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研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023-009 (PDF) 鈴木　真也 東病院 がん患者における動脈血栓症の発症実態とリスク因子の調査
2013/06/01～
2022/12/31

2023-005 吉川　貴己 中央病院
JCOG1907A1:cT1-4aN0-3 胃癌におけるロボット支援下胃切除
術と腹腔鏡下胃切除術の 術者疲労に関する探索的前向き観察
研究

2023/05/09～
2026/03/31

2023-004 吉田　健一 研究所 ファンコニ貧血と関連病態の原因遺伝子解析
2023/05/09～
2024/03/31

2023-003 (PDF) 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究 
「ICI関連大腸炎における腸管免疫動態および腸内細菌叢の解
明」

2017/04/01～
2025/12/31

2022-437 青景　圭樹 東病院
切除後の非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ術後補助療法
の多機関共同前向き観察研究

2023/05/09～
2024/09/30

2022-434 (PDF) 伊藤　昌司 東病院
放射線治療計画における自動プランチェックのための革新的プ
ラットホームの開発研究

2018/01/01～
2025/03/31

2022-433 吉野　孝之 東病院
進行・再発大腸癌を対象としたLS104Rによる血漿中BRAF遺伝
子変異検査に係る同等性試験

2023/04/24～
2024/03/31

2022-431 (PDF) 後藤　功一 東病院

肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための後向き研
究 第2期 -免疫関連有害事象を予測するバイオマーカーの検討
- 

2017/02/01～
2018/05/31

2022-430 成田　善孝 中央病院
脳腫瘍患者・介護者のニーズとサポートに関する全国調査と分
析

2023/04/12～
2023/12/31

2022-429 (PDF) 田部　宏 東病院
JGOG3030: 卵巣癌初回治療後のオラパリブおよびベバシズマ
ブ併用維持療法の安全性と有効性を検討する観察研究

2022/06/01～
2023/05/31

2023年5月19日現在

当センターの機関の長：国立がん研究センター 理事長 中釜 斉

■■■の箇所は、倫理指針に基づき、研究対象者の人権、あるいは研究責任者の希望により研究の
独創性、知的財産権の保護または競争上の地位の保全を目的として、非公開としている情報です。

グレーの網掛けの研究は終了しています。

当センターで実施中の各種倫理指針が適用となる全研究一覧

研究課題番号の降順に並んでおり、概ね新しく研究許可された順に並んでいます。

研究課題番号に（PDF）の記載がある場合は、（PDF）をクリックすると研究の概要を見ることができま
す。研究概要をご覧になって、ご自身の情報や試料を使われたくないと思われた場合は、研究概要中
に記載のある連絡先までお申し出ください。

本一覧は、当センターで実施中の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」、「人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」が適用
となる全研究の一覧です。
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2022-428 増田　均 東病院
日本における根治的切除後の筋層浸潤性膀胱がん患者を対象
とした治療に関する選好研究

2023/04/06～
2023/10/31

2022-426 (PDF) 川澄　賢司 東病院
非小細胞肺がん患者におけるアナモレリン適応時期に関する研
究

2019/04/01～
2020/03/31

2022-425 角南　久仁子 中央病院
がんに対する全ゲノム解析等の実行可能性と意義を評価する前
方視的観察研究

2023/04/18～
2025/12/31

2022-424 (PDF) 高橋　真美 研究所 PDXマウスを用いた腫瘍溶解性ウイルスの評価に関する研究
1999/01/01～
2019/10/17

2022-421 湯田　淳一朗 東病院

医師主導治験「難治性のCD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫
を対象としたFCAR-CD20療法の安全性、忍容性及び薬物動態
を検討する第Ⅰ相臨床試験（略称：FCAR-CD20試験）」に参加し
た患者を対象とする、治験治療終了後の有効性及び安全性を
調査する観察研究

2023/04/03～
2027/03/31

2022-420 髙橋　聡 東病院
JCOG2005：頭頸部発生初発基底細胞癌縮小マージン切除に関
する単群検証的試験

2023/04/26～
2037/03/03

2022-418 (PDF) 山本　雄介 研究所
婦人科がんに対する複合的がん免疫療法の開発を目指した基
礎的研究

2000/01/01～
2027/03/31

2022-416 (PDF) 吉野　孝之 東病院
臓器横断的な腫瘍内微生物叢のプロファイリングと臨床病理学
的および免疫学的な関わりの探究 

2014/02/05～
2022/09/30

2022-414 髙橋　聡 東病院
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

2017/04/03～
2024/04/30

2022-413 吉田　健一 研究所
先天性再生不良性貧血（Diamond-Blackfan貧血）の遺伝要因の
研究

2023/01/27～
2031/09/30

2022-412 (PDF) 小林　望 中央病院
Japan Polyp Study参加者既存資料を用いた大腸癌予防のため
の多機関共同観察研究

2002/11/27～
2006/12/31

2022-411 久保　絵美 東病院
在宅療養支援診療所-機能強化型の医師とがん薬物療法専門
医を対象とした、がん患者における在宅医療推進のためのアン
ケート調査

2023/03/06～
2023/12/31

2022-408 澤田　典絵 がん対策研究所
国民健康づくり運動の推進に向けた飲酒の社会的影響に関す
るエビデンスの創出

2023/03/24～
2026/03/31

2022-407 (PDF) 影山　俊一郎
先端医療開発セ
ンター(柏)

非小細胞肺癌放射線治療後のがん免疫応答に関する空間解析
2013/01/01～
2026/03/31

2022-405 田部　宏 東病院
JGOG3031: 再発卵巣癌に対するニラパリブの安全性と有効性
を検討する観察研究

2020/12/01～
2023/06/30

2022-403 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

がん性悪液質に対するアナモレリン治療による生体内の摂食関
連因子の変動に関する探索的検討

2023/04/26～
2024/03/31

2022-402 青景　圭樹 東病院
肺癌周術期管理支援アプリのユーザビリティに関する前向き観
察研究

2023/04/19～
2023/09/30

2022-401 (PDF) 平野　勇太 東病院 入院するがん患者の有する精神・身体症状の後ろ向き観察研究
2022/10/01～
2022/11/30
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2022-400 (PDF) 冲中　敬二 東病院 がん患者へのワクチン接種に関する患者アンケート調査研究
2023/02/27～
2026/12/31

2022-398 (PDF) 池田　公史 東病院
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検 (EUS-FNA) 後
の穿刺経路腫瘍細胞播種（ Needle tract seeding ）の前向き全
国調査

2023/03/20～
2025/12/31

2022-396 (PDF) 肱岡　範 中央病院

膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検 (EUS-FNA) 後
の穿刺経路腫瘍細胞播種（ Needle tract seeding ）の前向き全
国調査 

2023/04/12～
2026/02/28

2022-395 (PDF) 向原　徹 東病院
CDK4/6阻害薬と胃酸分泌抑制薬の薬物相互作用の検証：多施
設共同後方視的観察研究

2017/12/01～
2022/08/31

2022-394 原野　謙一 東病院
腫瘍減量術を行う卵巣がんを対象とした多施設共同レジストリ
研究(GALAXY-OV trial)

2023/03/30～
2025/03/31

2022-393 (PDF) 間野　博行
国立がん研究セ
ンター

Mesenchymal型神経膠芽腫に対する抗体医薬の研究
1999/01/01～
2020/03/05

2022-391 吉川　貴己 中央病院
NivolumabとS-1/オキサリプラチン併用療法をうける少数転移
（oligometastasis）を有するステージIV胃癌患者の観察研究 

2023/04/20～
2024/03/31

2022-390 (PDF) 松浦　一登 東病院
咽喉頭ビデオスコープ画像を用いた自動画像診断装置構築に
関する後ろ向き観察研究

2010/01/01～
2022/11/30

2022-389 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
大規模ゲノムコホート連携による疾患発症や中間表現型等にか
かわる遺伝的素因の解明と遺伝環境相互作用解析

2023/02/21～
2024/03/31

2022-388 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
International Multicenter Retrospective Study on Low-Grade 
Fibromyxoid Sarcoma (LGFMS) and Sclerosing Epithelioid 
Fibrosarcoma (SEF)

2000/01/01～
2022/09/30

2022-387 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 高齢者非小細胞肺癌に対する化学療法の現状
2011/10/01～
2021/03/31

2022-386 長谷川　寛 東病院
手術中の患者ステータスに関する情報取得と解析に関する研究
開発

2023/02/27～
2025/03/31

2022-385 (PDF) 肱岡　範 中央病院 膵癌エクソソームの網羅的解析による新規マーカーの探索
2023/02/15～
2024/03/31

2022-384 (PDF) 鈴木　真也 東病院 抗がん薬による心機能障害の発症実態とリスク因子の調査
2013/06/01～
2023/12/31

2022-383 (PDF) 北條　秀博 東病院
局所進行食道扁平上皮癌に対する術前化学療法+手術療法と
陽子線併用化学放射線療法の比較試験（多施設共同試験）

2010/01/01～
2019/12/31

2022-382 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
小腸・大腸・肛門病変の臨床病理学的特性、治療の効果・安全
性および長期成績に関する単施設後ろ向き横断的観察研究

1990/01/01～
2032/12/31

2022-381 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 子宮体がん治療の現状
2015/10/01～
2020/03/31

2022-380 齋藤　豊 中央病院
NCCH-2205:胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡的全層切除術の単
施設介入研究

2023/03/20～
2025/03/31

2022-379 (PDF) 杉本　元一 東病院
腹腔洗浄細胞診陽性膵癌に対し切除の是非を明らかにするた
めの比較研究

2012/01/01～
2020/12/31
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2022-377 (PDF) 阿部　清一郎 中央病院
抗凝固薬服用者に対する胃内視鏡的粘膜下層剥離術後後出血
のリスク評価と抗血栓薬内服者に対する消化器内視鏡診療ガイ
ドライン追補版の妥当性評価: 多施設共同観察研究

2013/11/01～
2020/10/31

2022-376 (PDF) 森實　千種 中央病院
「BRCA遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の胆道癌、膵
癌、その他の消化器・腹部悪性腫瘍患者に対するNiraparibの多
施設共同第II相試験」に付随するトランスレーショナル研究

2023/02/20～
2023/12/31

2022-375 (PDF) 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究40｢切除不能進行・再発胃/食道胃接合部/食道腺癌
患者を対象としたRegorafenibとNivolumab及び化学療法の同時
併用療法の第Ib/II相臨床試験｣における患者免疫状態の解析 

2023/02/09～
2025/12/31

2022-374 肱岡　範 中央病院
肝門部悪性胆管狭窄に対するplastic stent胆管内留置法の有
用性の検討 ～多施設共同ランダム化比較試験～

2023/03/30～
2024/06/30

2022-373 (PDF) 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

オンコロジー領域における画像及び診療情報を活用した診療支
援AIアプリケーションと統合診療情報ソリューションの研究

2013/05/01～
2025/12/31

2022-372 本間　義崇 中央病院
トラスツズマブ デルクステカンを投与された唾液腺癌患者にお
ける作用機序および免疫関連バイオマーカーに関する探索研究

2023/03/03～
2023/07/31

2022-371 富岡　利文 東病院 鏡視下頸部郭清術の術式開発と安全性・同等性に関する研究
2023/03/24～
2025/06/30

2022-369 (PDF) 向原　徹 東病院
ENH-DS-21008:「エンハーツ点滴静注用100mg特定使用成績調
査(乳癌)」患者を登録対象としたトラスツズマブデルクステカン中
止後の後治療に関するコホート研究

2020/05/25～
2023/11/30

2022-368 (PDF) 棟方　理 中央病院

再発/治療抵抗性二次性中枢神経系リンパ腫に対するチラブル
チニブ単剤療法の有効性と安全性を評価する第II相医師主導治
験（NCCH2201/MK013/CRYSTAL）の附随研究 

2022/12/01～
2024/11/30

2022-366 (PDF) 木下　敬弘 東病院
胃上部進行癌に対する噴門側胃切除の妥当性に関する多機関
共同観察研究 

2011/01/01～
2021/12/31

2022-365 (PDF) 湯田　淳一朗 東病院 造血器腫瘍におけるBAFF関連遺伝子の機能的解析
2007/01/01～
2024/03/31

2022-364 (PDF) 山﨑　直也 中央病院
進行期乳房外パジェット病に対する全身薬物療法の効果に関す
る多施設共同後向き研究

2011/04/01～
2022/04/30

2022-363 (PDF) 吉野　孝之 東病院 固形腫瘍における BRAF 遺伝子変異検出試薬の臨床性能試験
2012/04/01～
2022/12/31

2022-362 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
中枢神経原発悪性リンパ腫を対象とした予後予測指標の多施
設共同観察研究

2000/05/09～
2016/01/05

2022-361 伊藤　雅昭 東病院

JCOG1801A1: JCOG1801「直腸癌局所再発に対する術前化学
放射線療法の意義に関するランダム化比較第III相試験」の附随
研究 ctDNAによる直腸癌局所再発の予後因子・治療効果予測
因子に関する探索的研究

2023/02/21～
2025/08/31

2022-360 島津　太一 がん対策研究所 健康情報についての全国調査（2023年）
2023/03/24～
2023/07/31
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2022-359 (PDF) 金光　幸秀 中央病院
ロボット支援超低位前方切除術又は経肛門吻合を伴うロボット
支援直腸切除術の手術成績に関する後向きコホート研究

2020/01/01～
2021/12/31

2022-358 (PDF) 松浦　一登 東病院
内視鏡下甲状腺手術でのAIによる画像認識技術を用いたリアル
タイムナビゲーションシステムの開発

2009/05/01～
2023/09/30

2022-357 (PDF) 後藤田　直人 東病院
切除可能な少数転移巣を伴う膵癌に対する外科的切除の有用
性に関する検討

2000/01/01～
2020/12/31

2022-356 大幸　宏幸 中央病院
食道癌術後患者を対象とした外来リハビリテーション介入の 
多施設共同ランダム化比較試験 

2022/10/01～
2024/09/30

2022-355 吉見　昭秀 研究所 造血器腫瘍患者の遺伝子解析による発症機序解明研究
2023/02/15～
2028/03/31

2022-354 (PDF) 原田　まなみ 東病院
オシメルチニブ長期使用患者における治療期間別の有害事象
発現状況に関する後方視的研究

2018/08/01～
2019/10/31

2022-353 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

尿路上皮癌患者における臨床病理学的・遺伝的な特性と治療
の効果等に関する多施設共同研究

2000/04/01～
2030/03/31

2022-352 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

EGFR変異陽性肺癌患者における組織転化症例における免疫微
少環境と臨床経過の検討 

2012/01/01～
2019/12/31

2022-350 坂東　英明 東病院

「ミスマッチ修復異常を認める切除可能直腸癌を対象に免疫
チェックポイント阻害薬の有効性・安全性を検討する多施設共同
臨床第Ⅱ相試験（略名: VOLTAGE-2 試験）」に付随するバイオ
マーカー研究

2023/02/18～
2025/03/31

2022-349 (PDF) 坂東　英明 東病院

「ミスマッチ修復異常を認める切除可能直腸癌を対象に免疫
チェックポイント阻害薬の有効性・安全性を検討する多施設共同
臨床第Ⅱ相試験」の長期有効性・安全性とQuality of life (QOL)
に関する観察研究

2023/02/09～
2030/03/31

2022-348 (PDF) 田部　宏 東病院
進行卵巣癌根治術でのイレオストミー造設症例に関する後方視
的検討

2018/04/01～
2022/03/31

2022-347 (PDF) 松岡　弘道 中央病院 疾患横断的な術後せん妄予測バイオマーカーの開発
2019/01/01～
2024/12/31

2022-346 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究40腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発

2020/04/01～
2025/12/31

2022-345 (PDF) 吉田　健一 研究所 固形腫瘍のゲノム解析に関する多施設共同研究
2002/01/01～
2028/03/31

2022-344 (PDF) 五十嵐　隆志 東病院
経口・経静脈・経直腸非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）使用患
者におけるジクロフェナクナトリウム経皮吸収型製剤への切替に
伴う疼痛変化と使用状況の調査

2021/08/12～
2022/10/31

2022-342 (PDF) 小林　信 東病院
大腸癌遠隔転移切除例におけるBRAF V600E遺伝子変異に関
する多施設共同観察研究（再開）

2005/01/01～
2017/12/31

2022-339 (PDF) 石井　源一郎 東病院 肺腫瘍性病変切除例における術後の臨床病理学的特徴の検討
2010/01/01～
2022/04/01

2022-338 (PDF) 鈴木　啓道 研究所
多機関共同研究によるオミックス解析を用いた 
下垂体癌の分子学的病態機序の解明

2023/02/20～
2026/03/31
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2022-336 (PDF) 後藤　功一 東病院
気管支鏡検査時の迅速細胞診における自動画像解析システム
の開発のための多機関共同後ろ向き観察研究 

2018/04/01～
2022/11/30

2022-335 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 肛門管癌の病態解明とStagingに関する研究（再開）
1991/01/01～
2020/12/31

2022-334 (PDF) 後藤　功一 東病院
細胞診検体を用いたマルチ遺伝子診断法の確立と臨床応用を
目指した研究 

2020/09/01～
2022/11/30

2022-333 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
結腸癌に対する体腔内吻合の短期・長期成績に関する後向き・
前向きコホート研究

2020/01/01～
2021/12/31

2022-331 里見　絵理子 中央病院
メサドンによる難冶性がん疼痛治療効果に関する多施設共同前
向き観察試験

2023/01/21～
2024/12/31

2022-330 (PDF) 眞﨑　健太 中央病院
ストーマ装具選択ケアフローチャートの妥当性を評価するための
後ろ向き観察研究

2019/06/01～
2020/10/31

2022-329 井垣　浩 中央病院
前立腺がんHDR monotherapy多施設共同臨床試験の長期成績
を調査するための観察研究

2018/02/01～
2023/12/31

2022-328 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

婦人科がんおよび乳がん患者を対象とした薬物療法管理アプリ
ケーションを用いた前向き観察研究

2023/02/01～
2023/06/30

2022-327 伊藤　雅昭 東病院
大腸がん患者の尿を用いたがん種判別用細胞チップの有用性
の観察研究

2023/03/02～
2023/12/31

2022-326 田原　信 東病院
頭頸部がんにおける「ふくサポアプリ」を用いた免疫チェックポイ
ント阻害薬による有害事象の評価を目的とした前向き観察研究

2023/02/13～
2024/08/31

2022-325 (PDF) 矢野　友規 東病院
Multi-layer omics analysis dataを用いた食道がん浸潤メカニズ
ム解明に関する多施設共同前向き観察研究

2005/04/01～
2026/03/31

2022-324 大江　裕一郎 中央病院
免疫チェックポイント阻害剤の投与法別における薬物動態と毒
性変化、免疫応答解析の前向き観察研究 

2023/02/09～
2024/03/31

2022-323 中村　匡希 東病院
乳がん術後照射における寡分割放射線治療の安全性評価に関
する単機関前向き観察研究

2023/01/05～
2025/03/31

2022-322 (PDF) 米盛　勧 中央病院
国立がん研究センター中央病院のセカンドオピニオン診療の現
状と課題

2017/09/01～
2022/08/31

2022-321 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
非小細胞肺癌の術後局所再発における化学放射線療法および
化学放射線療法後デュルバルマブ維持療法の有効性および安
全性を検討する多機関共同後ろ向き観察研究（NEJ056）

2016/01/01～
2020/12/31

2022-320 (PDF) 松岡　弘道 中央病院
家族ケア外来受診者の臨床病理学的な特性と治療の効果・安
全性等に関する研究

2023/01/13～
2032/12/31

2022-319 里見　絵理子 中央病院

AYA～middle age世代がん患者を対象とした 
就労相談の不安に対する予備的有用性に関する 
単施設前向き観察研究 

2023/02/02～
2023/12/31

2022-318 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
切除可能な大腸がん腹膜播種に対する最適な治療方針を探索
する日韓共同観察研究 

