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所属

研究責任者

2015-1-001

中西速夫

遺伝子病理診 HER2陽性胃がんの再発早期診断、治療効果予測に関する基礎
断部
的検討とその臨床応用に関する研究

H27.4.1

2015-1-002

中西速夫

ヒト各種悪性腫瘍（消化器癌、呼吸器癌、頭頸部癌、乳癌、生殖
遺伝子病理診
器腫瘍、血液腫瘍等）における腫瘍の性状解明を目的とした免疫
断部
組織化学によるタンパクの発現検索の基礎的研究

H27.4.28

2015-1-003

八重樫 裕

看護部

食道がん術後患者の食行動に関するセルフ・コントロールプログ
ラムの開発と効果の検証

H27.4.1

2015-1-004

室 圭

薬物療法部

WJOG7212G HER2陽性切除不能または再発胃癌に対する、初回
化学療法におけるTS-1＋シスプラチン＋トラスツズマブ併用療法
の第Ⅱ相試験

H27.5.1

GOTIC-001/JGOG3019: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＋Carboplatin3週毎点滴静注投与
とPaclitaxel毎週点滴静注＋Carboplatin3週毎腹腔内投与のラン
ダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（iPocc trial)

H27.4.15

緩和的化学療法を施行した切除不能進行胃癌の予後に関する
Nomogramについての検討

H27.5.11

2015-1-005

水野美香

婦人科部

2015-1-006

室 圭

薬物療法部

2015-1-007

三澤一成

2015-1-008

室 圭

2015-1-009

研 究 課 題 名

許可日

受付番号

臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の開腹幽
消化器外科部 門側胃切除に対する非劣性を検証するランダム化比較試験
JCOG０９１２

H27.5.8

薬物療法部

臨床病期IB－IV食道癌に対する根治的PCF－RT療法の第Ⅰ相
試験

H27.5.11

小森康司

消化器外科部

臨床病期Ⅱ、Ⅲの下部直腸癌に対する神経温存D3郭清術の意
義に関するランダム化比較試験（JCOG0212)

H27.5.1

2015-1-010

黒河瑞江

看護部

がん患者の抑うつを早期発見するためのアセスメントツールの開
発

H27.5.1

2015-1-011

小森康司

JCOG1310
消化器外科部 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相試験実施計画書

H27.5.25

2015-1-012

澤木正孝

2015-1-013

小森康司

局所切除後の側方・垂直断端陰性かつ高リスク直腸pSM癌の追
消化器外科部 加手術拒否例に対するカぺシタビン併用放射線療法の第Ⅱ相試
験

H27.6.22

谷口浩也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切
除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ
併用療法とmFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安
全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験（PARADIGM study)

H27.6.22

2015-1-014

乳腺科部

薬物療法部

低リスク早期乳癌に対する乳房温存手術・術中照射における観
察研究
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RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切
除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ
併用療法とmFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安
全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感受性、
予後予測因子の探索的研究（Expratory analysis of predictive and
prognostic biomarkers in PARADIGM study)

H27.6.22

2015-1-016 長谷川泰久 頭頸部外科部

がん専門病院における職員の医療安全管理に対する意識と医療
安全文化に関する研究

H27.9.14

2015-1-017

室 圭

薬物療法部

大腸癌以外の消化管癌におけるがん関連遺伝子異常のプロファ
イリングの多施設共同研究（SCRUM-Japan GI-screen 2015-01Non CRC）

H27.6.11

2015-1-018

安部哲也

消化器外科部

胸部食道癌術後の体重減少予防に対する経口栄養療法の効果
と安全性に関する第Ⅱ相試験

H27.6.15

2015-1-019

水野伸匡

消化器内科部

肝腫瘤性病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引の有用性と安
全性に関する後方視的観察研究

H27.5.13

2015-1-020

山田周平

看護部

がん専門病院ICUにおける人工呼吸器装着患者に対する段階的
早期離床プロトコールの確立

H27.6.22

薬剤部

S-1による胃がん術後補助化学療法患者の涙液中成分と眼の障
害との因果関係について

H27.6.16

樋田豊明

呼吸器内科部

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

H27.9.16

2015-1-023

樋田豊明

化学放射線治療を施行した Ⅲ期局所進行非小細胞肺癌におけ
る Circulating biomarkerによる治療効果・再発モニタリングの検討
呼吸器内科部 「局所進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋S-1
同時胸部放射線治療とシスプラチン＋ペメトレキセド同時胸部放
射線治療の無作為化第Ⅱ相試験」付随研究

H27.5.27

2015-1-024

山本一仁

臨床試験部

ファイザーB1871007（3160A4-2203-JA）試験「フィラデルフィア染
色体陽性日本人白血病患者を対象としたSKI-606の第Ⅰ/Ⅱ相臨
床試験」に関連するPatient Lay Summaryの取り組み

H27.6.11

形成外科部

舌再建術後の機能に対するリスク因子解析 多施設共同後ろ向
き観察研究

H27.5.12

2015-1-015

谷口浩也

2015-1-021 立松三千子

2015-1-022

2015-1-025 兵藤伊久夫

2015-1-026

樋田豊明

2015-1-027

門脇重憲

薬物療法部

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
呼吸器内科部 法における、digital PCR法を用いたバイオマーカー研究（第2相試
験） WJOG8114LTR

