
番号 研究課題名 研究期間 研究代表診療科・部門

研1
縦隔リンパ節転移を有するIIIA期EGFR遺伝子変異陽性非小細
胞肺がんに対するエルロチニブによる術前導入療法後の外科的
切除の第II相試験

2017.4.6～
2025.12.31

呼吸器外科

研2
T1c-T3N0M0前立腺癌に対する炭素イオン線治療に関する前向
き臨床試験

2017.5.18～
2030.4.14

重粒子線治療科

研3
局所進行膵癌に対するゲムシタビン併用重粒子線治療に関する
有効性・安全性試験　J-CROS 1502

2017.4.20～
2021.4.14

重粒子線治療科

研4
先行研究　｢超免疫不全NOGマウスを用いたヒト臨床がん材料の
in vivo新規評価系の開発と研究への利用｣で作製したＰＤＸ系統
の連結不可能匿名化後の研究利用について

2016.6.3～
未定

臨床研究所

研5
Borderline Resectable 膵癌を対象とした術前ゲムシタビン＋ナブ
パクリタキセル療法と術前S−１併用放射線療法のランダム化比較
試験

2017.5.11～
2023.4.1

消化器外科（肝胆膵）

研6
ホルモン療法剤に感受性を有する閉経後ER陽性HER2陰性転移
乳がんに対するエベロリムスの追加効果を検討するランダム化第
II相臨床試験

2017.4.20～
2021.3.31

乳腺内分泌外科

研7
骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁
者間HLA半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および
早期中止の多施設共同第II相試験

2017.5.11～
2021.3.31

血液内科

研8
強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者
間HLA半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早
期中止の多施設共同第II相試験

2017.5.11～
2021.3.31

血液内科

研9
［ESOX trial］　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 + オキサリプラチン併用療法(SOX療法)
の第Ⅱ相臨床試験

2017.5.11～
2019.4.6

消化器外科（胃食道）

研11 がん特異的な突然変異遺伝子に由来するがん抗原の同定
2017.7.13～
2019.3.31

臨床研究所

研12
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（Japan Clinical Oncology Group(日本臨床研究
グループ)婦人科腫瘍グループ　JCOG1203試験）

2017.6.15～
2029.3.31

婦人科

研13
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
郭清の治療的意義に関するランダム化第III相試験

2017.6.15～
2027.3.31

婦人科

研14
胸腔鏡下食道切除術の安全性モニタリング　-非介入前向き登録
研究

2017.6.8～
2019.8.31

消化器外科（胃食道）

研15
【RINDBeRG試験】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

2017.6.1～
2021.12.31

消化器外科（胃食道）

研16
治癒切除後病理学的Stage I/II/III 小腸腺癌に対する術後化学
療法に関するランダム化比較第III 相試験 JCOG1502C

2017.7.6～
2032.3.31

消化器内科（肝胆膵）

研17
一般社団法人National Clinical Databaseへの手術・治療情報登
録における個人情報の取り扱いについて

2011.2.25～
10年間

（2028.1.1以
降の症例につ
いては実施期
間延長のため
の再申請を行

う）

消化器外科（肝胆膵）

研18
肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察
研究

2017.6.15～
2018.12.31

呼吸器内科

研19
JCOG1101：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

2017.6.22～
2022.12.31

婦人科

研20
既治療・進行非小細胞肺癌におけるニボルマブ投与後の腫瘍免
疫応答の生物学的変化に関する前向き観察研究

2017.6.29～
2020.1.31

免疫療法科

研21
化学療法未治治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌に対する
CapeOX療法の第 II 相臨床試験 ＜TCOG GI-1601 ＞

2017.7.27～
2020.12.31

消化器内科（消化管）
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研23
HLA 1座不適合非血縁者間骨髄移植における
従来型GVHD予防法と抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン併用
GVHD予防法の無作為割付比較試験