2014/01/01～
2021/12/31
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2022-317 平野　秀和 中央病院
切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ再投与における有
効性と安全性の前向き観察研究

2023/05/09～
2025/03/31

2022-316 新野　真理子 がん対策研究所
がん薬物療法中の患者が経験する皮膚障害、末梢神経障害、
倦怠感に対するガイドラインに掲載されているケアの看護師によ
る実践状況の実態および関連因子の探索

2022/12/22～
2025/03/31

2022-315 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

ILDの診断に有用な新規Breath Biopsy法の開発 
Development of novel Breath Biopsy for useful diagnosis of ILD

2022/01/01～
2026/02/28

2022-314 (PDF) 内富　庸介 がん対策研究所
身体疾患におけるメンタルヘルスに関連する疾患横断的マー
カーの探索的研究－6NCメンタルヘルスレジストリの利活用研
究

2021/02/10～
2022/12/31

2022-313
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所 造血器腫瘍の網羅的病態解析
2022/12/17～
2030/03/31

2022-311 (PDF) 田部　宏 東病院
内視鏡下子宮全摘術における臓器認識を支援するAIソフトウェ
アの後向き性能評価試験

2023/02/15～
2023/09/30

2022-310 (PDF) 増田　均 東病院 En bloc TUR (ERBT)に関する多施設共同研究
2020/04/01～
2025/03/31

2022-309 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
全国骨・軟部腫瘍登録を用いた軟部肉腫における予後予測ノモ
グラムの開発およびノモグラムを用いた予後不良群の軟部肉腫
における化学療法における有効性の検討

2006/01/01～
2019/12/31

2022-308 伊藤　雅昭 東病院

人工知能を用いた内視鏡外科解剖ナビゲーションシステムの術
中使用の優越性を探索する多施設共同無作為化比較試験（英
名：A Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing With 
and Without Artificial Intelligence-based Intraoperative Image 
Navigation System Use in Laparoscopic Surgery） 

2023/02/02～
2024/03/31

2022-307 秋元　哲夫 東病院
乳房温存術後放射線療法における超短期照射の患者ニーズを
探索するアンケート調査

2022/12/21～
2023/06/30

2022-306 加藤　友康 中央病院
トランスジェンダー男性における女性生殖器の臨床病理学的検
討

2023/02/02～
2026/03/31

2022-305 井垣　浩 中央病院
ホウ素中性子捕捉療法(Boron Neutron Capture Therapy: 
BNCT)施行患者におけるバイオマーカー探索研究

2023/02/09～
2028/03/31

2022-304
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ピロリ菌除菌による胃癌腫瘍微小免疫環境変化を介した予後改
善効果の検討

2022/06/01～
2025/05/31

2022-303 (PDF) 向原　徹 東病院
アベマシクリブを服用した転移性乳癌患者を対象に使用実態及
び有効性を評価する国際共同観察研究（ABCR2）

2018/11/30～
2021/12/31

2022-302 (PDF) 石井　源一郎 東病院
肺癌患者由来ヒトがん関連線維芽細胞 (CAF)を用いた新規CAF
薬剤標的分子・治療仮説の同定・検証に関する研究

2006/01/01～
2022/07/31

2022-301 (PDF) 出町　健 東病院
進行胃癌患者におけるニボルマブの有効性と安全性に対する
鎮痛薬の影響

2018/01/01～
2021/12/31

2022-300 (PDF) 川添　彬人 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究41 
胃癌における免疫関連分子の発現解析

2023/04/26～
2022/12/31

2022-299 阿部　清一郎 中央病院
上部消化管内視鏡検査における人工知能（AI）を用いた画像診
断支援ソフトウェアの開発に関する前向き観察研究

2023/02/09～
2025/12/31
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2022-298 (PDF) 田原　信 東病院
免疫チェックポイント阻害薬で加療された再発転移嗅神経芽細
胞腫に対する診療の多施設共同遡及的研究

2002/01/01～
2022/10/31

2022-297 米盛　勧 中央病院
WJOG15221MTR「ALK 融合遺伝子陽性の進行・再発固形腫瘍
を対象としたブリグチニブの多施設共同第II 相バスケット試験」
に付随するトランスレーショナル研究

2023/01/13～
2024/10/31

2022-296 白石　友一 研究所
ロングリードシークエンス技術に基づく脳腫瘍の全ゲノム配列同
定に関する多機関共同観察研究

2023/01/24～
2027/03/31

2022-295 (PDF) 福田　隆浩 中央病院
成人T細胞白血病(ATL)発症高危険群の同定と発症予防法開発
を目指す研究

2022/12/22～
2032/03/31

2022-294 (PDF) 吉川　貴己 中央病院
JCOG2212A: 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌を対象とした 
JCOG 試験の統合解析 JCOG0001/JCOG0405/JCOG1002 の
統合解析研究

2000/08/01～
2013/05/31

2022-293 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
切除可能StageⅣ直腸癌における術前MRI所見の意義に関する
後方視的研究

2005/01/01～
2019/03/31

2022-292 (PDF) 小川　朝生 東病院 機械学習を用いたせん妄のリスク因子判定に関する研究
2014/04/01～
2022/03/31

2022-291 (PDF) 馬場　楓 東病院
カルボプラチン投与量設計時の血清クレアチニン補正が卵巣癌
TC療法に与える影響の検討 

2014/01/01～
2021/12/31

2022-290 肱岡　範 中央病院
膵に“くびれ所見’’を認める症例に関する多施設共同前向き観
察研究

2023/02/13～
2027/07/31

2022-289 肱岡　範 中央病院

十二指腸浸潤を伴う切除不能進行膵癌による中下部悪性胆道
閉塞 
に対するEUS-HGS vs. ERC-BSの多施設共同無作為化比較試
験 

2022/06/01～
2025/05/31

2022-288 藤森　麻衣子 がん対策研究所
高齢がん患者に対する人工知能を用いたフレイル評価：予備的
検討

2023/01/05～
2023/12/31

2022-287 (PDF) 林　隆一 東病院
悪性腫瘍（がん）の臨床病理的な特性とリハビリテーション治療
の効果・安全性に関する研究

1992/07/01～
2032/12/31

2022-286 (PDF) 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

高精度膵・胆道がんマイクロRNAパネルの検出システムの検証
研究

2023/01/05～
2023/06/30

2022-285 (PDF) 阿部　健太郎 中央病院
終末期の小児がん患者における死亡4週間前のオピオイド使用
量の経時的変化に関する観察研究 

2014/01/01～
2022/10/31

2022-284 角南　久仁子 中央病院
がん患者の臨床検体を用いた治療効果および毒性に関する遺
伝子のプロファイリング研究

2023/01/10～
2027/10/19

2022-283 矢野　友規 東病院
胃粘膜下腫瘍に対する内視鏡的全層切除術(EFTR)の安全性に
関するfeasibility試験

2022/12/21～
2024/12/31

2022-282 (PDF) 中村　能章 東病院
根治的外科治療を受けた結腸・直腸癌患者における血液循環
腫瘍DNAと深層学習Histotypingスコアの統合解析

2022/11/18～
2026/03/31

2022-281 八巻　知香子 がん対策研究所 医療機関における障害のある方への適切な配慮に関する調査
2021/07/02～
2022/09/20
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2022-279 伊藤　雅昭 東病院
肛門管扁平上皮癌放射線治療後再発/遺残病変に対するサル
ベージ腹会陰式直腸切断術後の長期成績に関する観察研究 

1991/01/01～
2015/12/31

2022-278 川澄　賢司 東病院
化学療法誘発性末梢神経障害が自動車運転へ与える影響に関
する医療従事者の認識調査

2022/12/06～
2023/12/31

2022-277 (PDF) 小林　達伺 東病院
がんフォローアップ患者のための経時的差分技術を応用したAI
画像診断システムに関する多機関共同研究

2008/01/01～
2022/10/31

2022-276 (PDF) 鈴木　真也 東病院
免疫チェックポイント阻害薬による甲状腺機能障害における心
筋トロポニン値変動の実態調査

2017/01/01～
2022/07/31

2022-275 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
乳がんおよび皮膚悪性腫瘍患者のセンチネルリンパ節生検実
施に関する観察研究 

2012/10/01～
2019/12/31

2022-274 (PDF) 四倉　正也 中央病院
原発性胸部悪性腫瘍に対する外科切除の長期的記録を用いた
周術期成績と術後予後の観察研究

1998/01/01～
2022/09/30

2022-273 (PDF) 五十嵐　隆志 東病院
がん患者における浸透圧性下剤から上皮機能変容薬への追加
または切替効果に関する後方視的調査

2021/12/01～
2022/09/30

2022-272 (PDF) 奥中　真白 東病院
大腸がんに対するトラスツズマブ＋ペルツズマブ併用療法にお
けるInfusion related reaction関連因子の探索研究

2018/01/01～
2023/03/31

2022-269 (PDF) 佐藤　哲文 中央病院
患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価（JIPAD 事
業）

2023/04/01～
2025/03/31

2022-268 (PDF) 竹下　文隆 研究所
食道癌のmRNA発現プロファイリングによるサブタイプ分類に関
わる新規診断薬の技術検討

2004/01/01～
2007/03/31

2022-267 (PDF) 矢野　友規 東病院
胃癌におけるバイオマーカーの発現status、発現分布、及び化
学療法の治療効果を推論する人工知能（AI）モデルの開発

2011/01/01～
2022/09/30

2022-266 坪井　正博 東病院
JCOG2109：80歳以上の高齢者肺野末梢小型非小細胞肺癌に
おける区域切除 vs. 楔状切除のランダム化比較試験

2022/11/01～
2027/10/31

2022-265 楠原　佳那子 東病院
外来患者への抗がん薬治療に関する情報提供書を用いた医療
機関と保険薬局の連携充実化に関するアンケート調査

2022/12/26～
2023/04/30

2022-264 佐々木　満仁 東病院 胆膵領域がん患者における十二指腸液組成に関する観察研究
2022/11/25～
2023/03/31

2022-263 藤森　麻衣子 がん対策研究所
造血器悪性腫瘍特異的質問促進リストを用いた質問促進プログ
ラムの開発

2022/11/08～
2023/01/20

2022-262 (PDF) 吉田　朗彦 中央病院 骨軟部腫瘍に関する臨床病理分子学的研究
1962/01/01～
2027/03/31

2022-261 島津　太一 がん対策研究所
健診・レセプト情報を用いた短時間支援の禁煙治療受診に対す
る効果に関する多機関共同観察研究

2013/04/01～
2021/03/31

2022-260 (PDF) 渡部　大介 中央病院
6ナショナルセンターでのポリファーマシーの現状把握を目的とし
た横断研究

2021/09/01～
2021/11/30

2022-259 白井　桂汰 東病院
リハビリテーション指導体制の導入による食道がん手術前後で
の効果　後ろ向き観察研究

2020/12/01～
2021/11/30
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2022-258 (PDF) 井垣　浩 中央病院
心房細動放射線治療における定位放射線治療専用装置の治療
精度評価

2012/04/01～
2022/09/30

2022-257 首藤　昭彦 中央病院
アプリを活用した在宅の高強度インターバルトレーニングが乳が
んサバイバーの倦怠感に与える影響：多施設共同ランダム化比
較試験

2022/12/15～
2025/03/31

2022-256 藤森　麻衣子 がん対策研究所
成人がん患者における不安と抑うつのスクリーニング、評価、マ
ネジメントのための日本版クリニカルパスウェイの作成

2023/04/19～
2024/03/31

2022-255 (PDF) 松田　智大 がん対策研究所
上部消化管がん患者の診断時状況と生存率の日蘭比較に関す
る研究

2009/01/01～
2019/12/31

2022-254 小林　達伺 東病院
リアルタイム磁場計測機構による磁場不均一性補正を用いた 
拡散テンソルMRIの再現性向上の評価に係る多機関共同介入
研究

2022/11/29～
2023/10/17

2022-253 (PDF) 石原　敏裕 中央病院
高精細CTを用いた口腔舌扁平上皮癌の深部深度(Depth of 
Invasion)に関する研究 

2019/01/01～
2022/03/31

2022-252 石木　寬人 中央病院
PHASE IV DEVELOPMENT OF AN EORTC QOL CANCER 
SURVIVORSHIP QUESTIONNAIRE AND THREE SITE SPECIFIC 
MODULES

2022/12/23～
2023/12/31

2022-251 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録症例におけるがん種別重要因子情報の集積に関
する研究

2018/10/01～
2022/03/31

2022-250 南　陽介 東病院
同種移植後のキメリズム解析を目的としたDimShift法の性能評
価

2001/01/01～
2023/12/31

2022-249 (PDF) 松井　喜之 中央病院
性索間質性精巣腫瘍の長期予後・病理標本アーカイブズの構
築に関する多機関後ろ向き共同研究

2005/01/01～
2021/12/31

2022-247 (PDF) 米盛　勧 中央病院

心臓への転移を認めるがん患者の臨床病理学的な特性と治療
の効果・安全性等に関する研究 
Analyzing clinical outcomes and side effect profile of patients 
with cardiac metastasis treated with immune checkpoint 
inhibitors for solid tumors

2015/01/01～
2022/07/01

2022-246 吉見　昭秀 研究所

局所進行・再発類上皮肉腫に対するタゼメトスタットの第Ⅱ相医
師主導治験に関連した類上皮肉腫の分子生物学的特徴を検討
する多施設共同附随研究 

2022/12/15～
2024/09/30

2022-245 大江　裕一郎 中央病院
JCOG2007A1：免疫チェックポイント阻害薬使用における腸内細
菌叢解析による効果予測因子および有害事象予測因子に関す
る探索的研究

2023/02/09～
2028/03/31

2022-244 (PDF) 小川　千登世 中央病院
小児がんサバイバーにおけるquality of lifeならびにサルコペニ
ア・神経心理学的合併症・心臓健康管理に関するWEBアンケー
ト調査

2023/01/12～
2024/01/31

2022-243 (PDF) 小川　千登世 中央病院
わが国の小児がんサバイバーの健康・社会生活状況の実態解
明に関する大規模調査研究

2023/01/12～
2023/11/30

2022-242 小川　千登世 中央病院
わが国の小児がんサバイバーの健康・社会生活状況の実態解
明に関する前向きコホート研究

2023/01/12～
2023/11/30

2022-241 (PDF) 山本　駿 中央病院
食道癌における化学療法抵抗性機序の解明を目指した多施設
共同観察研究

2023/01/13～
2026/03/31
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2022-240 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
陽子線治療期間中のPET画像を用いた治療精度検証に関する
遡及的研究

2007/10/01～
2009/12/31

2022-239 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
「大島STUDY」における血漿ポリフェノール類濃度と大腸腫瘍と
の関連の検討

2015/11/13～
2017/06/06

2022-238 (PDF) 首藤　昭彦 中央病院
ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌局所領域再発の予後を評
価する後方視的研究

2014/01/01～
2018/12/31

2022-237 矢野　友規 東病院
上部消化管内視鏡検査における人工知能（AI）を用いた 
画像診断支援ソフトウェアの開発に関する前向き観察研究 

2023/01/18～
2025/06/30

2022-236 島津　太一 がん対策研究所 普及実装を目指した遠隔認知行動療法研修プログラムの検討
2023/04/14～
2025/09/30

2022-235 松岡　弘道 中央病院
身体活動低下によるフレイルの包括的病態解明と 
フレイルバイオマーカー探索 

2023/01/27～
2025/12/31

2022-234 加藤　健 中央病院
全身化学療法をうける消化管がん患者の腸内細菌叢に関する
観察研究

2015/01/01～
2025/12/31

2022-233 (PDF) 田原　信 東病院
JCOG1008A1:局所進行頭頸部扁平上皮癌術後再発ハイリスク
患者の術後補助化学放射線療法の予後・治療効果・有害事象
を予測するバイオマーカー研究

2012/12/01～
2018/12/31

2022-232 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
肺癌における蛋白発現状況と治療による変動の評価に関する
観察研究 

2014/01/01～
2021/12/31

2022-231 (PDF)
成田　年（クロスア
ポ）

研究所 非がん性病態の複合によるがん病態と生命予後の変容解析
2016/01/01～
2022/06/30

2022-230 (PDF) 永井　優一 東病院 Ｘ線画像における深層学習を用いた撮影方向の自動判定
2003/04/01～
2022/09/30

2022-228 藤森　麻衣子 がん対策研究所
包括的がんゲノムプロファイリング検査を受ける患者の苦痛緩
和支援プログラム開発に向けた観察研究

2023/01/05～
2024/03/31

2022-227 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 肺がんに対する新たな代謝標的治療に関する研究
1999/01/01～
2019/10/02

2022-225 河野　隆志 研究所 難治癌全ゲノム解析の患者還元に関する研究
2023/03/08～
2023/03/31

2022-224
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 患者診療体験調査票の妥当性を検証するパイロット調査
2022/12/06～
2024/03/31

2022-222 小杉　和博 東病院
新型コロナウイルス感染拡大がもたらした未成年の子どもを持
つがん患者における心理社会的変化に関する横断研究 

2022/11/01～
2023/01/31

2022-221 (PDF) 森實　千種 中央病院
切除不能または再発胆道癌患者に対する二次以降の薬物療法
としてのFOLFOX療法の有効性及び安全性の検討（胆道癌
FOLFOX療法：JON-2107B）

2019/06/04～
2022/03/31

2022-220 大澤　詩乃 中央病院
看護師のがん薬物療法臨床試験へのAttitude(姿勢)とその関連
要因を探索する横断研究

2021/05/31～
2022/01/31
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2022-219 (PDF) 河野　隆志 研究所
網羅的ゲノム解析による膵腫瘍ならびに十二指腸腫瘍、胆道腫
瘍の本態解明と新規診断・治療法の開発

2000/01/01～
2025/03/31

2022-218 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院 造血幹細胞移植後の女性の残存妊孕能の評価
2001/01/01～
2020/12/31

2022-217 (PDF) 吉野　孝之 東病院
SCRUM-Japan GI/MONSTAR-SCREEN基盤統合データベース
を活用した悪性腫瘍に対するバイオマーカー探索研究 

2013/12/25～
2025/12/31

2022-216 (PDF) 米盛　勧 中央病院
ENH-DS-21008:「エンハーツ点滴静注用100mg特定使用成績調
査(乳癌)」患者を登録対象としたトラスツズマブ デルクステカン
中止後の後治療に関するコホート研究

2020/05/25～
2023/05/31

2022-215 (PDF) 吉野　孝之 東病院
直腸癌を対象としたミスマッチ修復(MMR)タンパク、BRAF変異タ
ンパクのスクリーニング研究

2022/12/02～
2024/03/31

2022-214 東野　琢也 東病院
OPERA 003：頭頸部がん放射線治療後の晩期頸部皮膚軟部組
織障害が患者の生活の質に与える影響について検討する多機
関共同観察研究

2022/10/24～
2023/10/31

2022-213 渡邉　俊一 中央病院
JCOG2109：80歳以上の高齢者肺野末梢小型非小細胞肺癌に
おける区域切除 vs. 楔状切除のランダム化比較試験

2022/11/03～
2027/10/31

2022-210 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

組織透明化技術を用いた3次元病理診断に向けた基礎検討
2010/04/01～
2025/03/31

2022-209 稲葉　浩二 中央病院
前立腺癌定位放射線治療における線量増加方法に関する多施
設共同ランダム化第Ⅱ相試験

2022/11/25～
2024/04/30

2022-208 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
AIによる術中エラー自動検知システム構築とその臨床応用に関
する研究