H27.5.12

既治療の進行再発胃癌に対するオキサリプラチン療法の有用性
の検討

H27.5.14

薬物療法部
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フルオロピリミジン，オキサリプラチン，イリノテカンを含む化学療
法に不応または不耐のKRAS野生型進行・再発結腸・直腸癌に対
するレゴラフェ二ブとセツキシマブの遂次投与とセツキシマブとレ
ゴラフェ二ブの遂次投与のランダム化第Ⅱ相試験（REVERCE試
験)

H27.5.28

2015-1-028

室 圭

薬物療法部

2015-1-029

田近正洋

内視鏡部

大腸内視鏡検査における腸管洗浄剤の至適投与方法の検討

H27.6.1

2015-1-030

水野美香

婦人科部

JGOG3020: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

H27.6.1

H27.6.1

2015-1-031

水野美香

婦人科部

GOTIC-001/JGOG3019: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＋Carboplatin3週毎点滴静注投与
とPaclitaxel毎週点滴静注＋Carboplatin3週毎腹腔内投与のラン
ダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（iPocc trial)

2015-1-032

水野美香

婦人科部

ＪＣＯＧ１２０３：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

H27.6.1

2015-1-033

水野美香

婦人科部

JCOG1101: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

H27.6.1

H27.8.19

2015-1-034

水野美香

婦人科部

JGOG3018：プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮
性卵巣がん、原発性卵管がん、腹膜がん）におけるリポソーム化
ドキソルビシン（PLD)50ｍｇ／㎡に対するPLD40ｍｇ／㎡のランダ
ム化第Ⅲ相比較試験

2015-1-035

水野美香

婦人科部

JGOG2046: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

H27.6.1

2015-1-036

室 圭

薬物療法部

切除不能な進行・再発大腸癌に対する初回治療としての
FOLFOXIRI＋ベバシズマブ療法 多施設共同第Ⅱ相試験
（QUATTRO試験）

H27.6.10

H27.8.17

2015-1-037

室 圭

薬物療法部

切除不能な進行・再発大腸癌に対する2次治療としてのXELIRI
with/without Bevacizumab療法とFOLFIRI with/without
Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ランダム化比較試験
（AXEPT試験)

2015-1-038

吉田雅博

整形外科部

「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」について（JCOG1306)

H27.6.15

2015-1-039

山雄健次

消化器内科部

十二指腸液中タンパク質濃度測定による膵癌早期発見法の開発
（多施設共同研究）

H27.9.2

2015-1-040

肱岡 範

消化器内科部

膵内分泌腫瘍に対するEUS-FNAの有用性
ＥＵＳ-guided Fine needle aspiration in pancreatic neuroendocrine
neoplasm： diagnostic performance and factors influencing
accuracy．

H27.6.15

2015-1-041

澤木正孝

乳腺科部

乳がん骨転移におけるBone scan indexの有用性に関するコホー
ト研究

H27.6.15
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2015-1-042

樋田豊明

2015-1-043

水野美香

婦人科部

2015-1-044

今岡 大

2015-1-045

呼吸器内科部 非小細胞肺癌患者に対するRe-biopsyの実態調査

H27.6.12

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

H27.6.15

消化器内科部

膵癌術後補助化学療法におけるCA19-9の予後予測因子として
の有用性に関する後ろ向きコホート研究

H27.6.25

今岡 大

消化器内科部

膵癌におけるmodified Glasgow prognostic scoreの有用性に関す
る後ろ向きコホート研究

H27.6.25

2015-1-046

安部哲也

消化器外科部

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

H27.7.9

2015-1-047

澤木正孝

乳腺科部

エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使
用症例における口内炎予防のための歯科介入無作為化第Ⅲ相
試験

H27.6.23

2015-1-048

坂尾幸則

2015-1-049

谷口浩也

非小細胞肺癌における次世代シークエンサーを用いたMultiplex
呼吸器外科部 体細胞遺伝子変異解析と各種変異陽性例の予後解析研究
（WJOG7914LTR)
薬物療法部

H27.7.29

大腸癌に対する全身化学療法の安全性と有効性の検討

H27.6.25

2015-1-050 小原真紀子

看護部

EGFR阻害薬による重症化した頭皮皮膚障害に対するセルフケア
介入

H27.6.25

2015-1-051

山田知里

看護部

EGFR-TKIによる皮膚障害に対する看護師のセルフケア介入

H27.6.25

2015-1-052

服部正也

乳腺科部

ドセタキセルを含むレジメンにより術前・術後化学療法を受ける乳
癌患者を対象とした客観的、主観的評価による四肢浮腫の検討

H27.6.24

2015-1-053

三澤一成

JCOG1401:臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および
消化器外科部 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

H27.7.3

2015-1-054

山雄健次

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
消化器内科部 後向き観察研究
PROP-UP Study Ⅰ（多施設共同研究）

H27.6.29

2015-1-055

山雄健次

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
消化器内科部 前向き観察研究
PROP-UP Study Ⅱ（多施設共同研究）

H27.9.2

2015-1-056

山本一仁

JCOG 0907ver2.0:成人T細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血
幹細胞移植療法を組み込んだ治療法に関する非ランダム化検証
的試験