2017.8.24～
2022.6.30

血液内科

研24
Japan CHARLOTTE：卵巣癌に対する横断研究：BRCA遺伝学的
検査に関する研究CHARacterizing the cross-sectionaL
approach to Ovarian cancer: geneTic TEsting of BRCA

2017.8.24～
2018.9.30

婦人科

研26
「新たに同定した血清糖蛋白質の膵癌診断マーカーとしての 有
用性に関する臨床研究」

2017.8.10～
2018.3.31

消化器内科（肝胆膵）

研27
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実施計画書
ver. 1.0

2017.8.24～
2022.1.9

消化器内科（消化管）

研28
エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤性乳管癌に対する非切
除＋内分泌療法の有用性に関する単群検証的試験

2017.8.10～
2031.12.31

乳腺内分泌外科

研29
手術不能肺野型 I 期非小細胞肺癌に対する重粒子線治療の多
施設共同臨床試験 J-CROS1501 LUNG

2017.9.14～
2023.3.31

重粒子線治療科

研30
RESQTrial（レスキュー試験）；HER2 陰性転移・再発乳がん患者
を対象にエリブリンとS-1の health-related quality of life
（HRQoL）を比較するランダム化第 III 相試験

2017.9.21～
2021.5.31

乳腺内分泌外科

研31

再発の多発性骨髄腫に対するポマリドミド、デキサメタゾン併用療
法に関する第Ⅱ相試験、およびポマリドミド、デキサメタゾン療法
でPR未達成の患者に対するポマリドミド、ボルテゾミブ、デキサメ
タゾン併用療に関する第Ⅱ相試験

2017.9.21～
2022.8.31

腫瘍内科

研32

【PBP study】FOLFOX plus panitumumabによる一次治療抵抗ま
たは不耐となったRAS wild-type、切除不能進行・再発大腸癌に
対する２次治療としてのFOLFIRI plus panitumumab療法の有効
性に関する多施設共同第II相試験―Liquid Biopsyによるバイオ
マーカー発現の変化と抗腫瘍効果についての検討―

2017.8.24～
2020.1.31

消化器外科（大腸）

研33 肥満発症リスクにおける遺伝・環境相互作用解析
2015.10.1～
2021.3.31

臨床研究所

研34 『骨軟部腫瘍外科病棟で勤務する看護師の家族の捉え方』
2017.8.31～
2018.3.10

看護局

研35
HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマ
ブ、タキサン併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン
併用療法を比較検討する第III相臨床研究

2017.10.6～
2022.4.30

乳腺内分泌外科

研36 がん看護専門研修Ｂ
2017.9.21～
2018.3.10

外来

研37
看護師からみた、緩和ケア病棟から在宅療養へ療養先を変更し
たがん患者の家族の思い

2017.9.14～
2018.3.31

看護科

研38 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク
2017.9.21～
2100.12.31

骨軟部腫瘍外科

研39
切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する重粒子線治療の
多施設共同臨床試験　Ｊ-CROS1505

2017.10.19～
2023.5.31

重粒子線治療科

研40
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

2017.10.5～
2027.4.30

骨軟部腫瘍外科

研41 局所進行膵癌に対する炭素イオン線治療の第Ⅱ相臨床試験
2017.12.28～
2026.12.14

重粒子線治療科

研42
TP53変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジンと同
種造血幹細胞移植の多施設共同非盲検無対照試験

2017.10.19～
2025.9.30

血液内科

研43
【Cancer-VTE Registry】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

2017.10.19～
2020.8.31

消化器外科（胃食道）

研44
緩和方向へ移行する患者や家族への意思決定支援を行う病棟
看護師の役割について

2017.10.26～
2018.3.10

4W病棟

研45
高齢がん患者の意思決定を支援する看護師とソーシャルワー
カーが捉える困難感と課題

2017.11.16～
2018.5.31

患者支援センター

研46
特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期ピル
フェニドン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相試験