2009/04/01～
2024/10/26

2022-207 (PDF) 山田　真善 中央病院
DESIGN AI-04試験：大腸病変の鑑別に対する人工知能技術を
活用した内視鏡診断サポートシステムに関する有効性評価試験

2018/07/01～
2022/07/31

2022-206 (PDF) 山田　真善 中央病院
DESIGN AI-03試験:大腸病変の鑑別に対する人工知能技術を
活用した内視鏡診断サポートシステムに関する性能評価試験

2018/07/01～
2022/07/31

2022-205 (PDF) 松岡　弘道 中央病院
内科入院中の高齢がん患者におけるせん妄の発症割合と関連
因子に関する後方視的研究

2022/06/01～
2022/06/30

2022-204 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブ
とレナリドミド及びデキサメタゾン併用療法の多施設共同前向き
観察研究患者データを用いたバイオマーカーの検討 

2018/04/01～
2019/05/31

2022-203 庄司　広和 中央病院

「フッ化ピリミジン製剤、プラチナ製剤および抗PD-1/PD-L1抗体
を含む1次治療に不応となった切除不能進行・再発胃癌に対す
るナブパクリタキセル+ラムシルマブ+ニボルマブ療法の第II相試
験（PADDLE試験）」の附随研究

2022/10/17～
2025/07/31

2022-202 (PDF) 吉川　貴己 中央病院
胃癌手術患者の術前CT画像を用いた骨格筋指標の年齢別標
準値および予後を予測するカットオフ値の作成

2011/01/01～
2016/12/31

2022-201 加藤　友康 中央病院

卵巣癌早期発見のための 
AI血液診断モデルの開発 
ー癌関連糖蛋白と網羅的血清糖ペプチドピークデータを用い
てー 

2023/02/18～
2025/03/31

2022-200 (PDF) 林　勉 中央病院 早期胃癌に対する個別化治療の対象選択を検討する観察研究
2010/01/01～
2027/12/31
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2022-199 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

複数がん種における腫瘍細胞及び浸潤リンパ球等の解析
2016/01/01～
2024/12/31

2022-198 (PDF) 吉田　健一 研究所
正常組織・前がん病変のオミックス解析によるがんの病態解明
研究

2002/01/01～
2028/03/31

2022-197 工藤　礼子 中央病院 ストーマ保有者が日常生活を再構築する過程とその看護支援
2023/01/05～
2023/03/31

2022-196 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
切除不能非小細胞肺癌患者における根治的化学放射線治療後
のDurvalumab地固め療法による肺炎と副腎皮質ステロイド治療
に関する観察研究

2014/01/01～
2022/01/31

2022-195 (PDF) 田尻　和子 東病院 免疫関連心臓有害事象の診断・治療戦略策定に関する研究
2011/01/01～
2030/12/31

2022-194 (PDF) 田尻　和子 東病院 深部静脈血栓症の診断・治療と予後に関する実態調査
2011/01/01～
2025/12/31

2022-193 (PDF) 坪井　正博 東病院
NCDを用いた本邦における悪性胸膜中皮腫に対する根治術の
有用性および予後予測因子の検討：肺癌登録合同委員会　第
12次事業

2014/01/01～
2019/12/31

2022-192 (PDF) 石井　源一郎 東病院 非小細胞肺癌における胸膜浸潤の定量評価と予後の検討
2010/01/01～
2016/12/31

2022-191 三浦　智史 東病院
診療中の心理状態の可視化により患者の不安を和らげるため
のスマート診察室の開発を目指した研究

2022/10/26～
2024/03/31

2022-190 井垣　浩 中央病院
前立腺癌に対するMRリニアックによる2分割での定位放射線治
療に関する単群検証的臨床試験

2022/12/06～
2025/10/31

2022-189 赤澤　聡 中央病院
深下腹壁動脈穿通枝皮弁による乳房再建術における腹直筋容
量変化についての研究

2022/11/18～
2024/12/31

2022-188 (PDF) 石井　源一郎 東病院
胃癌における腹膜弾性板浸潤－診断的有用性と臨床的影響－ 2010/01/01～

2017/12/31

2022-187 (PDF) 髙島　淳生 中央病院
大腸がんに対する新規治療法確立に関する多施設共同基盤研
究

1990/01/01～
2021/12/31

2022-186 山本　精一郎 がん対策研究所
がん検診受診勧奨動画と自治体の個別勧奨の相乗効果を利用
したがん検診受診率向上効果の検証 

2022/10/21～
2023/03/31

2022-185
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

免疫チェックポイント阻害剤の長期治療効果に関わる末梢血バ
イオマーカーの同定と検証

2022/10/17～
2025/12/31

2022-184 (PDF) 坪井　正博 東病院
肺癌の早期診断のための新規血液検査法開発に関する研究：
多機関統合解析

2021/05/01～
2022/05/31

2022-183 中濱　洋子 中央病院
がん臨床試験における患者の意思決定支援のための学習プロ
グラム開発

2022/11/08～
2023/12/31

2022-182 (PDF) 松井　喜之 中央病院
転移性腎細胞がん患者を対象とした 
I-O based combination therapy後のTKI治療の 
有効性と安全性に関する多施設共同後方視的観察研究

2018/08/01～
2022/04/30
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2022-181 岩田　慎太郎 中央病院
下肢に骨肉腫を罹患した若年成人のサバイバーの患肢の痛み
の特徴と関連要因

2023/01/13～
2023/03/31

2022-180 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

Eye tracking systemを用いた、白色光、第三世代狭帯域光およ
び構造色彩強調機能における大腸病変の視認性の客観的評価

2022/04/01～
2022/08/31

2022-179 (PDF) 湯田　淳一朗 東病院
臨床検体を用いた造血器悪性腫瘍の病態解析と新規治療法の
開発を目指した前臨床研究 

2007/01/01～
2024/03/31

2022-178 内藤　陽一 東病院
固形がん患者に対するニラパリブとピミテスピブの第I相試験に
関する付随研究

2022/09/01～
2024/08/31

2022-177 (PDF) 渡邉　俊一 中央病院
NCDを用いた本邦における悪性胸膜中皮腫に対する根治術の
有用性および予後予測因子の検討: 肺癌登録合同委員会　第
12次事業

2014/01/01～
2019/12/31

2022-175 庄司　正昭 中央病院
抗がん剤性心不全の早期診断バイオマーカーの同定に関する
観察研究

2022/11/01～
2023/12/31

2022-174 (PDF) 米盛　勧 中央病院

進行・再発子宮癌肉腫に対するDS-8201aの医師主導治験
(STATICE試験)で実施されたHER2タンパク評価用病理組織標
本の解析に関する多機関共同観察研究（コンパニオン診断薬開
発に向けたフィジビリティ評価） 

2018/02/01～
2020/06/30

2022-173 岩田　慎太郎 中央病院
小児・AYAがん患者における抗がん剤性心不全の早期診断バイ
オマーカーの同定に関する多機関共同観察研究

2022/11/13～
2024/12/31

2022-172 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
「大島STUDY」におけるメタボローム解析による大腸腫瘍のリス
ク因子の探索 

2015/11/13～
2017/06/06

2022-171 (PDF) 八巻　知香子 がん対策研究所
AYA世代がん経験者におけるがんとの向き合い方について 
―公開された体験談の質的分析から―

2018/11/06～
2024/03/31

2022-170 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 原発不明がんに対する診療実態に関する研究
2012/10/01～
2020/12/31

2022-169 加藤　健 中央病院

化学療法誘発性末梢神経障害を有する切除不能進行・再発消
化器癌患者に対するミロガバリンの有効性および安全性を検討
する第II相試験 

2022/10/04～
2023/10/31

2022-168 奥坂　拓志 中央病院

NCCH2211：転移病変を伴う膵癌における原発病変および転移
病変からTopGain19Gを用いた超音波内視鏡下組織採取法で得
られた検体のOncoGuide NCCオンコパネルシステムの解析規準
を満たす割合に関する前向き自己対照研究

2022/09/29～
2025/03/31

2022-167 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院 同種造血細胞移植における患者・ドナー要因の観察研究
2000/01/01～
2030/03/31

2022-166 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1915：再発低リスク大腸癌に対するレスインテンシブサー
ベイランスの単群検証的試験

2022/08/31～
2023/03/31

2022-165 (PDF) 坪井　正博 東病院

JCOG0802/WJOG4607L「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」 
JCOG0804/WJOG4507L「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検証的非ランダム化試験」 
JCOG1211	「胸部薄切CT所見に基づくすりガラス影優位の
cT1N0肺癌に対する区域切除の非ランダム化検証的試験」の附
随研究JCOG2208A 
cIA期肺癌を対象として薄切CTと臨床所見から人工知能で病
理・予後予測アルゴリズムを探索的に構築する統合解析研究 

2003/01/01～
2015/11/13
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2022-164 (PDF) 小林　和馬 研究所
日本医用画像データベースのナショナルデータベース化と画像
診断支援技術開発・臨床応用に関する研究

2022/09/14～
2028/03/31

2022-163 渡邉　俊一 中央病院
JCOG2012：病理病期II-IIIA期非小細胞肺癌に対する術後サー
ベイランスに関するランダム化比較試験

2022/08/31～
2026/10/31

2022-162 (PDF) 矢野　友規 東病院
食道表在癌の内視鏡画像及び動画を利用した人工知能モデル
の生成・評価に関する研究

2007/01/01～
2022/03/31

2022-161 (PDF) 奥中　真白 東病院
進行再発胃癌に対するトリフルリジン/チピラシル+ラムシルマブ
の安全性と有効性に関する後方視的研究

2020/12/01～
2022/04/30

2022-160 伊藤　雅昭 東病院
周術期管理支援アプリのユーザビリティに関する前向き観察研
究

2023/03/03～
2023/08/31

2022-159 (PDF) 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植の意義及び課題についての多機関国際共
同研究

2000/01/01～
2022/03/31

2022-158 藤田　武郎 東病院
食道切除術再建術における再建胃管の血流評価における酸素
飽和度イメージングの有用性に関する研究②

2023/02/02～
2024/07/31

2022-157 (PDF) 佐藤　潤 中央病院
早期臨床試験における臨床検体より作成した解析モデルに関す
る研究

2018/07/11～
2030/03/31

2022-156 赤澤　聡 中央病院
持続血糖測定器を用いた術後皮弁血糖値による皮弁血流モニ
タリングに関する研究

2022/10/26～
2026/03/31

2022-155 (PDF) 山本　昇 中央病院 全ゲノム解析の患者還元のための多施設共同観察研究
2014/10/30～
2027/09/30

2022-154 (PDF) 田尻　和子 東病院
心筋生検・剖検組織を用いた免疫チェックポイント阻害薬関連心
筋炎の病態解明

2016/01/01～
2025/12/31

2022-153 (PDF) 藤田　武郎 東病院
本邦食道腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等
に関する多機関共同後ろ向き観察研究 

2011/01/01～
2021/03/31

2022-152 (PDF) 田尻　和子 東病院
人工知能を用いた心電図解析によるがん治療関連心機能障害
の発症予測と早期診断法の確立

2010/01/01～
2024/12/31

2022-151 渡辺　祐子 中央病院 JCCG（PBT－LTFU）：小児脳腫瘍長期フォローアップ研究
2022/10/04～
2035/08/31

2022-150 増田　均 東病院
根治的前立腺全摘除術後腹圧性尿失禁に対するウェアラブル
デバイスを用いたQOL評価に向けた前向き観察研究

2022/11/08～
2024/03/31

2022-149 (PDF) 村野　竜朗 東病院
マルチモーダル深層学習を用いた、直腸癌に対する放射線化学
療法の治療効果を予測するAIモデルの構築と評価に関する研
究

2016/01/01～
2023/12/31

2022-148 吉野　孝之 東病院
がん患者の臨床検体を用いた遺伝子プロファイリングと臨床的
意義に関する研究

2022/08/24～
2028/03/31

2022-147 杉本　元一 東病院

Retrospective international multicenter study to validate the 
difficulty scoring system and develop a novel scoring system for 
laparoscopic and robotic liver resections （腹腔鏡下およびロ
ボット支援下肝切除術における難易度評価に関する研究 -既存
スコアリングシステムの評価および新規スコアリングシステムの
開発のための多施設共同国際観察研究-）

1995/01/01～
2021/12/31
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2022-146 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
COVID-19流行が血液疾患患者の受診行動に与える影響の解
析

2017/01/01～
2020/12/31

2022-145 (PDF) 出町　健 東病院
局所進行食道癌に対する術前DCF療法の副作用発現状況と緊
急入院例におけるリスク因子の検討

2014/04/01～
2022/06/30

2022-144 (PDF) 石井　源一郎 東病院
尿中に存在する細胞外小胞の新規回収法の開発と、ならびにこ
れを用いた新規バイオマーカーの探索に関する二施設共同観
察研究

2022/11/18～
2024/12/31

2022-143 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

病理標本スキャニングの標準化に関する多施設共同研究
2021/05/01～
2024/03/31

2022-142 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

人工知能を用いた頭頸部癌における病理学的因子探索に関す
る検討

2010/04/01～
2025/03/31

2022-141 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
小細胞肺がんPDXマウスモデルを用いた新規治療薬の抗腫瘍
効果の解析研究 

1999/01/01～
2019/06/17

2022-140 (PDF) 勝屋　友幾 中央病院 早期臨床試験における免疫関連有害事象に関する研究
2018/07/11～
2030/03/31

2022-139 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 がん診療の諸要因と予後の関連に関する研究
2011/01/01～
2018/12/31

2022-138 稲本　賢弘 中央病院 同種造血幹細胞移植後のドナー免疫細胞分化の解析
2022/09/14～
2024/03/31

2022-137 田部　宏 東病院
進行卵巣癌に対する初回腫瘍減量手術における 
全壁側腹膜切除の治療的意義に関する第II相試験

2022/08/30～
2024/08/31

2022-136 (PDF) 吉田　健一 研究所 造血器腫瘍のゲノム解析に関する多施設共同研究
2002/04/01～
2027/09/30

2022-135 髙橋　宏和 がん対策研究所 都道府県における対策型がん検診の実施状況に関する研究
2016/04/01～
2025/03/31

2022-134 (PDF) 良知　寿哉 東病院
頭頚部放射線治療における最適な治療計画の作成と適応放射
線治療の客観的な指標の検討

2018/04/01～
2027/03/31

2022-133 (PDF) 石井　太祐 がん対策研究所
慢性腎臓病を合併する患者に対する術後補助化学療法実施に
関する研究

2015/10/01～
2020/12/31

2022-132 (PDF) 向原　徹 東病院
骨軟部腫瘍におけるROR1蛋白等の発現と予後との関連性を検
討する後方視研究 

2007/01/01～
2021/12/31

2022-131 (PDF) 森末　遼
先端医療開発セ
ンター(柏)

肝がんにおける臨床病理学的特徴と免疫学的腫瘍微小環境と
の関連性解明を目的とした基礎検討

2010/01/01～
2019/12/31

2022-130 (PDF) 小川　朝生 東病院 機械学習を用いたせん妄の発症予測精度の向上に関する研究
2014/04/01～
2022/03/31

2022-129
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

造血器腫瘍・難治性腫瘍の治療感受性を規定する遺伝学的宿
主側因子、腫瘍側因子の探索研究(再開)

2011/06/27～
2025/06/26
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2022-128 髙橋　宏和 がん対策研究所
「新型コロナウイルス感染症によるがん診療及びがん検診など
の受診状況の変化」についてのアンケート調査研究　第二回

2022/08/12～
2024/03/01

2022-127 (PDF) 吉田　健一 研究所 がん感受性症候群の病態解明のための多施設共同研究
1996/07/22～
2028/03/31

2022-126 (PDF) 滝　哲郎 東病院
肺癌切除症例におけるPD-L1発現率のHeterogeneityと臨床病
理学的特徴に関する研究

2014/01/01～
2016/12/31

2022-125 (PDF) 吉見　昭秀 研究所 大規模公共データのがん種横断的RNAスプライシング解析
2003/01/01～
2027/12/31

2022-124 (PDF) 田部　宏 東病院
産婦人科における内視鏡外科手術動画等を用いた多施設デー
タベースの構築及び利活用

2022/10/07～
2032/03/31

2022-123 松元　祐司 中央病院
末梢肺病変に対する気管支鏡診断におけるクライオ生検の有
効性を検討するランダム化比較試験

2022/10/26～
2024/10/31

2022-122 石木　寬人 中央病院
Development of a Module to Assess the Patients’ Financial 
Burden Related to Cancer Treatment – “Financial Toxicity” - 
Phase I

2022/09/09～
2023/07/31

2022-121
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
次期がん対策推進基本計画に向けた新たながん教育指標及び
評価方法の開発のための研究－全国調査－

2022/09/01～
2022/12/31

2022-120 藤澤　孝夫 東病院
WJOG15221MTR「ALK 融合遺伝子陽性の進行・再発固形腫瘍
を対象としたブリグチニブの多施設共同第II 相バスケット試験」
に付随するトランスレーショナル研究

2023/02/13～
2026/12/31

2022-119 (PDF) 吉田　幸弘 中央病院

pStage I期 非扁平上皮非小細胞肺がん外科切除例の術後再発
を予測する分子マーカーの探索（多施設後ろ向きバイオマー
カー研究） 

2000/01/01～
2017/12/31

2022-118 (PDF) 伊藤　千尋 中央病院
切除不能悪性小腸閉塞に対する経皮的画像ガイド下食道瘻経
由イレウスチューブ留置術の安全性と有効性の後ろ向き検討

2013/01/01～
2022/06/30

2022-117 八巻　知香子 がん対策研究所 ろう者への医療情報提供の資料作成に関する研究
2022/11/13～
2023/12/31

2022-116 田原　信 東病院
甲状腺癌のオンコマインDx Target TestマルチCDxシステム解析
結果の多機関施設共同集積研究

2022/09/12～
2024/03/31

2022-115 (PDF) 鈴木　真也 東病院
甲状腺レンバチニブ療法における血圧変動の実態および尿蛋
白が腎機能に与える影響の調査

2011/10/01～
2022/11/30

2022-114 (PDF) 中谷　文彦 東病院
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研
究

2020/04/01～
2030/03/31

2022-113 (PDF) 川澄　賢司 東病院
経口抗がん薬治療の発展に伴う重篤な有害事象の経時的変化
に関する研究(2020年度報告)

2014/12/01～
2021/03/31

2022-112 (PDF) 青柳　吉博 東病院
診療情報に基づく患者の背景・治療経過・アウトカムを分析・可
視化し評価できるデジタルツインの研究 

2013/05/01～
2021/04/30
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2022-111 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
放射線治療に対するExceptional responseを規定する分子遺伝
学特徴を明らかにする多施設共同研究

2012/01/01～
2027/05/31

2022-110 菅原　俊祐 中央病院
0歳児網膜芽細胞腫の全身化学療法における中心静脈ポート
（CVポート）の実行可能性と安全性についての後ろ向き検討

2014/04/01～
2019/03/31

2022-109 藤間　勝子 中央病院
小児・思春期がん患者の治療に伴う外見変化に対して, 
ケア提供者が実施するアピアランスケアの実態に関する多施設
共同実態調査

2022/09/29～
2023/12/31

2022-107 (PDF) 山田　真善 中央病院
DESIGN AI-01a：大腸前がん病変および早期大腸癌発見に対す
る人工知能技術を活用したリアルタイム内視鏡診断サポートシ
ステムに関する性能評価試験