H27.7.9

臨床試験部
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2015-1-057

伊藤誠二

薬物療法部

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/S-1＋シスプラチン併用療法による第Ⅲ相臨床試験
PHOENIX-GC

H27.7.1

2015-1-058

澤木正孝

乳腺科部

Bone Scan Index predicts skeletal-related events in patients with
metastatic breast cancer【和訳：Bone Scan Index (BSI)は転移性
乳癌患者における骨関連事象を予測する】

H27.7.1

2015-1-059

谷口浩也

薬物療法部

肝転移を有するKRAS野生型切除不能・進行再発大腸癌に対する
ベバシズマブもしくは抗EGFR抗体薬併用化学療法の後方視的検
討

H27.7.3

2015-1-060

岩田広治

乳腺科部

JCOG1017A：「Stage Ⅳ乳癌に対する原発巣切除が血中循環乳
癌細胞に及ぼす影響に関する研究」（JCOG1017 附随研究）

H27.7.31

2015-1-062

古平 毅

放射線治療部

JROSG12-2 日本人の頭頸部癌患者におけるCetuximabを含む治
療の観察研究実施計画書

H27.7.8

2015-1-063

筑紫 聡

整形外科部

高い信頼性・妥当性を有する骨軟部腫瘍手術後の患者立脚型評
価尺度（COMMON)の開発に関する多施設共同前向き研究

H27.9.2

2015-1-064

樋田豊明

呼吸器内科部

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

H27.7.31

2015-1-065

樋田豊明

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法
呼吸器内科部 としてのベバシズマブ+ エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単
剤療法を比較する非盲検無作為化比較第III相臨床試験

H27.7.31

ドセタキセル耐性の頭頸部がんに対するパクリタキセル療法の第
II相試験

H27.9.18

2015-1-067 長谷川泰久 頭頸部外科部

2015-1-068

神田 輝

感染腫瘍学部 上咽頭がん組織に感染しているEBウイルス株の解析

2015-1-069

伊藤友一

消化器外科部

局所進行胃癌に対する術前化学療法のレジメンとコース数を比較
する無作為第Ⅲ相臨床試験:（Ｓ１＋ＣＤＤＰ ｖｓ Ｓ１＋ＣＤＤＰ＋Ｄｏ
ｃｅｔａｘｅｌ、2コース vs 4コース）「COMPASS-D試験」付随研究：治
療効果/予後を予測するバイオマーカー探索

H27.8.19

2015-1-070

澤木正孝

乳腺科部

乳癌の術前・術後化学療法における発熱性好中球減少症に関す
る観察研究

H27.7.31

2015-1-071

清水泰博

消化器外科部

膵頭十二指腸切除術後胆管炎、胆管空腸吻合部狭窄発生につ
いての後ろ向き観察研究

H27.7.9

JCOG1008
局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者に対する
2015-1-072 長谷川泰久 頭頸部外科部 3-Ｗｅｅｋｌｙ CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法と
Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関する
ランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験
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2015-1-073

岩田広治

乳腺科部

2015-1-074

山田知里

看護部

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
[JBCRG-M05 (PRECIOUS)]

H27.7.31

アファチニブによる下痢対策における看護師の役割

H27.7.24

H27.7.29

2015-1-075

服部正也

乳腺科部

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べバシズマブ＋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―
［JBCRG-M04 (BOOSTER)trial]

2015-1-076

服部正也

乳腺科部

HER2陽性進行再発乳癌の二次治療以降におけるエリブリン＋ト
ラスツズマブ併用療法の有効性、安全性の検討―第Ⅱ相試験―

H27.7.29

2015-1-077

安部哲也

消化器外科部

JCOG1109 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

H27.7.29

2015-1-078

今岡 大

消化器内科部 類上皮血管内皮腫の実態調査

H27.8.5

2015-1-079

樋田豊明

EGFR遺伝子変異を有する切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する
呼吸器内科部 ゲフィチニブと胸部放射線治療同時併用療法の第Ⅱ相試験：
WJOG6911L

H27.8.5

2015-1-080

富田夏夫

前立腺癌に対する内分泌治療併用強度変調放射線治療におけ
放射線治療部 る国際前立腺症状スコアINTERNATIONAL PROSTATE
SYMPTOM SCORE(IPSS)の変化とその要因の調査

H27.8.18

2015-1-081

樋田豊明

化学療法未施行IIIB/IV期・術後再発肺扁平上皮癌に対する
呼吸器内科部 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

H27.8.25

2015-1-082

伊藤誠二

手術部

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
［肉眼的腹膜播種陰性・腹腔洗浄細胞診陽性（P0CY1)症例対象］

H27.8.17

H27.8.21

2015-1-083

水野美香

婦人科部

GOTIC-001/JGOG3019: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＋Carboplatin3週毎点滴静注投与
とPaclitaxel毎週点滴静注＋Carboplatin3週毎腹腔内投与のラン
ダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（iPocc trial)

2015-1-085

伊藤誠二

薬物療法部

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/S-1＋シスプラチン併用療法による第Ⅲ相臨床試験
PHOENIX-GC

H27.8.26

癌性腹膜炎における悪性胸水量と予後との関連を調査する多施
設共同前向き研究
呼吸器外科部 The prospective observational study for researching the
association between the survivals and the amount of malignant
pleural effusion in patients of malignant pleuritis

