
大学生を対象としたPeer Educationによるがん予防教
育プログラムの開発

2017.9.28～
2020.3.31

臨床研究所

疫64
がん専門病院における継続した栄養指導体制の確
立　　～全入院患者への介入を目指して～

2017.9.28～
2017.10.20

栄養管理科

疫65 造血細胞移植医療の全国調査
2017.9.28～
2027.5.28

血液内科

疫66
子宮頸癌における術中腹水細胞診の臨床的意義に
ついて

2017.9.28～
2019.3.31

婦人科

疫67
JGOG1078S: 本邦における外陰腟悪性黒色腫に関
する調査研究

2017.10.5～
2017.12.31

婦人科

疫68
SCRUM-Japan疾患レジストリを活用した新薬承認審
査時の治験対照群データ作成のための前向き多施
設共同研究

2017.10.26～
2032.3.31

消化器内科（肝胆膵）
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疫69
C型肝炎に対するDAA治療後の肝発がん予測にお
けるM2BPGiの有用性を検討する多施設共同観察研
究

2017.10.11～
2025.11.30

消化器内科（肝胆膵）

疫70
緩和ケア病棟入院後間もなく看取りを迎えた家族へ
の支援～家族の悲嘆反応と、行った看護を振り返る
～

2017.10.11～
2018.3.23

看護科

疫71 第12回がん専門研修B　事例研究
2017.10.11～

2018.3.31
看護科

疫72
膵癌術後補助化学療法施行例のTissue microarray
を用いたlong noncoding RNA(HOTAIR, MALAT1,
HOTTIP, PVT1, H19)の発現と生物学的特性の解析

2017.10.19～
2019.3.31

消化器外科（肝胆膵）

疫73
膵癌術後補助化学療法施行例のTissue microarray
を用いたHeat shock proteinsの発現と生物学的特性
の解析

2017.10.19～
2019.3.31

消化器外科（肝胆膵）

疫74
AYA(Adolescence and Young Adult)世代がんの個別
化予防に資する遺伝要因の同定を目指す研究

2017.10.19～
2021.3.7

婦人科

疫75
遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対するリスク低減卵巣卵
管切除時の卵巣癌、卵管癌および腹膜癌の検討