2018/07/01～
2018/10/31

2022-106 (PDF) 奥中　真白 東病院
再発・結腸直腸がんにおける抗EGFR 抗体薬誘発性の皮膚亀
裂に対する紫雲膏の効果に関する後向き観察研究

2022/03/01～
2022/04/30

2022-105 (PDF) 池　成基
先端医療開発セ
ンター(柏)

クローン性造血（CHIP）を伴う遺伝子変異のゲノムワイドな同定
による「日本人CHIPパネル」の作成およびそれを用いた解析

2013/10/01～
2017/03/31

2022-104 (PDF) 間野　博行
国立がん研究セ
ンター

全ゲノムシークエンスによる泌尿器腫瘍の治療標的分子の同定
2011/07/01～
2026/12/21

2022-102 (PDF) 石井　源一郎 東病院
肺腫瘍性病変切除例における術前および術後の臨床病理的特
徴の検討

2010/01/01～
2022/04/01

2022-101 (PDF) 後藤　功一 東病院

EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌患者の臨床・分子病理
学的特徴とEGFR-TKIの有効性との関連についての検討 
：LC-SCRUM-Asiaの臨床ゲノムデータベースを用いた後方視的
研究

2015/03/01～
2021/04/30

2022-100 吉本　世一 中央病院
頭頸部癌根治照射後の表在性の局所遺残再発に対する経口的
手術の第II相試験 

2023/02/27～
2025/08/31

2022-099 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
「認知症ならびに要介護の危険因子に関する郵送調査研究」で
収集されたアンケート情報を用いたデータ解析研究

2022/08/05～
2027/03/31

2022-098 (PDF) 福田　隆浩 中央病院
FLT3 遺伝子変異を有する再発又は難治性の急性骨髄性白血
病患者における，ギルテリチニブが同種造血幹細胞移植後成績
に及ぼす影響に関する観察研究

2019/01/01～
2020/12/31

2022-097 (PDF) 福田　隆浩 中央病院
「FLT3 遺伝子変異を有する再発又は難治性の急性骨髄性白血
病患者において，ギルテリチニブが同種造血幹細胞移植後成績
に及ぼす影響」研究のためのヒストリカルデータ取得試験

2016/01/01～
2017/12/31

2022-096 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院
女性患者における造血細胞移植後の妊娠の詳細調査多施設後
方視的観察研究

1982/01/01～
2019/12/31

2022-095 (PDF) 後藤　功一 東病院 肺癌患者における尿中microRNA解析の検討
1999/06/01～
2004/04/30

2022-094 (PDF) 田尻　和子 東病院 がん治療関連心機能障害の診断・治療戦略策定に関する研究
2011/01/01～
2030/12/31

2022-093 (PDF) 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究「日本人胃/胃食道接合部がん患者コホートにおける自然歴
の検討（Amgen研究番号：20210265）」

2017/04/01～
2022/05/31
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2022-092 金光　幸秀 中央病院
JCOG1915：再発低リスク大腸癌に対するレスインテンシブサー
ベイランスの単群検証的試験

2022/08/16～
2023/07/31

2022-091 上野　尚雄 中央病院

半夏瀉心湯による放射性口腔粘膜炎の改善効果を検証する二
重盲検ランダム化比較試験 および漢方薬の適切な使用に資す
るバイオマーカー（証）を明らかにするための血液メタボローム解
析 

2022/09/29～
2025/04/30

2022-090 (PDF) 中條　恵一郎 東病院
初学者に対するESDトレーニングモデルの有用性に関する多施
設共同後向き観察研究

2018/03/01～
2022/02/28

2022-089 (PDF) 矢野　友規 東病院

マルチモーダルな深層学習を用いた進行食道癌に対する術前
化学療法の効果及び予後を予測するAIモデルの開発に関する
研究 

2000/04/01～
2022/01/31

2022-088 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

脳腫瘍の発生、進展に関わる遺伝子異常と腫瘍微小環境の形
成に関する研究 

2012/06/06～
2024/03/31

2022-087 坪井　正博 東病院
JCOG2012 : 病理病期II-IIIA期非小細胞肺癌に対する術後サー
ベイランスに関するランダム化比較試験

2022/08/12～
2026/07/31

2022-086 濱田　哲暢 研究所
小児がん・AYA世代がんに対する創薬研究に有用な患者検体
移植モデルの構築に関する研究 

2022/08/16～
2026/03/31

2022-085 吉田　正行 中央病院 乳癌PD-L1検査における診断再現性の検討
2007/01/01～
2020/12/31

2022-084 小林　望 中央病院
Japan Polyp Studyコホート研究の参加者に対するSNPs測定の
ための多機関共同観察研究

2022/12/09～
2025/12/31

2022-083 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

網羅的免疫解析に基づくCAR-T細胞療法の効果予測・判定およ
び造血細胞移植適応決定のための 
バイオマーカー開発 

2022/11/29～
2026/12/31

2022-082 平山　貴敏 中央病院
AYA世代のがん患者の心理的苦痛およびアンメットニードに対
するスマートフォンを用いた多職種支援の有効性:パイロット無作
為割付比較試験

2023/03/20～
2023/01/31

2022-081 (PDF)
成田　年（クロスア
ポ）

研究所 PDXマウスを用いたがん病態生理の包括的解析
2018/01/01～
2025/03/31

2022-080 松岡　弘道 中央病院
がん患者の不眠障害に対する共鳴呼吸数推定式を用いた 
完全在宅型心拍変動バイオフィードバックシステムの検討 
：探索的多施設無作為化比較試験

2022/08/16～
2024/03/31

2022-079 (PDF) 吉川　貴己 中央病院
診断時切除不能Stage IV胃癌に対するconversion therapyの治
療成績に関する多機関共同観察研究

2010/04/01～
2017/09/30

2022-078 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
HBs抗原陽性およびHBV既往感染のT細胞リンパ腫に対するモ
ガムリズマブ治療後のB型肝炎ウイルス再活性化に関する多機
関共同後方視的観察研究

2012/05/01～
2021/03/31

2022-074 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
遠隔転移のない頭頸部粘膜悪性黒色腫を対象とした根治治療
に関する観察研究 

2014/10/01～
2022/03/31

19 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-090.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-089.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-088.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-083.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-081.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-079.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-078.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2022-074.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2022-073 (PDF) 川﨑　敏克 東病院 遠隔転移を有する膵癌における２次化学療法の費用効果分析
2013/12/20～
2021/12/31

2022-072 (PDF) 楠本　昌彦 中央病院 小径肺癌のFDG集積と画像所見の相関の後ろ向き検討
2014/01/01～
2019/12/31

2022-071 (PDF) 松浦　一登 東病院 頭頸部癌再建手術周術期管理に関する研究
2018/04/01～
2022/03/31

2022-069 (PDF) 小倉　浩一 中央病院 本邦における軟部肉腫unplanned excisionの実態調査
2022/07/22～
2023/06/30

2022-068 (PDF) 庄司　広和 中央病院
HER2陽性切除不能進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ デ
ルクステカンの有効性・安全性を評価する後ろ向きコホート研究

2020/09/25～
2021/09/30

2022-067 (PDF) 湯田　淳一朗 東病院
AML/MDS患者に対するアゾール系抗真菌薬の予防投与下での
真菌感染症発症頻度の検討

2020/04/01～
2022/05/31

2022-066 (PDF) 佐々木　智章 東病院 肺がんにおける新たな画像バイオマーカーの探索研究
2010/01/01～
2027/12/31

2022-065 (PDF) 森下　滉己 東病院
切除不能肝細胞癌患者におけるレンバチニブの尿蛋白に対す
る尿蛋白/尿クレアチニン比の有用性に関する検討

2018/03/23～
2022/02/28

2022-064 (PDF) 田部　宏 東病院
再発子宮体癌における初発時と再発時での免疫学的因子の変
化の検討

2001/01/01～
2021/12/31

2022-063 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 PDXモデルを用いたがん悪液質の本態解明に関する研究
2018/10/01～
2022/05/14

2022-062 伊藤　雅昭 東病院
内視鏡外科手術動画等を用いた多施設データベースの構築及
び利活用

2009/04/01～
2032/03/31

2022-061 (PDF) 河野　隆志 研究所
SCRUM-Japan GI/MONSTAR-SCREEN関連研究における意義
不明な遺伝子異常の機能的、臨床的意義づけ研究

2022/07/07～
2027/06/30

2022-060 池田　公史 東病院
切除不能肝細胞癌における血管新生関連因子、腫瘍免疫関連
因子を検討する多機関共同観察研究

2022/06/01～
2023/10/31

2022-058 (PDF) 上野　尚雄 中央病院
頭頸部がん放射線治療による口腔粘膜炎の発症、ならびに半
夏瀉心湯の有効性を予測するバイオマーカーの探索―後向きコ
ホート研究―

2017/02/01～
2020/09/30

2022-057 力武　諒子 がん対策研究所 がん患者の家族に関する医療従事者インタビュー調査
2022/07/13～
2024/03/31

2022-055 向原　徹 東病院
WJOG15321B: 生殖細胞系列BRCA1/2変異陽性転移性乳癌に
おけるオラパリブ耐性の機序を探索する橋渡し研究(OLIVE)

2022/12/28～
2023/05/31

2022-054 (PDF) 山本　駿 中央病院
進行・再発食道がん患者の薬物治療体系と予後に関する観察
研究調査～日本におけるリアルワールドと実地臨床の分析～

2013/01/01～
2018/12/31

2022-053 (PDF) 出町　健 東病院
切除不能な進行・再発胃癌に対するTrifluridine/Tipiracil
（FTD/TPI）単剤療法の実臨床での治療効果と安全性に関する
追加調査

2019/09/01～
2021/12/31

2022-052 (PDF) 向井　まさみ 中央病院
電子カルテ情報を活用したリアルワールドデータ収集・提供基盤
の構築事業

2015/04/01～
2024/03/31
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2022-051 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
次世代多目的コホート研究で把握されたがん罹患症例の全ゲノ
ムシークエンス解析研究 

2011/01/01～
2016/03/31

2022-050 (PDF) 荒川　歩 中央病院

小児・AYA世代悪性固形腫瘍に対するテモゾロミド併用化学療
法の治療効果予測因子としてのMGMTの有用性についての検
討 

2003/01/01～
2020/12/31

2022-049 綿貫　瑠璃奈 東病院
WJOG_14921B: 不眠症を有する乳癌患者に対するレンボレキサ
ントの効果を検討する前向き観察研究

2022/11/22～
2024/08/31

2022-048 (PDF) 高本　健史 中央病院
開腹または腹腔鏡下再肝切除における癒着のスコア評価の研
究

2022/06/01～
2025/03/31

2022-047 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
高齢者急性骨髄性白血病における遺伝子異常と予後の関連に
関する研究—JALSG-GML219-Molecular—

2022/08/04～
2027/10/31

2022-046 (PDF) 吉本　世一 中央病院 頭頸部がん患者の自殺関連行動に関する診療録調査
2022/07/25～
2022/12/31

2022-045 (PDF) 池田　公史 東病院
転移性膵癌に対する2次治療におけるナノリポソーマルイリノテ
カン/5-FU/ロイコボリン併用療法とS-1単剤療法の比較： 傾向
スコアマッチングを用いた多施設共同後ろ向きコホート研究

2019/09/01～
2021/02/28

2022-044 (PDF) 川井　章 中央病院
軟部組織肉腫検体を用いたタンパク質 X発現及び腫瘍免疫状
態の解析

2010/01/01～
2021/12/31

2022-043 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
HPV陽性がん患者検体移植モデルを用いたアデノウイルスベク
ターによる新規治療法の研究

2022/08/02～
2024/03/31

2022-042 緒方　大 中央病院 神経皮膚症候群のレジストリによる悉皆的調査研究
2022/07/22～
2027/01/31

2022-041 (PDF) 川添　彬人 東病院
消化管癌における臨床病理学的および分子生物学的特徴と免
疫チェックポイント阻害剤の治療効果に関する観察研究

2016/11/01～
2019/12/31

2022-040 (PDF) 三島　沙織 東病院
ミスマッチ修復機能欠損進行固形癌を対象としたFoundationOne 
Liquid CDxがんゲノムプロファイルを用いたバイオマーカー研究

2015/10/28～
2022/03/31

2022-039 (PDF) 小林　信 東病院
実臨床データを用いた肝門部領域胆管癌の術前ドレナージ法別
の有効性と手術に及ぼす影響に関する多施設共同検討

2018/01/01～
2020/12/31

2022-038 (PDF) 坪井　正博 東病院
肺腺がん手術後症例におけるEGFR検査結果に基づく再発及び
予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2015/01/01～
2018/12/31

2022-037 (PDF) 吉野　孝之 東病院

BRAF V600E変異を有する切除可能大腸癌遠隔転移患者に対
する周術期化学療法としてのエンコラフェニブ＋ビニメチニブ＋
セツキシマブ併用療法の有効性及び安全性を評価する多施設
共同第II相臨床試験に付随するバイオマーカーの探索研究 

2022/07/28～
2025/03/31

2022-034 (PDF) 橋本　学 東病院 気道認識システムの開発研究
2021/04/01～
2022/09/30

2022-033 (PDF) 矢野　友規 東病院
マルチモーダル深層学習を用いた、食道癌CRT後の局所遺残
再発病変に対する光線力学療法(PDT)の効果を予測するAIモデ
ルの開発

2000/04/01～
2022/03/31
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2022-032 (PDF) 下井　辰徳 中央病院
周術期化学療法を受けていないトリプルネガティブ乳がんにお
ける腫瘍浸潤リンパ球の予後因子としての検討：国際共同研究

2000/01/01～
2020/12/31

2022-031 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 腎臓組織を用いた腎症評価系の構築に関する研究
2022/06/08～
2023/12/31

2022-030 (PDF) 平岡　伸介 中央病院 肝細胞がんにおけるGPC3等分子発現に関する研究
2002/01/01～
2022/03/31

2022-029 田部　宏 東病院
JGOG3028：卵巣癌初回治療後のニラパリブ維持療法の安全性
と有効性を検討する観察研究

2021/11/01～
2023/03/31

2022-028 小島　隆嗣 東病院
JCOG2013: 臨床病期I-IVA（T4を除く）胸部上中部食道扁平上
皮癌に対する予防的鎖骨上リンパ節郭清省略に関するランダム
化比較試験

2022/07/05～
2027/05/31

2022-023 新村　健介 東病院
人工知能を用いた大腸内視鏡検査時の前処置における排便性
状判定アプリケーションに関する多施設前向き共同研究

2022/08/24～
2023/06/30

2022-022 (PDF) 渡邉　俊一 中央病院
JCOG0707A1: 「病理病期I期（T1＞2 cm）非小細胞肺癌完全切
除例に対する術後化学療法の臨床第III相試験」の附随研究 
早期肺癌切除後の長期的転帰に関する観察研究

2022/06/13～
2023/12/31

2022-021 大幸　宏幸 中央病院
JCOG2013: 臨床病期I-IVA（T4を除く）胸部上中部食道扁平上
皮癌に対する予防的鎖骨上リンパ節郭清省略に関するランダム
化比較試験

2022/06/08～
2027/06/07

2022-020 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

固形癌患者においてがん治療が腫瘍浸潤細胞に与える影響に
関する研究

2015/01/01～
2021/12/31

2022-019 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 PDXモデルを用いた薬剤耐性克服並びに創薬開発研究
1999/01/01～
2025/03/01

2022-016 後藤　功一 東病院

オシメルチニブ治療後のC797S変異を有する進行EGFR遺伝子
変異陽性非小細胞肺癌に対するブリグチニブ+パニツムマブ併
用療法のバイオマーカー探索研究 

2020/12/01～
2021/11/24

2022-014 島津　太一 がん対策研究所
プライマリ・ケアと連携した不眠症に対する遠隔認知行動療法：
多層ベースラインデザインによる検討（ReCIPE study）

2022/05/11～
2024/03/31

2022-013 (PDF) 小谷　大輔 東病院
BRAF遺伝子変異を有する転移性結腸・直腸がんを対象にした
拡大治験フォローアップ延長に関する後ろ向き観察研究 
（BEACON EAP 後ろ向き観察研究）

2020/12/02～
2021/12/31

2022-012 松元　祐司 中央病院 X線位相イメージングによる非破壊的な組織構築の把握
2022/07/01～
2022/12/31

2022-011 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
脊椎原発腫瘍に関する統計学的検討―全国骨・軟部腫瘍登録
を用いた後ろ向き調査―

2006/01/01～
2019/12/31

2022-010 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
進行食道癌における放射線治療と免疫チェックポイント阻害薬
の併用効果を検討する後ろ向き観察研究 

2018/01/01～
2022/04/30

2022-009 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
Mixed-Realityを利用した手術ナビゲーションシステムの開発に
関する観察研究

2018/01/01～
2025/03/31

2022-008 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
成人T細胞白血病リンパ腫患者におけるHTLV-1プロウイルス型
と治療反応性に関する研究

2011/01/01～
2020/12/31
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2022-007 山本　昇 中央病院 TBI-1301長期追跡研究
2022/10/17～
2027/03/31

2022-006 (PDF) 松井　喜之 中央病院
切除不能尿路上皮癌の治療に関する多機関共同観察研究 2020/01/01～

2021/12/31

2022-005 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究 
（研究課題番号: 2015-048）」 における附随研究39 
PD-L1とCD137を標的としたAddbody・Mirabodyの作用機序の解
明と検証

2015/05/03～
2022/12/31

2022-004 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

多発性骨髄腫における免疫調節薬作用機序の解析
2013/01/01～
2024/03/31

2022-003 (PDF) 加藤　友康 中央病院
子宮体がんの統合的ゲノム解析による病態解明を目指した多機
関共同観察研究

2006/11/01～
2027/03/31

2022-002 (PDF) 板橋　耕太
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺肉腫様癌に対する抗PD-1抗体の効果と関連する免疫/ゲノム
因子探索の統合解析研究 
「既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様に対するニボルマブ
の単群検証的試験(NCCH1603 試験)」と「未治療進行・再発肺多
形癌など肺肉腫様癌に対するペムブロリズマブの単群検証的試
験(NCCH1703 試験)」の付随研究

2017/03/01～
2020/03/31

2022-001 曽根　美雪 中央病院
橈骨動脈アプローチによる血管内治療後の無症候性脳梗塞に
関する多機関共同前向き観察研究

2022/06/28～
2024/06/30

2021-501 近藤　格 研究所
個別化医療のための診断技術の開発: 
胃癌生検検体を使用した網羅的遺伝子・タンパク質解析

2023/03/10～
2027/03/31

2021-500 石木　寬人 中央病院
がん患者のタキサン誘発性末梢神経障害性疼痛に対する鍼灸
治療の有効性および安全性の検討

2022/07/22～
2025/03/31

2021-497 (PDF) 石井　源一郎 東病院
小細胞肺癌のエピゲノミクス解析と病理組織学的特徴に関する
多機関共同研究

2010/01/01～
2020/12/31

2021-496 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
国立がん研究センターのがん検診受診者を対象としたリキッド
バイオプシーによるがんの早期発見を目指した技術開発研究 

1999/01/01～
2023/08/31

2021-495 (PDF) 吉野　孝之 東病院

BRAF V600E変異を有する切除可能大腸癌遠隔転移患者に対
する周術期化学療法としてのエンコラフェニブ＋ビニメチニブ＋
セツキシマブ併用療法の有効性及び安全性を評価する多施設
共同第II相臨床試験（NEXUS試験）の長期予後に関する観察研
究

2022/07/05～
2029/03/31

2021-494 髙山　智子 がん対策研究所
希少がん患者の診断、治療、療養プロセスにおける経験に関す
る調査

2022/04/20～
2023/03/31

2021-492 伊豆津　宏二 中央病院

Hematologic Malignancies (HM)-SCREEN-Japan 02: 急性骨髄
性白血病の診断適正化を目的とした特定遺伝子ゲノムシークエ
ンスキットAmoy Myeloid Panel®の実行可能性を探索する多施
設共同研究