H27.8.26

2015-1-086

坂尾幸則
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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

H27.9.8

乳腺科部

HER2陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズマブ、ぺルツズマ
ブ、エリブリン併用療法の有用性の検討試験－第Ⅱ相試験―
（JBCRG-M03)

H27.9.8

乳腺科部

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）
（JBCRG-19)

H27.10.13

H27.9.16

H27.9.4

2015-1-087

伊藤 誠二

手術部

2015-1-088

服部正也

2015-1-089

服部正也

2015-1-091

樋田豊明

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
呼吸器内科部
チン・ぺメトレキセド併用後ぺメトレキセド維持療法のランダム化
比較第Ⅲ相試験：JCOG1210

2015-1-092

樋田豊明

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
呼吸器内科部 法における、digital PCR法を用いたバイオマーカー研究（第2相試
験） WJOG8114LTR

2015-1-093

堀尾芳嗣

2015-1-094

三澤一成

消化器外科部 StageⅠ胃癌に対する胃全摘術におけるアプローチ別のQOL評価

2015-1-095

清水泰博

消化器外科部

2015-1-096

三澤一成

消化器外科部 消化器がん症例を対象とした画像情報の解析に関する研究

2015-1-097

古平 毅

放射線治療部

中咽頭癌に対する強度変調放射線治療による治療成績に関する
後向き研究

H27.9.9

2015-1-098 曽我倫久人

泌尿器科部

去勢抵抗性前立腺がんにおける、エンザルタミド及びアビラテロン
の予後因子としての、血清中テストステロン値の意義

H27.10.23

2015-1-100

薬物療法部

インフォームドコンセントの医療者への負荷の実態に関する検討
＜IC study＞

H27.10.2

2015-1-101 松尾恵太郎

遺伝子医療研 多目的コホート研究（JPHC Study） データを用いた生活習慣と
究部
疾病罹患及び死亡との関連に関する疫学研究

H27.10.2

2015-1-102

水野伸匡

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
消化器内科部
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）

H27.10.21

2015-1-103

肱岡 範

消化器内科部 膵嚢胞性腫瘍の早期診断法の開発に関する研究

H27.10.22

安藤正志

地域医療連携・相
がん患者の病気と就労の両立に関する実態調査
談支援センター

IPMNにおける新たな癌予測モデル作成のための多施設共同研
究
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2015-1-104

三澤一成

消化器外科部

ダ・ヴィンチXi手術システムを用いた臨床病期Ⅰ期胃癌に対する
ロボット支援腹腔鏡下胃切除の臨床応用に関する試験

H27.10.21

2015-1-105

門脇重憲

薬物療法部

HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS-1＋オキサリプラチ
ン＋トラスツズマブ（SOX＋Tmab)併用療法の第Ⅱ相試験（付随バ
イオマーカー研究を含む）

H27.10.15

2015-1-106

伊藤友一

化学療法未治療のHER2陰性進行・再発胃癌に対するオキサリプ
消化器外科部 ラチン＋S-1療法について検討する第Ⅱ相臨床試験
（KSCC1501A)

H27.10.15

2015-1-107

伊藤友一

消化器外科部

胃全摘術における再建方法別の長期的QOL評価についての研究
～Roux-Y再建とAboral pouch再建の比較～

H27.9.16

2015-1-108

西川大輔

頭頸部外科部

T1/2咽喉頭癌に対する先端可動型硬性内視鏡を用いた内視鏡
下経口的咽喉頭手術の安全性に関する第Ⅱ相試験

H27.9.16

2015-1-109

岩田広治

乳腺科部

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

H27.9.18

内視鏡部

当院における大腸腫瘍に対する診断や治療に画像強調観察
（IEE)が及ぼす影響の検討

H27.10.15

前治療歴のないRAS野生型の切除不能進行・再発大腸癌患者を
対象としたFOLFOXIRI＋cetuximab併用療法の第Ⅰ相臨床試験

H27.10.15

H27.10.21

2015-1-110

田近正洋

2015-1-111

室 圭

2015-1-112

吉田達哉

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有
呼吸器内科部 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

2015-1-113

水野伸匡

消化器外科部

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
H27.10.13
療法の第Ⅲ相試験

2015-1-114

坂尾幸則

呼吸器外科部

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

H27.10.15

2015-1-115 長谷川泰久 頭頸部外科部

咽喉頭癌に対する経口的切除術とインドシアニングリーン蛍光法
センチネルリンパ節生検術による低侵襲手術の研究

H27.10.6

副院長兼医療 がん専門病院における職員の医療安全管理に対する意識と医療
安全管理部 安全文化に関する研究

H27.10.13

2015-1-116

木下朝博

2015-1-117

岩田広治

薬物療法部

乳腺科部

Recurrence Score Result as a Predictor of Clinical Response to
Neoadjuvant Letrozole（術前レトロゾール治療の効果予測因子と
しての再発リスクスコア™結果の検討）

8

H27.11.2

平成２７年度～倫理審査委員会承認一覧

腹膜播腫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

2015-1-118

門脇重憲

薬物療法部

2015-1-120

古平 毅

放射線治療部

2015-1-121

岩田広治

乳腺科部

2015-1-122

樋田豊明

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
呼吸器内科部 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 JCOG１２０５/１２０６