2017.10.19～
2019.3.31

婦人科

疫76 子宮腟上部切断術後子宮頸癌に関する検討
2017.10.19～

2019.3.31
婦人科

疫77
肺癌の転移リンパ節における免疫担当細胞の発現と
術後再発の相関

2017.11.2～
2019.3.31

呼吸器外科

疫78
がん検診の精度管理 -横浜市がん検診事業にて収
集されたデータと神奈川県悪性新生物登録事業
データのリンケージ-

2017.11.2～
2020.3.31

臨床研究所

疫79
神奈川県内施設における遺伝カウンセリングの実態
調査

2017.11.2～
2018.3.31

乳腺内分泌外科

疫80
triple negative乳癌におけるEZH2発現と臨床病理学
的因子および術前補助化学療法との関係

2017.11.2～
2018.3.31

乳腺内分泌外科

疫81
消化器がんの治療効果および予後予測因子に関す
る研究

2017.11.9～
2027.12.31

消化器外科（大腸）

疫82
消化器癌症例におけるMUC2の術前補助化学療法
の病理学的奏効予測因子としての有用性

2017.11.9～
2018.3.31

消化器外科（大腸）

疫83
膵・胆道系腫瘍における遺伝子変異由来がん抗原の
同定

2017.11.16～
2021.3.31

臨床研究所

疫84
胃食道接合部癌を対象とした、最小限の胸腔鏡補助
的操作を伴う経裂孔的腹腔鏡手術の安全性と有用
性を評価する単施設前向き観察研究

2017.11.16～
2019.3.31

消化器外科（胃食道）

疫85
同種造血幹細胞移植後患者の就労に関する実態調
査

2017.11.16～
2020.10.19

血液内科

疫86 重粒子線治療前後における画像の変化の評価
2017.11.24～

2019.3.31
放射線診断・IVR科

疫87 進行再発乳癌に対するeribulin使用症例の検討
2017.11.30～
2018.12.31

乳腺内分泌外科

疫88
エベロリムス投与患者における耐糖能異常に関する
後ろ向き研究

2017.11.30～
2018.5.31

糖尿病内科

疫89
ＤＰＣ・ＪＡＮＩＳデータを用いた抗菌薬使用状況と耐性
菌発現状況の関連性評価研究

2017.12.14～
2018.3.31

感染制御室

疫90
右側結腸癌における回結腸動静脈周囲リンパ節の検
討

2017.12.7～
2019.12.31

消化器外科（大腸）

疫92
療養場所の選択にゆれる終末期患者の配偶者に対
する意思決定支援を振り返る

2017.12.14
～

2018.3.10
看護科

疫93 肛門管癌の病態解明とStagingに関する研究
2017.12.21～
2019.12.31

消化器外科（大腸）
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疫94
全国大腸癌肝転移登録事業及び登録情報に基づく
研究

2017.12.21～
2023.3.31

消化器外科（大腸）

疫95
消化器癌症例におけるTHBS1の術前補助化学療法
の予後予測因子としての有用性

2018.1.11～
2018.12.31

消化器外科（大腸）

疫96
消化器癌症例におけるEGFRの術前補助化学療法の
病理学的奏効予測因子としての有用性

2017.12.28～
2018.12.31

消化器外科（大腸）

疫97
消化器癌症例におけるTIMP1の術前補助化学療法
の病理学的奏効予測因子としての有用性

2017.12.28～
2018.12.31

消化器外科（大腸）

疫98 神経内分泌癌の臨床病理学的検討
2018.1.25～
2020.3.31

腫瘍内科

疫99 切除不能進行再発神経内分泌癌の予後因子の検討
2018.1.25～
2020.3.31

腫瘍内科

疫100
RPPA解析を用いた分子標的治療薬耐性肺がんにお
ける耐性獲得メカニズムの同定

2017.12.28～
2021.3.31

 臨床研究所

疫101
血液中のマイクロRNAを用いた膵・胆道癌の診断技
術開発

2018.1.11～
2022.3.31

消化器内科（肝胆膵）

疫102 重粒子線治療におけるビーム飛程の不確かさの推定
2017.12.28～

2018.3.31
物理工学科

疫103 臍帯血ユニットと生着・移植成績の関連性
2018.1.11～
2020.12.31

血液内科

疫104
消化器がんの発がんや進展に深く関与しうる遺伝子
並びに非コードRNAの量的・質的								な異常の探索

2018.1.25～
2021.3.31

臨床研究所

疫105 CD5陽性DLBCLの新規バイオマーカーの同定
2018.1.25～
2021.3.31

臨床研究所

疫106
血管肉腫の発生部位による画像的特徴についての
検討

2018.2.1～
2019.3.31

放射線診断・IVR科

疫107

 GioTag：EGFR 変異陽性、進行性非小細胞肺癌患
者を対象として、一次治療としてのジオトリフ®/アファ
チニブ及びその後のオシメルチニブの逐次治療を検
討する実臨床データ研究

2018.2.1～
2018.5.31

呼吸器内科

疫108
食道癌手術後の体重減少抑制を目指した栄養指導
体制-手術前の化学療法時から手術後外来での栄養
サポート-

2018.1.25～
2018.2.23

栄養管理科

疫109
肺癌治療アファチニブ対象患者の栄養管理
-入院から退院、外来までの切れ目のない栄養指導
に向けて-

2018.1.25～
2018.3.31

栄養管理科

疫110
がん関連皮膚筋炎のために嚥下障害を有する緩和
病棟の患者に対し栄養管理した一例の調査

2018.1.25～
2018.3.31

栄養管理科

疫111
全診療科対象がん患者栄養指導システム構築と管理
栄養士病棟配置による栄養指導件数の変化

2018.1.25～
2018.3.31

栄養管理科

疫112
がん専門病院で腎専門栄養士が経験したネフローゼ
症候群を呈した慢性骨髄性白血病患者の1症例

2018.1.25～
2018.3.31

栄養管理科

疫113
担がん者の肝臓、脾臓でトリプトファン代謝に関与す
る細胞の解析

2018.1.25～
2020.3.31

臨床研究所

疫114
難治性がんである女性生殖器悪性黒色腫の後方視
的観察研究

2018.1.18～
2019.3.31

婦人科

疫115

乳がん術前化学療法におけるCarboplatin併用療法
の長期予後に関する研究「HER2過剰発現のない乳
がんに対する術前化学療法における
Carboplatin/Weekly Paclitaxel→CEFとWeekly
Paclitaxel→CEFのランダム化第Ⅱ相比較試験」の追
跡研究