2022/05/11～
2024/03/31

2021-491 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
ぶどう膜炎をはじめとする眼炎症疾患の眼炎症発作の病態を反
映する生物指標の探索

2022/05/07～
2027/02/28

2021-490 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院 膵腺房細胞癌の実態調査-多施設共同研究-
2000/01/01～
2020/12/31

2021-489 若尾　文彦
がん対策情報セ
ンター

セルフチェックプログラムによる外来化学療法室の質向上に 
関する検証研究

2022/04/27～
2024/03/31
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2021-488 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号: 2015-048）」 における附随研
究38 腫瘍内浸潤リンパ球測定パネルの構築及び 技術移管

2015/05/03～
2022/12/31

2021-487 小川　千登世 中央病院
piggyBacトランスポゾン法によるキメラ抗原受容体遺伝子改変自
己T細胞療法後の長期フォローアップ

2022/06/06～
2033/12/31

2021-486 木下　敬弘 東病院

胃がん・食道胃接合部がん手術短期成績に関する国際共同観
察研究 
The HOLD Study - StomacH Cancer Elective Surgery 
MOrbidity and Mortality at 90-Day / The OUTLIVE Study - 
Oesophageal and JUncTional Cancer ELectIVE Surgery 
Morbidity and Mortality at 90-Day: A TUGS Multinational Audit

2022/04/01～
2022/09/30

2021-485 岩田　慎太郎 中央病院
小児・AYA世代がん患者における末梢血cell-free RNAからの腫
瘍特異的融合遺伝子の検出に関する多機関共同観察研究

2022/05/19～
2022/10/31

2021-483 (PDF) 原野　謙一 東病院
固形がんにおける相同組換え修復機能に関する新規バイオ
マーカー研究

2011/06/13～
2024/03/31

2021-482 (PDF) 後藤　功一 東病院
小細胞肺癌に対する個別化医療の開発を目指した遺伝子解析
研究

2015/05/01～
2025/03/31

2021-481 島津　太一 がん対策研究所
かかりつけ精神科の臨床場面における精神障害者に対するが
ん検診勧奨法の実施可能性の検討-多施設介入研究 

2022/03/17～
2022/12/31

2021-480 (PDF) 河野　隆志 研究所
解析・データセンターのゲノムデータベース、臨床情報データ
ベースの利活用に関する研究

2011/05/13～
2022/03/31

2021-479 齋藤　豊 中央病院
大腸内視鏡的粘膜下層剥離術後の粘膜欠損部に対する改良型
軟性持針器を用いた内視鏡的手縫い縫合法についての多施設
共同研究

2022/05/01～
2023/11/30

2021-478 奥坂　拓志 中央病院
膵癌切除例における腹腔洗浄細胞診「疑陽性」の臨床的意義を
検討するための多機関共同後方視的研究 ―日本膵臓学会　膵
癌取扱い規約検討委員会研究―

2009/01/01～
2018/12/31

2021-477 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院
悪液質を伴う切除不能または再発膵がんに対するアナモレリン
療法の後方視的観察研究　 

2008/09/06～
2022/03/31

2021-476 (PDF) 井垣　浩 中央病院
放射線治療の質的向上を目指した放射線治療従事者の業務実
態アンケート調査

2022/05/01～
2022/07/31

2021-475 (PDF) 中間　楽平 中央病院
診断群分類の精緻化とそれを用いた医療評価の方法論開発に
関する研究

2010/04/01～
2023/03/31

2021-474 (PDF) 河野　隆志 研究所
がんゲノム医療の推進に資する小児がんの包括的ゲノムデータ
基盤の構築

1926/09/11～
2021/09/30

2021-473 藤森　麻衣子 がん対策研究所
思春期若年成人世代がん患者の意向に即した医療者へのコ
ミュニケーションスキルトレーニング：実施可能性の検討 

2021/12/13～
2022/02/15

2021-472 (PDF) 後藤　功一 東病院
LTK融合遺伝子を有する非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研究 

2015/03/20～
2024/03/31

2021-471 (PDF) 河野　隆志 研究所
胆道腫瘍・膵腫瘍・胸腺腫瘍における全ゲノムシークエンスデー
タ、RNA シークエンスデータの解析

2011/05/13～
2023/03/31
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2021-469 後藤　功一 東病院

LC-SCRUM-Advantage/MRD：肺癌における周術期個別化医療
の確立を目指した遺伝子スクリーニングと微小残存病変のモニ
タリングのための多施設共同前向き観察研究 

2022/05/13～
2027/03/31

2021-468 (PDF) 河野　隆志 研究所
解析・データセンターのゲノム・臨床情報データベース利活用の
ための臨床情報の収集

2022/04/14～
2026/12/31

2021-467 (PDF) 池田　公史 東病院
肝胆膵領域における経皮及び内視鏡処置の診断・治療の効果・
安全性などに関する研究

2013/04/01～
2032/12/31

2021-466 (PDF) 南　陽介 東病院
前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血
病における 長期予後と治療実態調査（観察研究）JALSG CS-
07/11-ｔAPL study

2007/07/01～
2016/01/31

2021-465 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院

膵癌に対するフルオロウラシル(5FU)/レボホリナート(LV)/リポ
ソーム型イリノテカン(nal-IRI)レジメン投与時におけるLVとnal-IRI
の並列投与に関する多施設共同前向き観察研究 

2020/05/01～
2023/03/31

2021-464 白石　航也 研究所 肛門扁平上皮癌とHPV感染の関連性についての研究
1991/01/01～
2020/12/31

2021-463 (PDF) 南　陽介 東病院 造血器腫瘍患者を対象としたDimShift法の性能評価
2001/01/01～
2023/12/31

2021-462 加藤　友康 中央病院 カルポプラチン脱感作療法の実態調査
2016/01/01～
2020/12/31

2021-461 (PDF) 後藤田　直人 東病院
脾温存尾側膵切除術後長期経過症例における胃静脈瘤発生リ
スク因子の検討　-国内多施設共同研究-

2011/01/01～
2018/12/31

2021-460 齋藤　豊 中央病院
本邦における直接経口抗凝固薬の種類による大腸粘膜下層剥
離術後出血の解析

2012/01/01～
2021/12/31

2021-458 秋元　哲夫 東病院
女性がん患者の自己管理能力を活性化させる継続支援プログ
ラムの機能と効果の検証

2022/05/16～
2023/09/30

2021-457 髙橋　宏和 がん対策研究所
30歳代が乳がん検診を受診する理由についてのアンケート調査
研究

2022/06/14～
2023/03/01

2021-456 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

健常人、患者由来CAR-T細胞を用いた非臨床試験
2022/03/25～
2025/07/31

2021-455 (PDF) 綿貫　瑠璃奈 東病院
WJOG_15721B：ホルモン受容体陽性HER2陰性早期乳癌の早期
再発リスク因子を探索する後方視的多施設共同観察研究

2012/01/01～
2017/01/01

2021-454 石原　敏裕 中央病院

診療放射線技師を対象とした放射線災害時におけるリスクコミュ
ニケーションについての研修の体系化及び放射線災害時におけ
る診療放射線技師を活用した支援体制の構築に関する調査研
究

2022/08/16～
2024/03/31

2021-453 (PDF) 椎野　翔 中央病院
乳癌におけるHER2不均一性の薬剤効果予測および予後予測因
子としての有用性の検討

2002/01/01～
2020/12/31

2021-452 小川　千登世 中央病院
JCCG（TOP2）：小児固形腫瘍に対するゲノムプロファイリング検
査の臨床実装に向けた実行可能性を検討するための多施設共
同前向き観察研究

2022/03/10～
2023/02/28

2021-451 (PDF) 石井　源一郎 東病院 肺多形癌におけるdirty necrosisと予後との関係の検討
2002/01/01～
2020/12/31
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2021-450 (PDF) 向原　徹 東病院
HER2陽性乳癌における極微量HER2遺伝子変異の臨床・生物
学的意義を問う研究

2013/01/01～
2019/12/31

2021-448 (PDF) 池田　公史 東病院
膵癌術後のオリゴ肺転移に対する肺切除に関する多機関共同
後ろ向き観察研究

2009/01/01～
2020/12/31

2021-447 渡辺　祐子 中央病院
JCCG（LFS20）：Li-Fraumeni症候群に対するがんサーベイランス
プログラムの実行可能性と新規バイオマーカーを探索する多施
設共同前方視的臨床試験

2022/03/04～
2023/10/31

2021-445 里見　絵理子 中央病院

未成年の子どもがいるがん患者・家族を対象とした面談の不安
に対する予備的有用性に関する単施設前向き観察研究 
 
 
 

2022/04/12～
2023/12/31

2021-444 阿部　清一郎 中央病院
内視鏡的粘膜下層剥離術 
（Endoscopic submucosal dissection; ESD）における新規トラク
ションデバイスについての多施設後ろ向き観察研究

2020/05/01～
2021/09/20

2021-443 中島　美穂 中央病院
JCCG（JN-LI-21）：低・中間リスク群神経芽腫の残存腫瘍に対
する観察研究

2022/08/23～
2027/03/31

2021-442 (PDF) 有馬　崇充 中央病院
化学療法による核酸アナログ服用中から終了後の B 型肝炎再
活性化とその危険因子に関する単施設後方視的観察研究

2006/01/01～
2021/12/31

2021-441 冨岡　穣 東病院
PDT_substudy：末梢型肺癌PDT治験に対するシミュレーションを
用いたPDTドシメトリーを探索的に評価する観察研究

2020/06/01～
2021/11/30

2021-440 (PDF) 池田　公史 東病院
肝転移を有する膵・消化管神経内分泌腫瘍の治療選択MAPの
有用性を検討する多施設共同後方視的観察研究 

2017/01/01～
2020/12/31

2021-439 河野　隆志 研究所
プロジェクトHOPE検体における全ゲノム解析の患者還元に関す
る研究

2021/12/17～
2023/03/31

2021-438 (PDF) 河野　隆志 研究所
脳腫瘍における全ゲノムシークエンスデータ、RNAシークエンス
データの解析

2011/05/13～
2023/03/31

2021-437 (PDF) 河野　隆志 研究所
肝臓がんにおける全ゲノムシークエンスデータ、RNAシークエン
スデータの解析

2011/06/01～
2023/03/31

2021-436 河野　隆志 研究所
褐色細胞腫における全ゲノムシークエンスデータ、RNAシークエ
ンスデータの解析

2022/03/14～
2023/03/31

2021-435 (PDF) 田部　宏 東病院
JGOG3027：卵巣癌初回治療後オラパリブ維持療法の安全性と
有効性を検討するヒストリカルコホート研究

2019/06/01～
2022/03/31

2021-434 髙島　淳生 中央病院
Neo RAS野生型切除不能進行・再発大腸癌に対するパニツムマ
ブ、イリノテカン併用療法の安全性と有効性を評価する第Ⅱ相
試験」に付随するバイオマーカー研究

2022/03/15～
2023/01/31

2021-433 (PDF) 吉見　昭秀 研究所 胸腺腫のトランスクリプトームに関する観察研究
2010/01/01～
2021/12/31

2021-432 (PDF) 森田　敬裕 東病院
WholeBody Dynamic PETならびにmotion free PETを用いた
FDG-PET/CT検査による悪性腫瘍の治療効果判定・再発サー
ベイランスに関する精確性評価と新基準確立

2022/01/01～
2024/03/31

26 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-450.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-448.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-442.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-440.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-438.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-437.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-435.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-433.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2021-432.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2021-431 (PDF) 矢野　友規 東病院

食道扁平上皮癌に対する化学放射線療法または放射線療法後
のcT1N0M0局所遺残・局所再発病変に対するサルベージ内視
鏡治療の有効性、安全性についての検討—多施設共同後ろ向き
研究— 

2012/12/01～
2021/08/31

2021-430 伊藤　雅昭 東病院

経肛門的直腸間膜全切除術併用括約筋間直腸切除術における
器械吻合の優越性を検証する多施設共同無作為化比較試験 
A Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing Stapled 
and Hand-sewn Anastomosis in Intersphincteric Resection with 
Transanal Total Mesorectal Excision

2022/06/01～
2024/03/31

2021-429 佐野　智望 がん対策研究所
ドセタキセル・シスプラチン・フルオロウラシル併用療法（DCF療
法）における感染予防薬の有用性・安全性に関する後方視的検
討

2014/01/01～
2022/09/30

2021-428 (PDF) 松井　喜之 中央病院
非転移性去勢抵抗性前立腺癌における予後予測因子と新規抗
アンドロゲン剤治療効果の解明 

2014/05/01～
2020/03/01

2021-426 藤田　武郎 東病院

Influence of Nutrition and SarcoPenia on Esophageal Cancer 
ouTcomes (INSPECT study) 
（食道癌術後成績に対する栄養状態やサルコペニアの影響に関
する多機関後ろ向き観察研究）

2017/12/01～
2019/03/31

2021-425 (PDF) 河野　隆志 研究所
LC-SCRUM-Asia肺がん試料などを用いた全ゲノムシークエンス
解析

2015/04/01～
2021/12/31

2021-424 (PDF) 成田　善孝 中央病院
低悪性度神経膠腫における分子分類と 予後についての後方視
的研究

2001/01/01～
2019/12/31

2021-423 (PDF) 有馬　崇充 中央病院
アナモレリンの食欲増進効果とその患者因子に関する 
単施設後方視的観察研究

2021/04/01～
2021/12/31

2021-422 向原　徹 東病院
JCCG-LFS20：Li-Fraumeni症候群に対するがんサーベイランス
プログラムの実行可能性と新規バイオマーカーを探索する多施
設共同前方視的臨床試験

2022/03/02～
2023/10/31

2021-421 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
新世代治療導入後の未治療NK/T 細胞リンパ腫における治療
実態とその推移および予後に関する国内多機関共同調査研究

2000/01/01～
2021/12/31

2021-420 堀内　香織 東病院
COVID-19禍が新卒看護師のトランジションと、新卒看護師教育
に与える影響

2022/03/15～
2022/03/31

2021-419 谷田部　恭 中央病院 バイオバンク検体を用いたEpstein-Barrウイルスゲノムの解析
2011/05/13～
2021/12/31

2021-418 (PDF) 石井　源一郎 東病院
がんゲノムプロファイリング検査の成否に影響を与える臨床病
理学的因子に関する研究

2019/07/01～
2026/09/30

2021-417 湯田　淳一朗 東病院
造血器腫瘍及び固形腫瘍におけるゲノムおよびエピゲノム異常
の網羅的解析

2022/03/15～
2027/03/31

2021-416 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

肝細胞癌のがん微小環境とアテゾリズマブ＋ベバシズマブ併用
療法の有効性の関連についての検討

2020/10/01～
2021/09/30

2021-415 (PDF) 中村　能章 東病院

医師主導治験「HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・
直腸癌患者に対するトラスツズマブおよびペルツズマブ同時併
用療法の有効性および安全性を評価する多施設共同臨床第II
相試験（略称：TRIUMPH試験）」に参加した患者を対象とする、
治験治療終了後の転帰および後治療の状況を調査する観察研
究

2022/03/02～
2025/03/31
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2021-414 (PDF) 大場　彬博 中央病院
膠原病併存膵癌に対する全身化学療法についての後ろ向き観
察研究

2015/01/01～
2019/12/31

2021-411 齋藤　豊 中央病院
大腸粘膜下層剥離術におけるマルチループトラクションデバイス
の安全性と有効性に関する多施設共同ランダム化比較試験

2022/04/11～
2024/12/31

2021-410 (PDF) 山﨑　直也 中央病院
センチネルリンパ節陽性メラノーマの治療選択と予後に関する
多機関共同観察研究

2022/03/07～
2023/03/31

2021-409 坪井　正博 東病院

JCOG1807C「肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の
術前後デュルバルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用
した集学的治療に関する単群検証的試験」の附随研究　
JCOG1807CA1：肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後
の術前後デュルバルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併
用した集学的治療におけるバイオマーカー探索的研究

2020/09/01～
2024/09/30

2021-408 (PDF) 福田　隆浩 中央病院
アグレッシブATLにおける予後因子の検討と個別化医療の確立
を目的とした全国一元化レジストリおよびバイオレポジトリの構
築

2022/02/08～
2026/03/31

2021-407 (PDF) 石井　源一郎 東病院
EGFR遺伝子変異陽性の病理病期Ⅱ-Ⅲ期肺腺癌における臨床
病理学的特徴と再発および予後の関連についての検討 

2003/01/01～
2018/12/31

2021-406 (PDF) 竹下　修由 東病院
機械学習を用いて胃癌術後の合併症をリアルタイムに予測する
多施設後ろ向き研究

2013/01/01～
2019/12/31

2021-405 (PDF) 並川　健二郎 中央病院

露光部(非粘膜型/非末端黒子型)メラノーマにおけるニボルマブ
＋イピリムマブ併用療法の一次治療と抗PD-1抗体単剤療法の
一次治療（無効後ニボルマブ＋イピリムマブを含む）の効果に関
する多施設共同後ろ向き研究

2014/07/01～
2021/07/31

2021-404 平田　秀成 東病院
気管・気管支原発腺様嚢胞がんに対する陽子線治療における
血中DNA遺伝子変異解析の有用性の検討

2010/01/01～
2027/01/12

2021-403 石木　寬人 中央病院
Validation of the EORTC QLQ-C30 with young people aged 12-
17 years with cancer

2022/08/12～
2023/12/31

2021-402 八巻　知香子 がん対策研究所
「信頼のおけるがん情報を見つける」動画ツールの効果的活用
と周知に関する調査研究

2022/02/15～
2023/03/31

2021-401 矢野　友規 東病院
柏の葉における胃がん検診・大腸がん検診の受診割合に関す
る多施設前向き記述疫学的研究

2022/03/10～
2023/05/31

2021-400 (PDF) 松田　歩 中央病院
膀胱癌に対する根治的膀胱全摘除術の包括的調査: 
多機関共同観察研究 

2013/01/01～
2019/12/31

2021-399 (PDF) 米盛　勧 中央病院
副腎皮質がんにおけるWnt/βカテニン経路異常を同定する最
適なバイオマーカーの確立と免疫微小環境の関連の検討

2002/01/01～
2021/12/31

2021-398 (PDF) 松井　喜之 中央病院
前立腺がんに対するロボット支援根治的前立腺全摘術の多機
関共同観察研究

2011/01/01～
2021/08/31

2021-397 (PDF) 坪井　正博 東病院
JANP studyにおいて集積された臨床検体の保存および医学研
究への利用（包括的同意）

2022/03/04～
2033/07/31

2021-396 (PDF) 加藤　友康 中央病院
早期子宮体癌の術後補助化学療法の有効性に関する多施設共
同後方視的研究

2007/01/01～
2013/12/31
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2021-395 (PDF) 新野　祐樹 中央病院

EGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺がんに対するEGFR-TKI
耐性後のアテゾリズマブ＋ベバシズマブ＋カルボプラチン＋パク
リタキセル併用療法の治療効果と安全性に関する多施設共同
観察研究

2019/01/01～
2021/06/30

2021-394 片野田　耕太 がん対策研究所
健康政策を効果最大化と格差縮小の両軸で評価するための
ツール開発：肺がんを事例に

2022/02/10～
2024/03/31

2021-393 小西　信子 東病院
がん患者のプレハビリテーションとして利用できる筋力トレーニン
グ動画の開発〜高齢肺がん患者を対象としたFeasibility研究〜 