H27.10.16

2015-1-123

水野伸匡

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
消化器内科部 （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

H27.10.16

2015-1-124

岩田広治

閉経後乳癌患者を対象とした術前内分泌療法下におけるゾレドロ
ン酸の投与の有効性およびγ δ 型T細胞の関連を探索する多施
設共同試験（臨床第Ⅱ相試験）

H27.10.20

2015-1-125

山本一仁

血液・細胞療法 JCOG1111：成人T細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェロン
部／臨床試験 α /ジドブジン併用療法とWatchful Waiting療法の第Ⅲ相ランダム
部
化比較試験

H27.10.21

2015-1-126

木下朝博

血液・細胞療法 JCOG1305：Interim(インテリム）PET(ペット）に基づく初発進行期ホ
部／臨床試験 ジキンリンパ腫に対するABVD療法およびABVD/増量BEACOPP H27.10.21
部
療法の非ランダム化検証的試験

2015-1-128 安形真由美

乳腺科部

看護部

H27.10.13

下咽頭癌に対する化学放射線療法の治療成績に関する後向き研
H27.10.19
究

閉経後ER陽性進行再発乳癌におけるフルベストラントの至適投
与方法の検討（JBCRG-C06）

H27.10.15

脊髄転移性腫瘍により対麻痺を生じた患者のQOL向上を目的と
したストーマ造設について

H27.11.25

2015-1-129

室 圭

薬物療法部

切除不能な進行・再発大腸癌に対する初回治療としての
FOLFOXIRI＋ベバシズマブ療法 多施設共同第Ⅱ相試験
（QUATTRO試験）

H27.10.21

2015-1-130

門脇重憲

薬物療法部

JCOG1013: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
法のランダム化第Ⅲ相試験

H27.10.21

2015-1-131

樋田豊明

局所進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋S-1
呼吸器内科部 同時胸部放射線治療とシスプラチン＋ペメトレキセド同時胸部放
射線治療の無作為化第Ⅱ相試験

H27.10.21

2015-1-132

安部哲也

消化器外科部

JCOG1109 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

H27.10.21

2015-1-133

水野美香

婦人科部

JGOG2046: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

H27.10.28
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初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサ
血液・細胞療法
チニブの分子遺伝学的完全寛解達成率の多施設共同前方視的
部/臨床試験部
ランダム化比較試験（JALSG CML212)

H27.11.5

婦人科部

JGOG3020: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

H27.11.5

岩田広治

乳腺科部

ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンの
CYP2D6遺伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究

H27.12.18

2015-1-137

門脇重憲

薬物療法部

JCOG1108/WJOG7312G「高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の
腹膜転移を有する胃癌に対する5-FU/1-LV療法ＶＳ．FLTAX(5FU/1-LV+PTX)療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験」について

H27.11.5

2015-1-138

水野伸匡

2015-1-139

門脇重憲

2015-1-140

2015-1-134

山本一仁

2015-1-135

水野美香

2015-1-136

「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
消化器内科部 （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試験）」の附随研究―化学療法を試行した進行
胆道癌における薬剤感受性予測因子に関する研究

H27.11.11

HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS-1＋オキサリプラチ
ン＋トラスツズマブ（SOX＋Tmab)併用療法の第Ⅱ相試験（付随バ
イオマーカー研究を含む）HIGHSOX

H27.11.2

伊藤友一

化学療法未治療のHER2陰性進行・再発胃癌に対するオキサリプ
消化器外科部 ラチン＋S-1療法について検討する第Ⅱ相臨床試験
（KSCC1501A)

H27.11.2

2015-1-142

花井信広

頭頸部外科部

頭頸部癌頸部リンパ節転移の超音波診断基準作成に関する多施
設研究

H27.12.3

2015-1-143

丹羽康正

内視鏡部

消化管原発の神経内分泌腫瘍に関するWHO2010分類を用いた
観察研究

H27.11.5

2015-1-144

筑紫 聡

整形外科部

Kyocera Modular Limb Salvage system (KMLS)新セメントレスステ
ムの短期成績調査

H28.1.25

2015-1-145

坂尾幸則

呼吸器外科部

ダ・ヴィンチ手術システムを用いたロボット支援肺葉・区域切除術
の臨床応用

H28.1.18

2015-1-146

坂尾幸則

呼吸器外科部

ダ・ヴィンチ手術システムを用いたロボット支援縦隔腫瘍摘出術の
臨床応用

H28.1.18

H27.12.18

H27.12.18

薬物療法部

2015-1-147

谷口浩也

薬物療法部

フッ化ピリミジン、オキサリプラチンを含む化学療法に不応または
不耐な切除不能進行・再発大腸癌に対する２次治療としてのイリ
ノテカン、ベバシズマブ、TAS-102隔週投与併用療法の第I相試験
（MODURATE試験）

2015-1-148

谷口浩也

薬物療法部

切除不能進行・再発大腸癌に対する1次治療としてのS1/Leucovorin（SL）隔日投与+Oxaliplatin+Bevacizumab併用療法
の第II相試験
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2015-1-150

樋田豊明

呼吸器内科部

高齢者局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン、TS-1併
用化学療法、同時胸部放射線治療の第1／2相試験