2018.1.25～
2019.1.30

乳腺内分泌外科

疫116
頭頸部がん放射線併用化学療法患者への継続的な
栄養指導と栄養評価

2018.1.25～
2018.2.23

栄養管理科

疫117
進行大腸癌における上腸間膜動脈周囲リンパ節郭清
を伴う結腸右半切除術の短期成績

2018.1.25～
2018.12.31

消化器外科（大腸）
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疫118
神奈川県における、ヒトパピローマウイルスが発がん
に寄与するとされるがん腫の死亡率の動向に関する
記述疫学研究

2018.2.1～
2020.3.31

臨床研究所

疫119
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌を対象と
したHER2スクリーニングに関する研究 GI-screen
2013-011-CRC 付随研究

2018.2.1～
2020.3.31

消化器内科（肝胆膵）

疫120
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

2018.2.1～
2018.12.25

消化器内科（肝胆膵）

疫121
進行性腎細胞癌に対する分子標的薬治療の実態調
査

2018.2.8～
2022.9.30

泌尿器科

疫122
院内栄養管理の向上を目指したNSTと病棟配置管理
栄養士の相互協力

2018.2.1～
2018.2.23

栄養管理科

疫123

JCOG0306「腫瘍径2 cm以上のI-IIIA期原発乳がん
に対する術前化学療法とそれに続く放射線照射の有
効性・安全性試験（PRICRA-BC）」の附随研究
術前化学放射線療法の病理学的効果判定法を検討
する研究計画書 ver. 1.0

2018.2.8～
2019.9.30

乳腺内分泌外科

疫124
直腸癌手術における一時的人工肛門閉鎖術前の直
腸吻合部の内視鏡所見の検討

2018.2.15～
2018.12.31

消化器外科（大腸）

疫125
局所進行膵癌に対するS-1併用放射線療法の
JCOG1106試験とLAPC S-1RT試験（奥坂班）の統合
解析による探索的研究

2018.2.15～
2019.2.14

消化器内科（肝胆膵）

疫126
AYA(Adolescence and Young Adult)世代乳がんの個
別化予防に資する遺伝要因の同定を目指す研究

2018.2.15～
2021.3.31

乳腺内分泌外科

疫127
PD-1阻害剤投与により下痢・腸炎を発症した肺癌症
例の検討

2018.2.22～
2018.3.31

呼吸器内科

疫128
進行非扁平上皮非小細胞肺がん（NSCLC）症例に対
する一次治療前バイオマーカー検査の実態調査

2018.2.22～
2018.8.31

呼吸器内科

疫129
腎細胞癌の臨床的特徴と予後に関する後ろ向き観察
研究

2018.3.1～
2021.3.31

泌尿器科

疫130
骨シンチグラフィは薬剤関連顎骨壊死の早期発見が
可能か？BSIを用いた定量評価における検討

2018.3.1～
2018.12.31

放射線診断・IVR科

疫131

第3腰椎レベルのCT横断面画像の骨格筋断面積測
定における観察者内、観察者間、および測定ソフト
ウェア間変動の評価（＊琉球大学大学院　医学研究
科　臨床研究教育管理学講座との共同研究）

2018.3.1～
2018.9.30

呼吸器外科

疫132

"「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）

2018.3.1～
2022.9.30

消化器外科（胃食道）

疫133
急性期がん専門病院における管理栄養士病棟配置
の現状

2018.3.8～
2018.3.31

栄養管理科

疫134
がん治療施設における妊孕性温存がん治療　がん・
生殖医療連携に関する実態調査

2018.3.8～
2020.3.31

婦人科

疫135
KCOG-G1701s我が国における子宮および卵巣原発
の悪性黒色腫の現状に関する調査研究

2018.3.15～
2018.12.31

婦人科

疫136
食道癌全国登録事業に基づく研究 2018.3.15～

1回/毎年デー
タを提出

消化器外科（胃食道）

疫137
人口動態調査に基づく将来推計人口による地域別が
ん患者数の将来推計と医療施設および医療従事者
の配置の検討　～神奈川県と北海道の比較～

2018.3.29～
2020.3.31

臨床研究所

疫141
腫瘍径が3cmを超える病理学的非浸潤性肺腺癌の
検討

2018.3.29～
2018.5.30

呼吸器外科
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