2022/02/25～
2024/12/31

2021-392 (PDF) 井垣　浩 中央病院
子宮頸癌根治的放射線治療(同時化学放射線療法)における中
央遮蔽なしの外部照射と 3 次元画像誘導小線源治療併用に関
する多施設共同後ろ向き観察研究

2014/01/01～
2020/06/30

2021-391 (PDF) 勝屋　友幾 中央病院
担がん患者における新型コロナウイルス感染症のワクチンの
ブースター接種の影響に関する前向き観察研究

2022/02/14～
2022/12/31

2021-390 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号 : 2015-048）」 における附随
研究37  RM-1995の投与及び肝転移巣の光照射の臨床試験の
対象患者となりうる、原発巣及び肝転移巣における免疫担当細
胞の解析

2022/01/28～
2022/12/31

2021-389 (PDF) 竹原　健太 中央病院
FilmArray 呼吸器パネルを使用した呼吸器感染症の 
病原体動向調査に関する研究

2022/06/13～
2023/03/31

2021-388 (PDF) 加藤　健 中央病院
食道がんの全ゲノム配列データ及び臨床情報の収集・解析と創
薬開発・全ゲノム医療基盤構築

2002/01/01～
2024/03/31

2021-387 成田　善孝 中央病院 脳腫瘍を特異的に標識する新規蛍光プローブの開発
2022/02/28～
2035/12/31

2021-386 勝屋　友幾 中央病院 抗悪性腫瘍薬の血中濃度測定研究
2022/03/04～
2023/12/31

2021-385 稲葉　浩二 中央病院
放射線治療計画の多施設比較研究（前立腺がんへの定位放射
線治療の線量増加） 

2015/01/01～
2021/10/31

2021-384 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院 胸腺上皮腫瘍の微小環境解明のための後方視的検討
2002/01/01～
2021/12/31

2021-383 小川　朝生 東病院
国内の成人がんサバイバーの睡眠障害に関する横断調査 
（睡眠障害有病率や対応状況、支援ニーズに関する横断的研
究）

2022/01/28～
2023/03/31

2021-382 (PDF) 郭　永梅 東病院
強力化学療法の適応とならない急性骨髄性白血病患者を対象
としたベネトクラクス併用療法の多施設共同前向き観察研究

2022/03/10～
2024/05/31

2021-381 (PDF) 馬場　楓 東病院
COVID-19流行による乳がん周術期化学療法に対する影響の検
討

2019/01/01～
2022/12/31

2021-380 坂東　英明 東病院
大腸がんにおけるSafeSEQ法を用いた血中循環腫瘍DNA 
BRAF遺伝子変異検査の性能評価試験

2022/02/02～
2023/03/31

2021-379 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
III期・IV期非小細胞性肺がんにおける画像解析によるサルコペ
ニアに関する後ろ向き観察研究

2010/01/01～
2020/12/31

2021-378 高本　健史 中央病院
高侵襲肝胆膵手術後の低栄養予防のための食の情報活用に
関する前向き観察研究

2022/01/17～
2023/12/31
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2021-377 小山　正平
先端医療開発セ
ンター(柏)

肝細胞癌に対する各種治療薬の感受性・抵抗性に関わるがん
免疫微小環境の評価検討

2022/02/01～
2024/10/06

2021-376 藤森　麻衣子 がん対策研究所
思春期・若年成人世代の血液腫瘍患者への情報提供の在り方
と支援に関する研究

2022/03/01～
2022/03/31

2021-373 (PDF) 青景　圭樹 東病院
病理病期II-IIIB期・非小細胞肺癌患者の予後解析に関する研究 2010/01/01～

2020/12/31

2021-372 八巻　知香子 がん対策研究所
わかりやすい版「がん情報」の医療機関での活用と評価に関す
る研究

2022/02/08～
2023/03/31

2021-371 (PDF) 緒方　大 中央病院
リンパ節転移陽性乳房外パジェット病に対する術後放射線照射
の効果に関する観察研究 

2011/01/01～
2020/12/31

2021-370 藤田　武郎 東病院
食道内視鏡外科手術における術中リアルタイム情報支援システ
ム実臨床導入の妥当性を評価する多施設前向き観察研究 

2022/02/10～
2025/03/31

2021-369 (PDF) 橋本　学 東病院
手術の所要時間の不確実性を考慮した手術室のスケジューリン
グ手法の開発

2018/03/01～
2021/07/31

2021-368 山本　精一郎 がん対策研究所
行動経済学を用いた健康無関心層の類型化に基づく 
効果的な保健指導手法の確立 

2022/01/20～
2023/03/31

2021-367 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の更なる
適応拡大に関する多機関共同遡及的観察研究

2013/01/01～
2020/12/31

2021-366 下井　辰徳 中央病院
副腎悪性腫瘍の免疫組織化学、ゲノム解析による予後・治療バ
イオマーカー探索に関する研究

1997/01/01～
2021/05/31

2021-365 青景　圭樹 東病院
非造影での胸部CTを元にした三次元再構成画像の構築に関す
る多施設共同研究

2022/01/17～
2024/03/31

2021-364 (PDF) 椎野　翔 中央病院
HER2陽性早期乳がん患者を対象としたctDNAによる術前薬物
療法後の微小残存病変(MRD)検出の有用性に関する前向きア
ジア国際共同研究

2022/04/01～
2024/03/31

2021-362 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院 浸潤性軟部肉腫の術中可視化に関する多機関共同観察研究
2022/01/17～
2024/12/21

2021-361 (PDF) 吉見　昭秀 研究所 CDX2低発現大腸癌の観察研究
2013/01/01～
2016/12/31

2021-360 菅原　俊祐 中央病院
難治性腹水に対する腹腔-腸管シャント作成術に関する安全性
確認試験

2022/03/04～
2024/09/27

2021-359 山本　精一郎 がん対策研究所

新型コロナウイルス感染症流行が生活習慣や健康に及ぼす影
響の実態把握に向けた継続研究 －女性への健康支援の観点
から－  

2022/01/20～
2024/03/31

2021-358 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
骨肉腫における周術期感染症と予後に関する実態調査に関す
る多機関共同研究

1990/01/01～
2021/10/31

2021-356 (PDF)
米田　光宏（クロス
アポ）

中央病院
小児・AYA世代における固形腫瘍の臨床病理学的な特性と治療
の効果・安全性等に関する研究 

2022/01/13～
2031/12/31
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2021-355 八巻　知香子 がん対策研究所 手話版がん情報の評価に関する調査研究
2022/01/28～
2022/06/30

2021-354 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
ANKL22:アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同後方視
的研究（ANKL22）

1985/01/01～
2021/12/31

2021-353 小川　朝生 東病院
総合病院における認知症ケアチームの実活動に関する多施設
共同観察研究

2022/02/02～
2023/12/31

2021-352 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

新型コロナウイルスワクチン接種後の免疫応答評価と 
感染防御能解析に関する多機関共同観察研究 

2022/01/28～
2022/12/31

2021-350 (PDF) 林　隆一 東病院
がん関連脳卒中の臨床病理学的な特性とリハビリテーション治
療の効果・安全性等に関する研究

2021/04/01～
2026/12/31

2021-349 (PDF) 並川　健二郎 中央病院
術後病期III/IVの末端型/粘膜型悪性黒色腫に対する抗PD-1抗
体による術後補助療法の効果に関する国際多機関共同後ろ向
き研究

2018/07/01～
2021/06/30

2021-348 藤森　麻衣子 がん対策研究所
Shame and stigma scale（恥とスティグマ尺度）および
Demoralization scale（士気低下尺度） 
日本語版の開発

2022/01/17～
2023/03/31

2021-347 稲葉　浩二 中央病院
初発小型肝細胞癌に対する定位放射線治療症例の多機関後ろ
向き観察研究

2013/01/01～
2017/12/31

2021-346 (PDF) 小林　英介 中央病院 悪性骨軟部腫瘍脳転移の検討
2005/01/01～
2022/03/31

2021-345 勝屋　友幾 中央病院
造血器腫瘍患者における新型コロナウイルス感染症ワクチンの 
ブースター接種の影響に関する前向き観察研究 

2022/02/02～
2022/12/31

2021-344 成田　善孝 中央病院

脳腫瘍患者の手段的日常生活動作(I-ADL)を測定する質問紙
の開発 Phase 4 
Development of a questionnaire to measure instrumental 
activities of daily living (I-ADL) in patients with brain tumors 
and brain metastases: Phase IV international field testing

2021/12/27～
2026/09/30

2021-343 (PDF) 若尾　文彦
がん対策情報セ
ンター

がん診療連携拠点病院等の医療従事者等を対象とした研修の
受講生のニーズと研修の効果等に関する研究

2006/10/01～
2031/05/31

2021-342 (PDF) 谷内田　真一 研究所
肺腫瘍、胸腺腫瘍患者の臨床検体（組織や血液など）を用いた
ゲノムプロファイリングに関する研究

1991/01/01～
2023/03/31

2021-341 (PDF) 増田　信一 東病院
静脈血栓塞栓症を合併したがん患者における直接経口抗凝固
薬の長期内服に関する安全性と有効性の検討 

2015/01/01～
2021/06/30

2021-340 大西　達也 東病院

人工知能による自動マンモグラフィ診断の異なる集団間におけ
る不一致に関する調査：国際多施設共同研究 
Investigation on the performance inconsistency of deep learning 
models for mammogram classification in different populations: 
an international, multi-center study

2012/01/01～
2021/12/31

2021-339 大江　裕一郎 中央病院
PD-1経路阻害薬の血液検体による効果予測因子および予後因
子に関する多機関共同探索的研究 

2022/07/11～
2027/02/28
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2021-338 (PDF) 髙島　淳生 中央病院
3次治療以降の化学療法を受ける治癒切除不能な進行・再発結
腸・直腸癌患者の血中循環DNAを用いたRAS遺伝子ステータス
の変動を確認する観察研究

2017/01/01～
2023/10/19

2021-337 肱岡　範 中央病院

悪性遠位胆道閉塞に対する超音波内視鏡下胆管胃吻合術と 
胆管胃吻合術/順行的ステント留置術同時施行に関する 
多施設共同後ろ向き観察研究 

2014/01/01～
2020/12/31

2021-336 (PDF) 並川　健二郎 中央病院
悪性黒色腫に対するニボルマブ、ペムブロリズマブ、ダブラフェ
ニブ・トラメチニブを用いた術後補助療法の効果に関する国際多
機関共同後ろ向き研究

2018/07/01～
2021/06/30

2021-334 松岡　弘道 中央病院 RAMP付随研究（周術期精神症状予防法の探索）
2022/03/01～
2024/02/29

2021-333 田部　宏 東病院
婦人科内視鏡外科手術における術中リアルタイム情報支援シス
テム実臨床導入の妥当性を評価する多施設前向き観察研究

2022/01/28～
2025/03/31

2021-332 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管早期病変に対するVirtual Scale内視鏡の有用性に関する
検討

2022/03/22～
2022/06/30

2021-331 吉田　朗彦 中央病院
傍骨性骨軟骨異形増生と爪下外骨腫の遺伝子異常に関する国
際多施設共同観察研究

1997/01/01～
2020/12/31

2021-330 篠﨑　剛 東病院

頭頸部イルミノックス治療の適正症例を特定するための医療情
報を用いた患者因子調査－後ろ向き観察研究－ 
 

2016/01/01～
2020/12/31

2021-329 (PDF) 田部　宏 東病院
進行卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する全壁側腹膜切除の有効性
と安全性の評価

2018/04/01～
2023/01/31

2021-328 (PDF) 岩本　義弘 東病院
免疫チェックポイント阻害薬治療中の患者における外来化学療
法ホットラインへの相談内容の実態調査

2018/01/01～
2022/12/31

2021-327 (PDF) 小村　豪 中央病院
切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者を対象と
したアキャルックスおよ びBioBlade レーザシステムによる頭頸
部ルミノックス治療の有効性および安全性 に関する観察研究

2021/12/20～
2024/12/31

2021-326 (PDF) 松岡　弘道 中央病院
がん疼痛治療選択のための難治性疼痛の発症を予測するバイ
オマーカーの探索―レトロスペクティブ研究―

2011/05/13～
2024/03/31

2021-325 小林　英介 中央病院 四肢・体幹浅層に発生した軟部肉腫肺転移切除症例の検討
2007/01/01～
2021/01/31

2021-324 矢野　友規 東病院
内視鏡および外科手術における鎮静深度モニタリングについて
の観察研究 

2021/12/22～
2022/09/30

2021-323 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

呼気薬力学解析プラットフォームを活用した多機関共同観察研
究 

2021/12/17～
2027/03/31

2021-322 (PDF) 矢野　友規 東病院
咽喉頭の内視鏡観察部位を認識するAIシステムの構築に関す
る研究開発

2020/01/01～
2020/12/31

2021-321 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 内視鏡外科手術AI自動技術評価システムの妥当性評価
2018/11/01～
2021/10/31
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2021-320 (PDF) 庄司　広和 中央病院 Vulnerable大腸がんに対する化学療法の実態調査
2015/06/01～
2018/12/31

2021-319 小川　朝生 東病院
COVID-19感染に関連した一般病院精神科領域の活動に関する
質的調査

2022/02/07～
2024/12/30

2021-312 平山　貴敏 中央病院
進行がん患者の抑うつに対する行動活性化療法プログラムの
効果検証に関する研究：パイロット・多施設共同無作為化比較
試験

2022/01/17～
2024/03/31

2021-311 (PDF) 石井　源一郎 東病院
転移性肺腫瘍を含めた肺癌切除例におけるdirty necrosisと予
後との関係の検討

2011/01/01～
2018/12/31

2021-310 高本　健史 中央病院
肝臓３D画像を投影する腹腔鏡下肝ナビゲーションシステムの開
発

2021/12/03～
2024/12/31

2021-309 里見　絵理子 中央病院
AYA世代がん患者の長期フォローアップにおける 
課題に関するアンケート調査

2021/12/15～
2022/03/31

2021-308 近藤　俊輔 中央病院
体液中エクソソームmicroRNA等の生体物質を用いた固形腫瘍
の診断開発

2022/01/28～
2026/08/31

2021-307 藤森　麻衣子 がん対策研究所
頭頸部がんを有する患者の心理・社会・身体状態の推移と関連
要因の検討

2021/12/15～
2024/03/31

2021-306 (PDF) 髙山　智子 がん対策研究所
がん相談支援センターにおける「相談記入シート」を用いた相談
対応状況のデータベースの構築と活用に関する研究 

2019/01/01～
2021/12/31

2021-305 並川　健二郎 中央病院

相同組換え修復遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の
固形がん患者に対するNiraparibおよびPD-1阻害剤併用療法
（jRCT2051210120）の奏効予測マーカーに関する研究(「相同組
換え修復遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の固形が
ん患者に対するNiraparibおよびPD-1阻害剤併用療法の有効性
および安全性を評価する多施設共同第II相バスケット試験
（IMAGENE-01）」の附随研究)

2022/02/01～
2023/08/31

2021-304 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
乳がんpatient-derived xenograft (PDX)の転移モデルを用いた
乳がん転移の分子機構の解明 

1999/01/01～
2023/03/31

2021-303 (PDF) 有川　真生 中央病院
足底悪性腫瘍広範切除後皮弁再建の長期術後合併症に関する
多施設共同観察研究

2011/01/01～
2021/10/31

2021-302 楠原　佳那子 東病院 AYA世代患者における再発Ewing肉腫治療レジメンの実態調査
2014/09/01～
2021/06/30

2021-301 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 AI画像解析技術による直腸癌CRM診断支援システムの構築
2015/01/01～
2021/11/30

2021-300 小川　千登世 中央病院
JCCG（JN-L-16）：初診時血清診断による神経芽腫の無治療経
過観察研究

2022/02/08～
2024/03/31

2021-299 岩田　慎太郎 中央病院
小児・AYAがんサバイバーにおけるサルコペニアの評価と運動
機能との関連に関する多機関共同研究

2022/01/04～
2023/03/31

2021-298 (PDF) 肱岡　範 中央病院
中下部悪性胆道閉塞症例に対する胆管挿管不成功例における
超音波内視鏡下胆管胃吻合術の長期経過を明らかにする多機
関共同後方視的研究

2016/04/01～
2020/12/31
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2021-297 (PDF) 石井　源一郎 東病院
術前化学療法後、外科的切除された胃癌における残存腫瘍面
積（Area of Residual Tumor:ART）と予後との関係についての検
討

2012/01/01～
2020/12/31

2021-296 (PDF) 坪井　正博 東病院
胸部薄切ＣＴ所見に基づき縮小手術を施行された肺野末梢小型
肺腺癌切除症例の長期予後に関する研究 

2003/01/01～
2010/12/31

2021-295 (PDF) 金光　幸秀 中央病院 骨盤内臓全摘術に伴う皮弁再建術の検討
2016/07/01～
2021/07/01

2021-294 (PDF) 金光　幸秀 中央病院 骨盤内臓全摘術における最新手術方法の検討
2016/07/01～
2021/07/01

2021-293 山﨑　直也 中央病院
悪性腫瘍（胃癌・食道癌・腎細胞癌・尿路上皮癌・悪性黒色腫）
に対する抗PD-1/L1抗体を含む治療法の新規効果予測因子を
用いた前向き観察研究

2021/04/01～
2024/03/31

2021-292 (PDF) 白石　友一 研究所
小児血液・腫瘍性疾患の発症・治療経過・副作用に影響する体
細胞系及び生殖細胞系列の網羅的遺伝子異常の検索と機能解
析

1990/01/01～
2025/03/31

2021-291 坪井　正博 東病院

胸部、泌尿器及び耳鼻咽喉（ENT）の手術におけるENSEAL®X1 
Curved Jaw Tissue Sealer及びGenerator G11の前向き単群多
施設共同研究 
A Prospective, Single-Arm Multi-Center Study of the ENSEAL® 
X1 Curved Jaw Tissue Sealer and Generator G11 in Thoracic, 
Urologic, and Ear, Nose, and Throat (ENT) Procedures

2022/01/17～
2023/03/31

2021-290 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
進展型小細胞肺がんに対する薬物療法に関する多施設共同観
察研究

2011/04/01～
2021/03/31

2021-289 (PDF) 小川　朝生 東病院
ナショナルデータベースを用いた人生の最終段階における医
療・ケアの提供状況に関する研究

2012/04/01～
2021/03/31

2021-288 (PDF) 鈴木　茂伸 中央病院
網膜芽細胞腫の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に
関する研究

1962/02/01～
2030/12/31

2021-287 後藤　功一 東病院

アジア太平洋地域におけるプレシジョン・メディシンを推進するた
めの非小細胞肺癌の遺伝子スクリーニング研究 
（LC-SCRUM-AP） 
「アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指し
た、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前
向き観察研究(LC-SCRUM-Asia)」 
の付随研究

2021/11/17～
2031/03/31

2021-286 南　陽介 東病院

急性骨髄性白血病の診断適正化を目的とした特定遺伝子ゲノ
ムシークエンスキットAmoy Myeloid Panel®の実行可能性を探索
する多施設共同研究：Hematologic Malignancies (HM)-
SCREEN-Japan 02

2021/12/13～
2024/03/31

2021-285 (PDF) 四倉　正也 中央病院 転移性肺腫瘍に対する外科切除後の予後に関する観察研究
2000/01/01～
2020/12/31

2021-284 渡辺　智子 中央病院
遺伝性腫瘍の遺伝医療における心理社会的影響に関する評価
ツールの開発

2021/12/22～
2024/03/31

2021-283 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院

ACCURRACY AND CONCORDANCE OF BIOPSY DIAGNOSIS 
IN RETROPERITONEAL SARCOMA (BISARC): AN 
INTERNATIONAL MULTI-INSTITUTIONAL PROSPECTIVE 
STUDY 
後腹膜肉腫における生検による病理診断の精度に関する国際
多機関共同研究