2017.11.9～
2023.9.30

呼吸器外科



番号 研究課題名 研究期間 研究代表診療科・部門

平成２9年度　臨床研究承認課題一覧

平成 30年 5月 16日現在

研47

IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する
Conventional Paclitaxel/Carboplatin±Bevacizumab併用療法 vs.
Dose-dense Paclitaxel/Carboplatin±Bevacizumab併用療法のラ
ンダム化第II/III相比較試験　　　　　(JCOG1311試験)

2017.12.14～
2024.12.31

婦人科

研48
【EXPEL試験】 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

2017.11.24～
2021.3.31

消化器外科（胃食道）

研49
T1-T4a/M0胃癌に対する胃全摘術の術後アップリード®摂取の
忍容性を検証する第Ⅱ相試験

2018.2.22～
2019.12.31

消化器外科（胃食道）

研50
【JFMC51】標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大
腸癌に対するTFTD（ロンサーフ®）+Bevacizumab併用療法の
RAS遺伝子変異有無別の有効性と安全性を確認する第II相試験

2018.1.9～
2022.6.30

消化器外科（大腸）

研52
精巣癌に特異的な質問票EORTC QLQ-TC26日本語版を用い
た横断的多施設共同研究

2018.1.11～
2022.3.31

泌尿器科

研53
高齢者HER2 陽性進行乳癌に対するT-DM1 療法とペルツズマ
ブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法のランダム化比較第III 相
試験

2018.1.25～
2030.7.4

乳腺内分泌外科

研55
進行再発大腸癌における Angiogenesis Panelを検討する多施設
共同研究 GI-SCREEN CRC-Ukit

2018.2.1～
2020.9.30

消化器内科（肝胆膵）

研56
結腸・直腸癌を含む消化器・腹部悪性腫瘍患者を対象としたリ
キッドバイオプシーに関する研究　GI-screen 付随研究

2018.2.1～
2023.3.31

消化器内科（肝胆膵）

研57
肺区域及び中葉気管支閉鎖切離におけるエンドステープラー
（Powered ECHELON FLEX® 7）の安全性を検討する試験

2018.2.1～
2020.3.31

呼吸器外科

研58
10mm以下の十二指腸非乳頭上皮性腫瘍に対するCold Snare
Polypectomyの有効性および安全性に関する非ランダム化検証
的試験

2018.2.8～
2025.10.30

消化器内科（消化管）

研60
成人骨髄性血液悪性腫瘍に対する臍帯血移植におけるG-CSF
priming 骨髄破壊的前治療の有効性に関するランダム化比較試
験

2018.2.8～
2024.12.31

血液内科

研61
【JCOG1510】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

2018.2.8～
2026.7.30

消化器外科（胃食道）

研62
文部科学省基盤研究 (S)包括的統合的アプローチによる日本人
早期膵癌の高精度診断の具現化

2016.2.26～
2020.3.31

消化器外科（肝胆膵）

研63
遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究
（J-HOPE4　研究）

2018.2.15～
2022.3.31

7E病棟

研64 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク
2018.3.1～
2099.3.31

呼吸器内科

研65
Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによる multiplex 遺
伝子解析の有効性に関する前向き観察研究

2018.3.1～
2019.10.31

呼吸器内科

研66
同種造血幹細胞移植後長期生存患者の骨塩量の評価 KSGCT
における横断的観察研究 KSGCT1701(Bone-Dx)

2018.3.8～
2020.1.31

血液内科

研67
がん治療開始時の専門看護師・認定看護師による治療オリエン
テーションプログラムの活用に関する研究

2018.3.8～
2018.4.30

患者支援センター

研68
胃癌に対する胃全摘術後の末梢神経障害を伴う血清ビタミンB12
低下症例を対象に経口ビタミンB12製剤の有効性と安全性を検
証する多施設共同無作為化比較試験

2018.3.15～
2022.12.31

消化器外科（胃食道）

研69
高齢進行非小細胞肺がん/膵がんに対する早期栄養・運動介入
の多施設共同ランダム化第II 相試験

2018.3.15～
2020.7.31

消化器内科（肝胆膵）

研71 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 2016.6.3～ 血液内科


