研究管理番号;2021 疫―8

項目

説明

試 料・ 研究課題名

JCOG1302A2

情 報の

についての附随研究

利 用目 研究目的

現在進行中である術前補助化学療法の第 III 相試験である JCOG1509

的

で対象外とされた臨床病期 cT4aN0 胃癌を、新たな術前補助化学療法

及び

の治療開発対象として組み込むことが妥当であるか検討する。そのた

利 用方

めに、術前画像診断にて、深達度が筋層以深（cT2 以深）と診断され

法

た胃癌（大型 3 型/4 型および Bulky リンパ節転移例/大動脈周囲リ

進行胃癌に対する術前病期診断による予後予測能

ンパ節転移例を除く）を対象として、術前診断の正確性を病理診断に
より評価した前向き研究である JCOG1302A の登録患者を対象とし
て、術前画像診断規準に基づく臨床病期別の全生存期間を明らかにす
ることを目的とする。
研究対象者

2013 年 11 月から 2014 年 11 月までに当院を受診した JCOG1302A の
登録患者 45 名

研究期間
利用する試料・情報の項目

西 暦 2021 年 4 月 26 日 ～ 西 暦 2024 年 3 月 23 日
[ ] 血液

[ ] だ液

（チェック[X]が入った項目を利用し [ ] 病理組織 [ ] 排泄物（尿・便）
ます）
[ ] 毛髪
[X] 診療記録

試料・ 当センター研究責任者

[X] 臨床検査データ
[ ] その他 (記載して下さ

い)

山田 貴允

情報の
管理に
ついて
の責任
者
当センターでの実施診療科/部 消化器外科
料・ 局等
共同研究の場合、共同研究機関 函館厚生院函館五稜郭病院 外科 高金 明典
情報
および各施設での研究責任者 恵佑会札幌病院 消化器外科 西田 靖仙

試

を利
用す

岩手医科大学 外科 秋山 有史

る者

国立病院機構仙台医療センター 外科 手島 伸

の範

宮城県立がんセンター 消化器外科 藤谷 恒明

囲

山形県立中央病院 外科 福島 紀雅
栃木県立がんセンター 外科 松下 尚之
埼玉県立がんセンター 消化器外科 川島 吉之
国立がん研究センター東病院 胃外科・消化管内科 木下 敬弘
千葉県がんセンター 消化器外科・消化器内科 滝口 伸浩
国立がん研究センター中央病院 胃外科 吉川 貴己
がん・感染症センター都立駒込病院 外科・腫瘍内科 長 晴彦
東京医科歯科大学 胃外科 徳永 正則
がん研究会有明病院 消化器外科 布部 創也
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虎の門病院 消化器科、消化器外科、臨床腫瘍科 上野 正紀
神奈川県立がんセンター 消化器外科/消化器内科 山田 貴允
北里大学医学部 消化器内科 小泉 和三郎
横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター 國崎 主
税
新潟県立がんセンター新潟病院 外科 藪崎 裕
新潟県厚生連長岡中央綜合病院 外科 河内 保之
富山県立中央病院 外科 加治 正英
石川県立中央病院 消化器内科・外科 辻 国広
岐阜大学医学部 腫瘍外科 吉田 和弘
岐阜市民病院 外科 山田 誠
静岡県立総合病院 消化器センター 渡邉 昌也
静岡県立静岡がんセンター 胃外科、消化器内科、内視鏡科 寺島 雅典
愛知県がんセンター 消化器外科 伊藤 誠二
名古屋大学医学部 消化器外科 1・消化器外科 2 田中 千恵
国立病院機構京都医療センター 外科 畑 啓昭
大阪大学医学部 消化器外科／消化器内科 土岐 祐一郎
大阪国際がんセンター 消化器外科 大森 健
国立病院機構大阪医療センター 外科・消化器内科 平尾 素宏
大阪医科大学 化学療法センター/一般・消化器外科 後藤 昌弘
市立豊中病院 外科 今村 博司
堺市立総合医療センター 外科 藤田 淳也
関西医科大学附属病院 外科 井上 健太郎
神戸大学医学部 消化器内科/食道胃腸外科 掛地 吉弘
関西労災病院 消化器外科・消化器内科 竹野 淳
兵庫医科大学 上部消化管外科 石田 善敬
兵庫県立がんセンター 消化器外科・内科 津田 政広
市立伊丹病院 外科・消化器内科 飯石 浩康
和歌山県立医科大学 第 2 外科 山上 裕機
島根大学医学部 消化器・総合外科 田島 義証
岡山大学病院 消化管外科 藤原 俊義
広島大学病院 消化器外科 田邊 和照
広島市立広島市民病院 外科 丁田 泰宏
広島市立安佐市民病院 外科 檜原 淳
福山市民病院 外科 大野 聡
国立病院機構四国がんセンター 消化器外科・消化器内科 羽藤 慎二
大分大学医学部附属病院 消化器外科 猪股 雅史
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