H28.6.24

H27.11.18

2015-1-151

水野美香

婦人科部

GOTIC-001/JGOG3019: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＋Carboplatin3週毎点滴静注投与
とPaclitaxel毎週点滴静注＋Carboplatin3週毎腹腔内投与のラン
ダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験（iPocc trial)

2015-1-152

樋田豊明

呼吸器内科部

EGFR遺伝子変異陽性患者におけるEGFR-TKIs治療効果に関わ
る遺伝子異常の同定

H27.12.10

2015-1-153

水野美香

婦人科部

JCOG1203：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

H27.11.18

2015-1-154

水野美香

婦人科部

JCOG1101: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

H27.11.18

H27.11.18

2015-1-155

水野美香

婦人科部

JGOG3018：プラチナ抵抗性再発・再燃Mullerian carcinoma（上皮
性卵巣がん、原発性卵管がん、腹膜がん）におけるリポソーム化
ドキソルビシン（PLD)50ｍｇ／㎡に対するPLD40ｍｇ／㎡のランダ
ム化第Ⅲ相比較試験

2015-1-156

水野美香

婦人科部

子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する調査研究

H27.11.27

2015-1-158

水野美香

婦人科部

JCOG1311：IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する

H27.12.3

2015-1-159

田地浩史

2015-1-160

室圭

2015-1-161

自家及び同種移植を施行した悪性リンパ腫における治療関連急
血液・細胞療法
性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群に関する検討（後方視的研
部
究）

H27.11.27

薬物療法部

進行再発大腸癌におけるmicrosatellite instability (MSI)を検討す
る多施設共同研究（GI-SCREEN CRC-MSI）

H27.12.15

田近正洋

内視鏡部

JCOG0508粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期（T１NOMO)食道癌に対す
る内視鏡的粘膜切除術（EMR)と化学放射線併用治療の有効性に
関する非ランダム化検証的試験

H27.12.3

2015-1-162

室 圭

薬物療法部

大腸癌以外の消化器癌におけるがん関連遺伝子異常のプロファ
イリングの多施設共同研究（SCRUM-Japan GI-screen 2015-01Non CRC）

H27.12.15

2015-1-163

古平 毅

放射線治療部

JROSG12-2 日本人の頭頸部癌患者におけるCetuximabを含む治
療の観察研究実施計画書

H27.12.8

2015-1-164

樋田豊明

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
呼吸器内科部 nab-パクリタキセルのランダム化比較第III相試験
Japanese Intergroup Study of Nab-Paclitaxel (J-AXEL)

2015-1-165

安藤正志

薬物療法部

原発不明癌に対する免疫組織学的検査を用いた化学療法の効
果に関する
後方視的研究
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2015-1-166

2015-1-167

澤木正孝

服部正也

乳腺科部

JCOG1017 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

H27.12.22

乳腺科部

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べバシズマブ＋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―
［JBCRG-M04 (BOOSTER)trial]

H27.12.16

N0口腔癌における選択的頸部郭清術とセンチネルリンパ節ナビ
ゲーション手術の無作為化比較試験

H27.12.16

2015-1-168 長谷川泰久 頭頸部外科部

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
消化器外科部 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-07AR

2015-1-170

伊藤誠二

2015-1-171

澤木正孝

乳腺科部

内分泌療法耐性エストロゲン受容体陽性転移乳がんに対する二
次内分泌療法のコホート研究

H28.1.8

2015-1-172

稲葉吉隆

放射線診断・
IVR部

治療抵抗性の肝転移に対する球状塞栓物質を用いた肝動脈塞
栓療法：多施設共同第Ⅱ相試験

H28.2.10

薬物療法部

再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸がん治癒切除例に
対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法またはXELOX
療法の至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験
（JFMC-48-1301-C04 ACHIEVE-2 Trial)

H27.12.18

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法
呼吸器内科部 としてのベバシズマブ+ エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単
剤療法を比較する非盲検無作為化比較第III相臨床試験 NEJ026

H27.12.28

2015-1-173

室 圭

2015-1-174

樋田豊明

2015-1-175

門脇重憲

H27.12.16

薬物療法部

フッ化ピリミジン系抗がん剤による高アンモニア血症の検討

H28.1.18

H28.2.18

2015-1-178

門脇重憲

薬物療法部

HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS1+Oxaliplatin+Trastuzumab(SOX
+Tmab)併用療法の第Ⅱ相臨床試験における付随バイオマーカー
研究
HIGHSOX付随研究

2015-1-179

肱岡 範

放射線診断・
IVR部

神経内分泌腫瘍に対するオクトレオスキャンの診断能の評価

H28.1.13

2015-1-180

樋田豊明

呼吸器内科部

進行期肺癌患者の就労支援、およびその阻害因子の同定に関す
る研究

H28.1.18

2015-1-181

門脇重憲

薬物療法部

胃癌術後補助化学療法後の早期再発例に対する化学療法の検
討

H28.2.10
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乳房温存手術・術中単回高線量照射法のQOL調査および社会に
与える影響に関する研究
（UMIN000003578試験 附随研究）

H28.1.20

中西速夫

頭頸部がん、胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん等に対する新し
遺伝子病理診
い個別化医療に関する基礎的検討とその臨床応用に関する研究
断部
（承認番号；第8-26号）