2017/01/01～
2019/01/31
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2021-282 池田　公史 東病院
免疫チェックポイント阻害薬投与後の進行肝細胞癌に対するソ
ラフェニブとレンバチニブのランダム化比較第III相試験

2021/11/19～
2024/12/31

2021-281 小林　英介 中央病院 免疫システムの網羅的解析
2021/11/29～
2027/09/26

2021-280 竹島　秀幸 研究所
婦人科癌の重複癌症例に対する マルチ遺伝子パネル検査によ
るがん関連遺伝子の解析

2000/01/01～
2024/03/31

2021-279 (PDF) 大幸　宏幸 中央病院 人工知能を用いた内視鏡手術支援システムの開発
2015/01/01～
2024/03/31

2021-278 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
骨軟部肉腫の増殖・転移におけるマクロファージの役割と治療
への応用

2000/01/01～
2020/03/31

2021-277 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
異型紡錘細胞/多形型脂肪性腫瘍 
Atypical spindle cell/pleomorphic lipomatous tumor 
の画像的特徴に関する研究

2000/01/01～
2021/10/31

2021-276 (PDF) 藤森　麻衣子 がん対策研究所
国民生活基礎調査を用いたがん患者と介護者に関する大規模
観察研究

2007/06/01～
2019/07/31

2021-275 (PDF) 丸木　雄太 中央病院
切除不能進行再発胆道癌に対するスタチンの有効性を検討す
る多施設後ろ向き研究

2016/01/01～
2021/03/31

2021-274 髙橋　宏和 がん対策研究所
「新型コロナウイルス感染症によるがん診療及びがん検診など
の受診状況の変化」についてのアンケート調査研究

2021/12/03～
2021/12/31

2021-273 竹野　美沙樹 東病院
ナノリポソーマルイリノテカン、5-フルオロウラシル、レボホリナー
ト併用療法（nal-IRI+5FU/LV）投与患者における化学療法誘発
性悪心嘔吐（CINV）発現状況の実態調査

2020/06/01～
2023/01/31

2021-272 三浦　智史 東病院
診察の記録の文字化と患者の理解度・納得感との関連性に関
する調査研究

2021/10/28～
2022/07/30

2021-271 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院
造血・免疫細胞療法に関連するバイオマーカー開発のための単
施設研究

2021/01/01～
2030/12/31

2021-270 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
十二指腸腫瘍の臨床病理学的特性、治療の効果・安全性およ
び長期成績に関する単施設後ろ向き横断的観察研究

1990/01/01～
2031/10/31

2021-269 米盛　勧 中央病院
脳転移を有するHER2陽性乳がんに対するトラスツズマブデルク
ステカン治療のレトロスペクティブチャートレビュー研究

2020/05/25～
2022/10/31

2021-268 (PDF) 石井　源一郎 東病院
大腸癌における新規がん特異抗体の免疫組織化学染色に関す
る観察研究 

1997/01/01～
2022/12/31

2021-267 (PDF) 中村　能章 東病院
結腸・直腸癌を対象としたRAS/BRAF評価におけるGuardant360
とRASKET-Bとの同等性試験　GOZILA付随研究

2018/08/01～
2020/02/29

2021-266 森實　千種 中央病院
JON 2102-H　免疫チェックポイント阻害薬投与後の進行肝細胞
癌に対するソラフェニブとレンバチニブのランダム化比較第 III 相
試験

2021/12/13～
2024/12/31

2021-265 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
強度変調放射線治療計画情報の施設間差の検証とその活用に
関する研究

2017/01/01～
2019/12/31

2021-264 (PDF) 米盛　勧 中央病院
遺伝子再編成を有する希少がんを対象とした血中循環
DNA/RNAを用いたゲノムプロファイル検査の研究 
-MASTER KEYレジストリ研究（NCCH1612）の附随研究-

2002/01/01～
2024/01/01
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2021-263 山本　駿 中央病院
食道扁平上皮癌におけるFOLFOX療法および放射線併用
FOLFOX療法の有効性と安全性を探索する後方視的観察研究 

2019/04/22～
2020/10/31

2021-262 (PDF) 鈴木　真也 東病院
頭頸部がんイルミノックス療法における疼痛に関するケースシ
リーズ調査

2021/01/01～
2022/12/31

2021-261 (PDF) 吉田　幸弘 中央病院
原発性肺癌における解剖学的肺切除後の同側に発生した二次
癌または肺内転移再発に対する手術療法と放射線療法の比較
に関する観察研究

2000/01/01～
2020/12/31

2021-260 (PDF) 鈴木　茂伸 中央病院 網膜芽細胞腫全国登録（再開）
2021/12/13～
2022/12/31

2021-259 (PDF) 加藤　健 中央病院

JCOG0502「臨床病期Ⅰ（clinical-T1N0M0）食道癌に対する食道
切除術と化学放射線療法同時併用療法（CDDP＋5FU＋RT）の
ランダム化比較試験」と JCOG0909「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+/- 救済治療の検証的
非ランダム化試験」の附随研究  
食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察にお
いて腫瘍マーカー測定の有用性を探索的に評価する統合解析
研究

2006/12/01～
2019/08/31

2021-258 (PDF) 松岡　弘道 中央病院 せん妄評価方法の信頼性を検証する観察研究
2017/04/20～
2022/03/31

2021-257 (PDF) 野中　哲 中央病院

非乳頭部十二指腸神経内分泌腫瘍に対する内視鏡治療および
外科手術の短期成績・長期予後に関する多施設共同遡及的研
究 

2000/01/01～
2019/12/31

2021-256 南　陽介 東病院 家族性多発性骨髄腫における原因遺伝子の探索
2021/12/13～
2022/03/31

2021-255 成田　善孝 中央病院
European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) Quality of Life Questionnaire (QLQ)-BN20脳腫瘍モ
ジュールの改訂

2022/05/11～
2026/09/30

2021-254 (PDF) 矢野　友規 東病院
咽喉頭食道表在癌の内視鏡画像を用いた自動画像診断装置構
築に関する多施設共同研究

2007/01/01～
2023/10/31

2021-253 (PDF) 松田　智大 がん対策研究所 がん登録情報を用いたがん罹患の国際比較に関する研究
2013/01/01～
2019/12/31

2021-252 (PDF) 川井　章 中央病院
未分化多形肉腫に対する周術期化学療法の奏功性と腫瘍内リ
ンパ球の関係に関する多機関共同研究

2004/01/01～
2019/12/31

2021-251 (PDF) 小川　千登世 中央病院
再発難治性ALLに対するCAR-T細胞治療の実態に関する後方
視的調査研究

2019/05/22～
2021/07/31

2021-250 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
機械学習による物体検出アルゴリズムを用いた胃癌に対する腹
腔鏡下胃切除術における術者技術レベル毎の術具使用状況の
検討

2009/04/01～
2021/12/31

2021-249 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
がん遺伝子解析パネルによるリアルワールドデータを用いた網
羅的病態解析

2019/06/01～
2026/03/31

2021-248 小谷　大輔 東病院
BRAF 変異型大腸癌に対するBRAF 阻害薬併用療法のバイオ
マーカー探索を含めた観察研究（BEETS 試験）: JACCRO CC-
18

2021/10/25～
2023/09/30

2021-247 (PDF) 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌の内視鏡的切除後非治癒症例に対する追加外
科手術と追加化学放射線療法の長期予後に関する多施設共同
後ろ向き観察研究

2006/01/01～
2015/12/31
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2021-246 大西　達也 東病院
遺伝性乳癌卵巣癌患者におけるリスク低減乳房切除術、サーベ
イランス実施が精神・心理的状態やQOLに与える影響を探索す
る前向き観察研究

2022/04/13～
2027/04/30

2021-245 酒井　徹也 東病院
大口径ブロンコガイドシースを用いたガイドシース併用気管支腔
内超音波断層法(EBUS-GS法)下Cryobiopsyの有用性・安全性
を評価する多施設共同Cohort study

2021/11/09～
2026/09/01

2021-244 (PDF) 櫻井　卓郎 中央病院
造血幹細胞移植期にリハビリテーションを実施した患者の認知
機能と運動機能に関する観察研究

2011/01/01～
2022/12/31

2021-243 肱岡　範 中央病院
悪性腫瘍による貯留腹水ドレナージ液に対する物理学特性測定
に関する観察研究

2021/10/14～
2023/01/31

2021-242 渡辺　祐子 中央病院
小児遺伝性腫瘍レジストリの意義と実行可能性を探索するため
の前方視的観察研究

2022/03/31～
2024/12/31

2021-241 秋元　哲夫 東病院
頭頚部扁平上皮癌における尿中miRNA解析の診断ならびに放
射線治療に関する多施設観察研究 

2021/11/09～
2023/12/31

2021-240 三浦　智史 東病院
在宅療養の安心を支えるためのAIを用いた内服動作検知モデ
ルの開発研究

2021/11/05～
2023/03/31

2021-239 (PDF) 藤森　麻衣子 がん対策研究所
統合失調症を有するがん患者の社会医学的背景・併存疾患に
関する観察研究 

2010/01/01～
2021/07/31

2021-238 (PDF) 並川　健二郎 中央病院
BRAF陽性悪性黒色腫に対するBRAF･MEK阻害薬および免疫
チェックポイント阻害薬の臨床効果に関する多機関共同後ろ向
き観察研究

2016/04/01～
2021/03/31

2021-237 (PDF) 成田　善孝 中央病院
「厚生労働省がん研究助成金による胚細胞腫に対する多施設
共同臨床研究」の後方視的長期フォローアップ研究

1995/01/01～
2003/12/31

2021-236 井垣　浩 中央病院
JROSG17-4 非小細胞肺癌の完全切除後に認められる孤立性
肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の多施設共同非ランダ
ム化検証的試験

2021/11/16～
2022/06/30

2021-235 (PDF) 髙島　淳生 中央病院
局所進行胃癌の周術期におけるTAS-118/Oxaliplatin 療法及び
TAS-118 療法の忍容性確認試験 (略称:APOLLO-11試験);長期
follow upにおける生存解析のための観察研究

2016/11/18～
2019/02/12

2021-234 齋藤　弓子 がん対策研究所 がん患者の家族の負担に関するインタビュー調査
2021/12/03～
2024/03/31

2021-233 矢野　友規 東病院
免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連副作用（IrAE）肝障
害や胆管障害の臨床像を調査する単施設後方視的研究

2014/07/01～
2021/06/30

2021-232 中村　匡希 東病院
直腸がん術前化学放射線療法における尿中マイクロRNA解析
の有用性に関する多施設共同研究

2021/09/29～
2023/12/31

2021-231 曽根　美雪 中央病院
膵CPR自動作成ソフトウェアの臨床的有用性に関する後ろ向き
検討

2021/02/01～
2021/07/31

2021-230 (PDF) 奈良　聡 中央病院
既存血液試料を用いたがん診断バイオマーカー探索のための
観察研究

2017/04/01～
2021/06/30

2021-229 (PDF) 緒方　大 中央病院
メルケル細胞癌における免疫チェックポイント阻害薬治療の効
果予測に関する研究

2018/01/01～
2024/03/31
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2021-228 (PDF) 宇田川　涼子 中央病院 外来化学療法ホットラインの利用状況に関する実態調査
2018/04/01～
2022/03/31

2021-227 三浦　智史 東病院

可聴領域外の音域を含むハイレゾ自然音源による進行がん患
者の癒し効果および不安などの症状に対する効果の探索的検
討 

2021/11/22～
2022/09/30

2021-226 庄司　正昭 中央病院
日本人におけるがん関連静脈血栓症に関連する因子を探索す
る多施設共同臨床試験

2019/04/01～
2019/06/30

2021-225 金光　幸秀 中央病院
下部直腸がんに対する側方リンパ節郭清のJCOG0212のデータ
を用いたリスク・ベネフィット評価

2003/06/01～
2010/08/31

2021-224 奥坂　拓志 中央病院
非切除悪性肝門部胆管閉塞におけるYABUSAME®
	(uncovered self expandable metallic stent)の有用性に関する
多施設共同前向き観察研究

2021/11/18～
2023/03/31

2021-223 川井　章 中央病院
骨軟部腫瘍患者における身体機能および健康関連QOLの実態
解明に関する多施設共同研究－骨軟部肉腫治療研究会
（JMOG）多施設共同研究－

2022/01/13～
2025/12/31

2021-222 (PDF) 小島　隆嗣 東病院
切除不能局所進行食道癌の根治的化学放射線療法に関する多
施設共同観察研究

2013/01/01～
2020/03/31

2021-221 山地　太樹 がん対策研究所
国立がん研究センターのがん検診受診者を対象とした加熱式タ
バコの使用実態に関する観察研究

2021/10/05～
2023/03/31

2021-220 Gatellier　Laureline がん対策研究所 がん患者のアンメットニーズ（患者目線の医療ニーズ）調査
2021/11/16～
2022/01/31

2021-219 後藤　悌 中央病院
Alectinib 初回治療後不応の日本人 ALK 陽性転移性非小細胞
肺がん癌患者を対象とした Lorlatinib 治療関連アウトカム評価
のための多施設共同，後ろ向き観察研究

2019/05/01～
2020/12/31

2021-218 楠原　佳那子 東病院
BEP・EP療法におけるオランザピンの予防制吐療法での有効性
に関する後方視的検討

2014/01/01～
2021/12/31

2021-217 高本　健史 中央病院
マルチオミクスを基盤とした血液検査による 
膵がん集学的治療の効果予測法確立に関する多施設共同研究

2021/11/05～
2022/12/31

2021-216 (PDF) 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

消化管粘膜下腫瘍に対する人工知能併用画像診断システムと
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診/生検の診断能比較試験

1999/01/01～
2021/05/31

2021-215 (PDF) 坪井　正博 東病院

完全切除されたリンパ節転移陰性の非小細胞肺癌（> 2cm）患
者に対する、UFTを用いた術後補助化学療法におけるEGFR遺
伝子変異の影響：CSPOR-LC03試験副次解析としての多施設
共同後ろ向き観察研究

2008/10/01～
2013/12/31

2021-214 高阪　真路 研究所
血液検体を用いたがん診断技術の開発と臨床的有用性の検証
研究

2021/10/12～
2028/03/31

2021-213 (PDF) 坪井　正博 東病院
3D-CTを用いた肺切除術後の残存肺容積と残存呼吸機能の関
連の検討

2020/01/01～
2022/12/31

2021-212 (PDF) 米盛　勧 中央病院
乳がん、胆道がん、子宮体がん、卵巣がんにおけるB7-H4およ
びFRα発現に関する探索的研究

1999/01/01～
2020/12/31

2021-211 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院
超音波内視鏡下穿刺吸引および生検(EUS-FNA/B)を用いた膵
癌のNCCオンコパネル解析基準を満たす検体に関する後ろ向き
観察研究

2017/01/01～
2021/07/31
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2021-210 (PDF) 林　隆一 東病院
切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者を対象と
したアキャルックスおよびBioBlade レーザシステムによる頭頸部
イルミノックス治療の有効性および安全性に関する観察研究

2021/01/01～
2023/06/30

2021-209 (PDF) 柴田　龍弘 研究所
消化器難治がんの分子遺伝学的解析による創薬開発・全ゲノム
医療基盤構築

2011/06/01～
2026/03/31

2021-207 (PDF) 米盛　勧 中央病院
「ニボルマブ(ONO-4538) 拡大治験原発不明癌に対する多施設
共同非盲検非対照試験」における附随研究

2022/01/11～
2023/01/31

2021-206 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
多目的コホート研究における5年後調査の血漿試料を用いたが
んのケースコホート研究 

1995/04/01～
1999/03/31

2021-205 (PDF) 井垣　浩 中央病院
深層学習を用いた放射線治療計画情報からの線量分布予測モ
デルの構築

2007/04/01～
2023/02/28

2021-204 (PDF) 坪井　正博 東病院
早期非小細胞肺癌におけるリンパ節転移陰性因子の検討に関
する多施設共同研究

2011/01/01～
2020/12/31

2021-203 (PDF) 鈴木　啓道 研究所
多機関共同研究によるマルチオミックス解析に基づく脳腫瘍の
発生・進展の分子機構の解明

2002/01/01～
2027/03/31

2021-202 (PDF) 平野　秀和 中央病院
遺伝子解析を用いた消化管神経内分泌腫瘍（GI-NET）の予後リ
スクの違いを明らかにする多施設共同後ろ向きコホート探索的
研究 (GARNET 試験)

2002/01/01～
2022/06/16

2021-201 庄司　広和 中央病院

WJOG13320GPS-TR：切除不能進行・再発胃癌を対象とするマ
イクロサテライト不安定性ステータス別の遺伝子プロファイリング
および免疫関連有害事象に関連する遺伝子バリアントを探索す
る研究

2021/12/13～
2022/12/31

2021-199 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「ミスマッチ修復機能異常のある希少がんに対するニボルマブ単
剤療法の医師主導治験」に関連するゲノム、免疫プロファイリン
グ研究

2017/01/01～
2023/03/31

2021-198 石木　寬人 中央病院
14-39歳の思春期・若年成人がん患者の健康関連QoL評価のた
めのEORTC QLQ C-30を補完するためのモジュールの開発

2021/11/02～
2023/12/31

2021-197 (PDF) 松岡　弘道 中央病院
ハロペリドール投与中のせん妄症状を有するがん患者に対する
ヒドロキシジンの予備的有効性および安全性の検討に関する多
施設後ろ向き観察研究

2020/07/01～
2020/12/31

2021-196 井垣　浩 中央病院
同時化学放射線療法を受けた局所進行非小細胞肺癌の症例検
索システム開発

2011/01/01～
2022/03/31

2021-195 里見　絵理子 中央病院
COVID-19流行時のがん患者における在宅医療に関する調査研
究

2021/09/22～
2022/03/31

2021-194 (PDF) 中村　能章 東病院
固形がん患者及び血縁者における生殖細胞系列遺伝子変異同
定の有用性を評価する観察研究

2021/11/02～
2024/03/31

2021-193 齋藤　豊 中央病院
抗血栓薬服用者に対する胃内視鏡的粘膜下層剥離術後粘膜欠
損部への内視鏡的手縫い縫合の術後出血予防効果に関する多
施設共同臨床試験

2021/09/29～
2024/03/31

2021-192 (PDF) 吉野　孝之 東病院
ARCAD及びARCADアジアデータベースを基盤とする臨床試験
情報統合データベース構築とその利活用に係る国際共同研究

2013/05/01～
2016/04/30

2021-191 (PDF) 池田　公史 東病院
遺伝子解析を用いた消化管神経内分泌腫瘍（GI-NET）の予後リ
スクの違いを明らかにする多施設共同後ろ向きコホート探索的
研究

2005/04/01～
2022/06/16
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2021-189 米盛　勧 中央病院

アベマシクリブ関連薬剤性肺障害のネステッドケースコントロー
ル研究 
Nested Case Control Study of Abemaciclib-induced Interstitial 
Lung Disease (NOSIDE)

2018/11/01～
2019/12/31

2021-188 小西　信子 東病院
がん患者に適したプレハビリテーションとして利用できる筋力ト
レーニング動画の開発-表面筋電図を用いた運動強度測定-

2021/08/25～
2023/12/31

2021-187 (PDF) 浜本　隆二 研究所 転移性脳腫瘍の自動診断支援システムの開発
2014/01/01～
2020/03/31

2021-186 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
PDX作成における異種移植関連リンパ増殖障害の機序解明と
予防に関する検討