H28.1.20

2015-1-184

伊藤誠二

ＳｔａｇｅⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての
消化器外科部 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

H28.2.10

2015-1-185

谷口浩也

薬物療法部

2015-1-186

岩田広治

2015-1-188

2015-1-182

澤木正孝

2015-1-183

乳腺科部

切除不能進行・再発大腸癌におけるBRAF遺伝子変異に関する
多施設共同観察研究（J-BROS)

H28.2.3

乳腺科部

針生検にて非浸潤性乳管癌 (ductal carcinoma in situ)と診断され
た症例の臨床病理学的検討：多施設共同研究

H28.1.18

岩田広治

乳腺科部

JCOG1017A：「Stage Ⅳ乳癌に対する原発巣切除が血中循環乳
癌細胞に及ぼす影響に関する研究」（JCOG1017 附随研究）

H28.1.18

2015-1-189

樋田豊明

呼吸器内科部

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（JCOG1404、
WJOG8214L)

H28.2.1

2015-1-190

肱岡 範

消化器内科部

膵神経内分泌癌及び膵MANECにおける遺伝子異常の網羅的解
析

H28.2.12

2015-1-191

室 圭

薬物療法部

ドセタキセル、シスプラチン、S-1併用療法に不応・不耐進行胃癌
に対するタキサン系薬剤または、イリノテカンの有効性に関する
多施設共同後向き観察研究

H28.2.1

2015-1-192

吉田達哉

呼吸器内科部

ALK陽性非小細胞肺癌におけるALK阻害剤の治療効果に関する
後方視的研究

H28.2.18

2015-1-193

室 圭

薬物療法部

網羅的遺伝子解析技術を用いた抗EGFR抗体薬治療効果予測バ
イオマーカーの探索研究に関する多施設共同研究

H28.2.9

2015-1-194

肱岡 範

消化器内科部

進行膵神経内分泌腫瘍におけるKi-67指数と全身化学療法の治
療効果の相関を探索する研究

H28.2.18

2015-1-195

稲葉吉隆

放射線診断・
IVR部

全身化学療法不応後の切除不能大腸癌肝転移に対する肝動注
化学療法の実態調査

H28.1.29

2015-1-196

門脇重憲

薬物療法部

腹膜播腫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

H28.2.3

2015-1-197

小森康司

局所切除後の側方・垂直断端陰性かつ高リスク直腸pSM癌の追
消化器外科部 加手術拒否例に対するカぺシタビン併用放射線療法の第Ⅱ相試
験

H28.1.28
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2015-1-198

筑紫 聡

整形外科部

粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫におけるNY-ESO-1
の発現と臨床成績に関する研究
- 骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 -

H28.3.14

2015-1-199

今岡 大

消化器内科部

切除不能進行膵癌におけるCEAの予後予測因子としての有用性
に関する後ろ向きコホート研究

H28.2.3

2015-1-200

樋田豊明

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
呼吸器内科部 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

H28.2.8

2015-1-201

小森康司

消化器外科部

大腸癌治癒切除術施行症例における術中腹腔洗浄細胞診の有
用性に関する多施設共同前向き研究（PEC-CC)

H28.2.8

2015-1-202

清水泰博

先進医療制度下 自主臨床試験（先進医療告知番号47)
手術部／消化 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
器外科部
（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

H28.2.10

2015-1-203

稲葉吉隆

放射線診断・
IVR部

TSU-68臨床第III相試験終了後の観察研究（JIVROSG-1501）

H28.2.18

2015-1-204

肱岡 範

消化器内科部

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

H28.2.3

2015-1-205

稲葉吉隆

放射線診断・
IVR部

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（JIVROSG-1302

H28.4.4

2015-1-207

富田夏夫

放射線治療部

前立腺癌に対する内分泌治療併用によるトモセラピーの治療成
績と検討

H28.2.18

2015-1-208

田中 努

内視鏡部

消化管原発びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（Digestive tract
primary diffuse large B-cell lymphoma）の内視鏡形態と臨床病理
学的な検討および予後に関する多施設共同後方視的研究

H28.2.22

2015-1-209

筑紫 聡

整形外科部

Kyocera Modular Limb Salvage system (KMLS)新セメントレスステ
ムの短期成績調査

H28.2.18

2015-1-211

水野伸匡

消化器内科部

家族性膵癌登録制度の確立と日本国内の家族性膵癌家系にお
ける膵癌発生頻度の検討

H28.3.31

2015-1-212

坂尾幸則

JCOG0804
呼吸器外科部 胸部薄切CT所見に基づく肺野型早期肺癌に対する縮小切除の
第Ⅱ相試験

H28.3.3

2015-1-213

坂尾幸則

JCOG0802
呼吸器外科部 肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する肺葉切除と縮小切除（区域
切除）の第Ⅲ相試験

H28.3.1
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2015-1-214

坂尾幸則

呼吸器外科部 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究

2015-1-215

三澤一成

消化器外科部

腹腔鏡下幽門側胃切除技能評価スケールの信頼性および妥当
性の検討

H28.3.14

2015-1-216

田近正洋

内視鏡部

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）

H28.4.4

2015-1-217

服部正也

乳腺科部

ドセタキセルを含むレジメンにより術前・術後化学療法を受ける乳
癌患者を対象とした客観的、主観的評価による四肢浮腫の検討

H28.3.2

2015-1-218

樋田豊明

Nivolumabの治療効果と肺がんの臨床病理学的、分子生物学的
呼吸器内科部 特徴の関連性を
明らかにするための前向き観察研究

H28.2.26

H28.3.14

フッ化ピリミジン系薬剤、プラチナ系薬剤、trastuzumabに不応と
なった進行・再発HER2陽性胃癌・食道胃接合部癌に対する
weeklly pacritaxel＋trastuzumab併用療法 vs. weekly paclitaxel療
法のランダム化第Ⅱ相試験（WJOG7112G:T-ACT study)

H28.3.15

胆管空腸吻合術後狭窄に対する一時的なカバー付き金属製ステ
ント留置の有効性と安全性
消化器内科部 Usefulness of temporary deployment of fully-covered self
expandable metal stents for benign bilioenteric anastomotic
stricture

H28.2.26

2015-1-221 長谷川泰久 頭頸部外科部

TGFβ シグナル関連分子の発現を応用した新規腫瘍マーカーの
開発

H28.3.3

2015-1-222

古平 毅

放射線治療部

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3cm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

H28.3.14

2015-1-226

三澤一成

消化器外科部

ダ・ヴィンチXi手術システムを用いた臨床病期Ⅰ期胃癌に対する
ロボット支援腹腔鏡下胃切除の臨床応用に関する試験

H28.3.14

2015-1-227

岩田広治

乳腺科部

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
[JBCRG-M05 (PRECIOUS)]

H28.3.3

2015-1-228

清水泰博

消化器外科部

下部直腸癌の側方リンパ節郭清における3D-CTAでの上膀胱動
脈の術前評価の有用性に関する前向き観察研究（ACC-RC 01）

H28.4.21

2015-1-229

谷口浩也

薬物療法部

レゴラフェニブおよびTAS-102以外の標準治療薬に不応/不耐と
なった治癒切除不能大腸がんに対するレゴラフェニブ単独療法と
TAS-102単独療法を比較する多施設共同観察研究（REGOTAS）

H28.3.22

2015-1-230

肱岡 範

消化器内科部

膵嚢胞性病変の鑑別診断における嚢胞液分析・細胞診の臨床的
意義に関する後方視的研究

H28.3.15

2015-1-219

2015-1-220

谷口浩也

原 和生

2015-1-231

水野美香

2015-1-232

清水泰博

薬物療法部

JGOG 3022: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
婦人科部
学療法＋べバシズマブ同時併用に続くべバシズマブ単独継続投
与の前向き観察研究
切除可能膵癌に対する術前治療としてのS-1併用放射線療法と
消化器内科部 ゲムシタビン＋S-1併用療法のランダム化第Ⅱ相試験（JASPAC04試験）
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H28.3.23

H28.5.9
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2015-1-233

清水泰博

消化器内科部

Borderline resectable 膵癌に対する術前S-1併用放射線療法の
第Ⅱ相試験（JASPAC-05試験）

H28.3.31

2015-1-234

水野伸匡

UGT1A1遺伝子多型*28,*6ホモ接合体または複合ヘテロ接合体
消化器内科部 を有する進行膵癌患者におけるFOLFIRINOX療法の多施設共同
観察研究

H28.4.7

2015-1-236

水野美香

婦人科部

子宮頸部上皮内腫瘍および子宮頸癌に対する円錐切除術に関
する調査研究

H28.3.28

2015-1-237

伊藤誠二

薬物療法部

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/S-1＋シスプラチン併用療法による第Ⅲ相臨床試験
PHOENIX-GC

H28.3.31

2015-1-238

伊藤誠二

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
手術部／消化
内併用療法の第Ⅱ相臨床試験
器外科部
［肉眼的腹膜播種陰性・腹腔洗浄細胞診陽性（P0CY1)症例対象］

H28.3.31

2015-1-239

原 和生

肝門部悪性胆道閉塞に対する6mm径カバー型自己拡張型金属
消化器内科部 ステントのside-by-side留置法の成績に関するケースシリーズ研
究

H28.4.7

2015-1-240

室 圭

高齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-1/L-OHP
併用（SOX)療法のランダム化第Ⅱ相試験 WJOG8315G

H28.4.5

薬物療法部

局所進行上顎洞原発扁平上皮癌に対するCDDPの超選択的動注
2015-1-242 長谷川泰久 頭頸部外科部 と放射線同時併用療法の用量探索および有効性検証試験
（JCOG1212）

H28.4.5

2015-1-243

水野伸匡

消化器内科部

治癒切除不能膵癌に対する２次治療以降のFOLFIRINOX療法の
後ろ向きコホート研究

H28.4.7

2015-1-246

肱岡 範

消化器内科部

当院における進行膵神経内分泌腫瘍に対する薬物療法の現状
の後方視的検討

H28.4.14

2015-1-247

坂尾幸則

呼吸器外科部 肺動脈の分岐様式と肺容積の関連性に関する後ろ向き臨床研究

H28.4.21

2015-1-248

門脇重憲

薬物療法部

標準化学療法後に増悪した進行・再発胃癌に対するmFOLFOX６
療法の第Ⅱ相臨床試験

H28.4.12

2015-1-249

細野覚代

疫学・予防部

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

H28.4.12
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