1999/01/01～
2025/03/31

2021-185 伊藤　雅昭 東病院 周術期管理支援アプリの開発に関する前向き観察研究
2021/10/05～
2022/03/31

2021-184 八巻　知香子 がん対策研究所 知的障害者向けの医療情報のわかりやすさに関する研究
2021/10/05～
2024/03/31

2021-183 (PDF) 中谷　文彦 東病院
転移性骨腫瘍を有する患者に対する適切な診療支援モデル作
成のための後ろ向き観察研究 

1999/01/01～
2021/03/31

2021-182 奥坂　拓志 中央病院
70才以上の進行胆道癌患者に対する化学療法と高齢者機能評
価に関する前向き観察研究

2021/09/08～
2022/07/31

2021-181 小川　祐子 中央病院
がん患者の遺族のための行動活性化療法を用いた抑うつ軽減
プログラムの開発-多施設共同研究

2021/12/13～
2024/03/31

2021-180 (PDF) 小山　正平
先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究36 
制御性T細胞に発現するケモカイン受容体分子の解析方法の確
立

2020/01/01～
2023/03/31

2021-179 藤田　武郎 東病院
根治的切除術を予定している高齢食道癌患者における術後呼
吸器合併症の危険因子に関する前向き観察研究

2021/08/31～
2026/08/31

2021-178 (PDF) 阿部　清一郎 中央病院
ヘリコバクター・ピロリ未感染症例ないし除菌後症例に発生した
粘膜下層以深浸潤胃癌に関する多施設共同観察研究

2002/01/01～
2022/05/15

2021-176 片野田　耕太 がん対策研究所
新型コロナウイルス感染症の流行ががん医療に及ぼす影響に
関するデータベース研究 

2015/01/01～
2021/09/30

2021-175 金光　幸秀 中央病院
若年者および高齢者Stage III結腸癌におけるリンパ節進展形式
の後ろ向き探索研究

1998/01/01～
2018/01/01

2021-174 奥坂　拓志 中央病院
2 次化学療法実施中の切除不能膵癌患者における Electronic 
Patient-Reported Outcome (ePRO) を用いた QOL 調査研究

2021/09/21～
2022/01/31

2021-173 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院

Current Patterns of Care for Dermatofibrosarcoma Protuberans 
(DFSP) or DFSP with fibrosarcomatous transformation: A Multi-
institutional Collaborative：隆起性皮膚線維肉腫（DFSP）と線維
肉腫様変化を伴うDFSPの治療実態に関する多機関共同研究

2007/01/01～
2019/12/31

2021-172 伊藤　直美 東病院
当院における免疫チェックポイント阻害剤投与患者の有害事象
に関連した症状に関する観察研究

2020/04/01～
2021/03/31
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2021-170 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵臓腫瘍の病理組織学的な特徴の検討
2002/01/01～
2021/10/31

2021-169 里見　絵理子 中央病院
AYA世代がん患者を対象としたピアサポートの不安に対する予
備的有用性に関する単施設前向き観察研究 

2021/10/11～
2023/12/31

2021-168 庄司　広和 中央病院

WJOG14520G：前治療歴を有する vulnerable 大腸がんに対する
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（FTD/TPI）＋ベバシズマブ
(BEV)の有効性と安全性を探索する後方視的観察研究 

2018/01/01～
2020/10/31

2021-167 (PDF) 曽根　美雪 中央病院

JIVROSG-2001: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の患者データを用いたALBIグレード
による肝予備能変化を評価する附随研究

2016/03/01～
2019/05/31

2021-166 (PDF) 稲葉　浩二 中央病院
Radiomicsを用いた放射線治療の予後予測・治療効果予測の研
究

2010/01/01～
2021/07/31

2021-165 (PDF) 後藤　功一 東病院

EGFRエクソン20挿入変異陽性の非小細胞肺癌 (NSCLC) 患者
の臨床的特性、臨床経過の検討及びamivantamabの有効性の
検討：LC-SCRUM-Asiaの臨床ゲノムデータベースを用いた後方
視的研究

2015/03/20～
2021/05/07

2021-164 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院
実臨床データを用いた膵癌術後補助化学療法の至適投与期間
に関する検討

2014/01/01～
2018/12/31

2021-163 濱田　哲暢 研究所
J-PDXを用いた食品由来成分によるがん予防効果とその作用
機序の解明

1999/01/01～
2023/03/30

2021-162 濱田　哲暢 研究所
自動遺伝子解析システム（NGS、リアルタイムPCR）を用いた網
羅的プロファイリング、迅速化の検証と評価研究

1999/01/01～
2022/04/28

2021-161 伊藤　雅昭 東病院 手術室全景動画を用いた産業利用可能なデータベース構築
2021/08/25～
2022/03/31

2021-160 (PDF) 田原　信 東病院
免疫チェックポイント阻害剤で加療された頭頸部がんに対する診
療の多施設共同遡及的研究

2017/03/01～
2021/06/30

2021-159 (PDF) 緒方　大 中央病院 悪性黒色腫のリンパ節郭清範囲に関する多施設共同観察研究
2014/01/01～
2020/12/31

2021-158 稲本　賢弘 中央病院
日本造血・免疫細胞療法学会一元化データを用いた造血細胞
移植後症候性アデノ・BKウイルス感染症の後方視的解析

2000/01/01～
2019/12/31

2021-157 東野　琢也 東病院
喉頭全摘術後咽頭皮膚瘻に対する治療方法を検討する単施設
後ろ向き観察研究

2013/01/01～
2019/12/31

2021-156 伊藤　千尋 中央病院

胃部分切除術後の残胃に対する経皮的画像ガイド下胃瘻造設
術 
（percutaneous radiologic gastrostomy, PRG） 
の安全性と有効性の後ろ向き検討

2014/04/01～
2021/03/31

2021-155 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
本邦の婦人科がん治療における施設治療症例数・施設属性と
医療コストとの関係に関する研究

2004/01/01～
2018/12/31

2021-154 八巻　知香子 がん対策研究所
手話版がん情報の評価とろう者のがん医療受診における困難
に関する調査研究

2021/08/12～
2022/03/31
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2021-153 竹中　慎 東病院
術者鉗子もしくは手術工程に連動する子宮マニピュレーターロ
ボットの実現可能性の検討

2021/08/12～
2025/03/31

2021-152 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院
新型ダブルバルーン内視鏡を用いた胆膵内視鏡検査に対する
観察研究

2021/09/21～
2024/03/31

2021-151 山﨑　直也 中央病院 本邦における乳房外パジェット病の予後調査
2015/01/01～
2019/12/31

2021-150 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 PDXモデルを用いた抗体医薬の薬物動態解析手法の開発
2019/07/17～
2022/03/31

2021-149 山本　雄介 研究所 遺伝子解析による尿路上皮癌浸潤、進展メカニズムの同定
2021/09/08～
2025/03/31

2021-148 池田　公史 東病院
免疫チェックポイント阻害薬投与後かつAFP 400 ng/mL以上の 
進行肝細胞癌に対するレンバチニブとラムシルマブのランダム
化比較第III相試験

2021/05/01～
2024/04/30

2021-147 小山　隆文 中央病院
臨床情報および遺伝子プロファイリング検査を用いた個別化が
ん医療を推進する研究 

2011/05/13～
2021/03/31

2021-146 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

病理画像を中心とした、医療情報A.I. 研修プログラムの有用性
の評価

2021/07/13～
2024/07/31

2021-145 吉野　孝之 東病院
ONO-4578及びONO-7913臨床試験 
新規癌免疫療法や併用療法の開発を目指した各種固形癌患者
における免疫担当細胞の解析

2020/11/01～
2022/11/30

2021-144 (PDF) 庄司　広和 中央病院
胃癌における薬物治療が及ぼす抗腫瘍免疫応答の変動と臨床
的意義の解析研究

2021/07/28～
2024/03/31

2021-143 (PDF) 谷内田　真一 研究所
網羅的ゲノム解析による膵腫瘍ならびに十二指腸腫瘍、胆道腫
瘍の本態解明と新規診断・治療法の開発

2009/01/16～
2025/03/31

2021-142 南　陽介 東病院
血液腫瘍患者における新型コロナウイルスワクチンの免疫原性
評価研究

2021/07/27～
2023/09/30

2021-141 後藤田　直人 東病院
Postero-superior segmentsに対する腹腔鏡下肝切除術成績の
Benchmarkを設定するための国際多施設後ろ向き研究

2020/01/01～
2020/12/31

2021-140 (PDF) 坪井　正博 東病院
再発リスクを考慮した病理病期I-IIA期肺腺癌切除例における
EGFR遺伝子変異と予後との関係の検討

2003/01/01～
2018/12/31

2021-139 福田　隆浩 中央病院 HTLV-1キャリアにおける同種造血細胞移植の治療成績の検討
2000/01/01～
2019/12/31

2021-138 上野　尚雄 中央病院
がん患者口腔からのPorphyromonas gingivalis単離と、唾液の微
生物学的・免疫学的調査

2021/09/22～
2024/01/31

2021-137 松元　祐司 中央病院
超音波気管支鏡ガイド下結節内鉗子生検における通常径鉗子
の有用性に関する研究

2021/07/20～
2022/09/30

2021-136 飯田　郁実 中央病院
タキサン系抗がん剤による末梢神経障害に対する 
患者セルフケア支援に関する実態調査 

2021/08/12～
2021/12/31

2021-135 (PDF) 金光　幸秀 中央病院
大腸癌研究会プロジェクト研究 
大動脈周囲リンパ節転移の治療方針に関する研究

2011/01/01～
2015/12/31
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2021-131 石原　慧 中央病院

「肝胆膵内科病棟に初回入院される患者を対象とした気持ちの
確認問診票の、アドバンス・ケア・プランニングに関連した患者の
意向や価値観のアセスメントに対する有用性の検討のための後
ろ向き観察研究 

2019/12/07～
2021/01/08

2021-130 (PDF) 後藤　悌 中央病院

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型
小細胞肺癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法
の 多施設共同前向き観察研究：（J-TAIL-2）におけるバイオ
マーカー探索研究

2021/08/31～
2023/07/31

2021-129 小倉　浩一 中央病院

予後不良高リスク群の四肢軟部肉腫における化学療法の有効
性に関する多施設共同研究 
Heterogeneity of Treatment Effect in High-Risk Patients with 
Extremity Soft Tissue Sarcoma

2006/01/01～
2016/12/31

2021-128 江﨑　稔 中央病院
小腸癌切除症例の臨床所見ならびに病理学的な特性と予後等
に関する後方視的研究

1994/07/01～
2014/06/30

2021-127 坪井　正博 東病院
JANP study中止後における 
肺癌周術期ハンプ投与の安全性に関する臨床研究

2021/09/08～
2023/07/31

2021-126 浜本　隆二 研究所
12誘導心電図、ウェアラブルデバイスから得た心電図および脈
波に基づく心房細動検出のための大規模な地域コホートを用い
た深層学習研究

2022/01/20～
2026/03/31

2021-125 (PDF) 奈良　聡 中央病院
胆嚢癌疑診例および早期胆嚢癌に対する鏡視下切除の有効性
の検討：多施設共同後ろ向き研究

2000/01/01～
2020/12/31

2021-124 森實　千種 中央病院
免疫チェックポイント阻害薬投与後かつAFP 400 ng/mL以上の 
進行肝細胞癌に対するレンバチニブとラムシルマブの ランダム
化比較第III相試験

2021/07/01～
2024/04/30

2021-123 (PDF) 江﨑　稔 中央病院

切除可能十二指腸乳頭部がんにおける術前PNI(Prognostic 
nutritional index)の長期予後予測に対する有用性の 
多施設共同研究 

1979/01/01～
2019/12/31

2021-122 (PDF) 板橋　耕太
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺肉腫様癌に対する抗PD-1抗体の効果予測因子の探索研究 
「既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様に対するニボルマブ
の単群検証的試験(NCCH1603 試験)」と「未治療進行・再発肺多
形癌など肺肉腫様癌に対するペムブロリズマブの単群検証的試
験(NCCH1703 試験)」の付随研究 

2015/12/01～
2023/03/31

2021-121 (PDF) 森實　千種 中央病院
進行胆道癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにす
るための遺伝子解析研究

2014/03/01～
2018/11/30

2021-119
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所

JCOG1911A1　JCOG1911「高齢者または移植拒否若年者の未
治療多発性骨髄腫患者に対するダラツ ムマブ＋メルファラン＋
プレドニゾロン＋ボルテゾミブ（D-MPB）導入療法後のダラツム 
マブ単独療法とダラツムマブ＋ボルテゾミブ併用維持療法のラ
ンダム化第 III 相試験」の附随研究 
骨髄腫に対するダラツムマブ併用化学療法における効果予測因
子および抵抗性機序に関する探索的研究

2021/06/28～
2026/01/01

2021-118
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所 単一細胞解析を用いた消化管腫瘍の網羅的病態解析
2021/06/23～
2026/03/31

2021-117 岩田　慎太郎 中央病院
小児・AYA世代の悪性骨腫瘍サバイバーにおけるスポーツ活動
に関する多施設共同質問紙調査研究

2000/01/01～
2020/12/31
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2021-116 (PDF) 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究35 
　｢胃癌患者を対象としたLenvatinibとPembrolizumab 
併用術前術後化学療法の第II相臨床試験｣における患者 
免疫状態の解析 
 
 

2021/06/15～
2026/07/31

2021-115 (PDF) 小川　朝生 東病院
COVID-19流行下における外来通院中のがん患者の精神心理
的症状の検討

2019/09/01～
2021/01/31

2021-114 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院
NGS技術を駆使した遺伝学的解析による家族性乳がんの原因
遺伝子同定と標準化医療構築

2013/01/01～
2022/03/31

2021-113 川添　彬人 東病院
「HER2陽性の胃腺癌又は胃食道接合部腺癌患者を対象とした
Trastuzumab Deruxtecan術前化学療法の第II相臨床試験」に付
随するTR研究

2021/06/17～
2025/12/31

2021-112 小川　朝生 東病院 国内の成人がんサバイバーの睡眠障害に関する実態調査
2021/06/15～
2022/03/31

2021-111 (PDF) 髙山　伸 中央病院 CurebestTM 95GC Breastを実施した乳癌患者の症例登録研究
1995/01/01～
2030/12/31

2021-110 (PDF) 大西　達也 東病院
日本人乳癌患者を対象とし、乳癌予後予測WEBツールPredict 
の予測精度を検証する後方視的観察研究

2010/01/01～
2012/12/31

2021-109 飯田　郁実 中央病院
タキサン系抗がん剤による末梢神経障害に対する 
患者セルフケアに関する実態調査 

2021/06/21～
2022/08/31

2021-108 (PDF) 石井　源一郎 東病院
尿路がんにおけるがん微小環境と臨床病理学的因子との関連
性についての研究

2010/01/01～
2022/12/31

2021-107 小川　千登世 中央病院
JPLSG（PL-19）：小児思春期・若年成人リンパ腫に対する前方
視的観察研究

2021/06/15～
2036/03/31

2021-106 石井　源一郎 東病院
非小細胞肺癌の微小環境におけるがん関連線維芽細胞と腫瘍
関連免疫細胞の相互作用に関する研究 

2021/06/09～
2022/03/31

2021-105 山本　昇 中央病院

 Marker Assisted Selective ThErapy in Rare cancers: Knowledge 
database Establishing registrY 　ASIA（MASTER　KEY　ASIA）希
少がんに対する遺伝子プロファイリングと標的治療に関する前
向きレジストリ臨床研究

2021/06/28～
2027/03/31

2021-104 (PDF) 谷田部　恭 中央病院
TOP2がん遺伝子プロファイリング解析システムの技術開発研究 2002/01/01～

2023/03/31

2021-103 (PDF) 向原　徹 東病院 膀胱がんにおける治療標的分子の発現解析研究
2005/04/01～
2020/12/31

2021-102 (PDF) 永井　優一 東病院 深層学習を用いた乳房Ｘ線画像における撮影方向の自動判定
2011/04/01～
2021/03/31

2021-101 全田　貞幹 東病院

がん患者の抑うつ・不安に対するスマートフォン精神療法の最適
化研究：革新的臨床試験システムを用いた多相最適化戦略試
験 

2021/06/15～
2022/12/31
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2021-100 原野　謙一 東病院
HER2陽性転移性乳癌患者に対するトラスツズマブ・デルクステ
カン療法のバイオマーカーに関する研究

2011/07/01～
2022/03/31

2021-099 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

全身における線維芽細胞と癌関連線維芽細胞の生物像を包括
的に把握する臓器横断的研究

2006/01/01～
2030/03/31

2021-098 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

肉腫様ないし未分化像を有する肝細胞がんの包括的特徴解明：
疾患分類標準化を目的とした後方視的多施設共同症例対照研
究

1997/01/01～
2020/12/31

2021-097 三浦　智史 東病院
患者による症状の記録と音声通話による症状の記録の一致率
に関する探索的検討

2021/06/21～
2022/03/31

2021-096 (PDF) 大津　敦 東病院
国際臨床試験データ統合プロジェクト-ARCADアジア- 2006/01/30～

2016/04/30

2021-095 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホート研究における血液を用いた要介護認知症のコ
ホート内症例・対照研究 

2021/06/25～
2028/12/31

2021-094 坪井　正博 東病院
肺癌の早期診断及び治療効果判定のための新規血液検査法
開発に関する研究

2021/06/15～
2024/03/31

2021-093 三浦　智史 東病院
進行がん患者の身の置き所のなさに対する可聴領域外の音域
も含むハイレゾ自然音源を用いたケアの実施可能性試験 

2021/06/21～
2023/03/31

2021-092 篠崎　雅史 東病院
在宅ワークに向けた医療画像処理環境の構築と実運用の可能
性に関する共同研究 

2020/04/01～
2021/10/31

2021-091 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
肘関節周囲に発生した骨軟部腫瘍の術後患肢機能に関する前
向き観察研究：JMOG多施設共同研究

2000/01/01～
2019/12/31

2021-090 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌に対する手術後の排尿・性機能障害に関する前向き研
究の追加解析研究

2012/11/19～
2017/03/31

2021-089 (PDF) 檜山　貴志 東病院
AI読影ソリューション用アプリケーション処理CTによる病変評価
に関する研究

2008/04/01～
2021/05/27

2021-088 大西　達也 東病院 乳がんを経験した患者用下着の研究開発に関する観察研究
2021/06/17～
2021/12/31

2021-087 (PDF) 原野　謙一 東病院
JGOG3026：プラチナ感受性初回再発卵巣癌に対するオラパリブ
維持療法の安全性と有効性を検討するヒストリカルコホート研究

2018/01/01～
2020/07/31

2021-086 (PDF) 緒方　大 中央病院
悪性汗器官腫瘍に対する化学療法の有効性に関する後方視的
検討

2010/01/01～
2020/12/31

2021-085 岩田　慎太郎 中央病院
骨軟部腫瘍患者に対する術後リハビリテーションにおける自律
型ロボットの有用性に関する研究

2021/09/10～
2023/06/30

2021-084 川澄　賢司 東病院
連携充実加算運用前後の保険薬局からフィードバックされる情
報の有用性の比較

2017/11/01～
2020/12/31

2021-083 南　陽介 東病院
急性骨髄性白血病の臨床遺伝子診断におけるAmoy Multi-
target Sequence Panelの臨床性能評価に関する多施設共同観
察研究

2019/01/09～
2022/01/08
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2021-082 渡邊　一雄 東病院

NCCH-2009 切除不能悪性胆道狭窄及び十二指腸狭窄に対す
る超音波内視鏡下胆管胃吻合術及び十二指腸ステント留置術
の同時施行についての検証的試験 

2021/06/30～
2023/04/01

2021-081 (PDF) 野村　久祥 東病院
食道がん術前ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル療
法施行時の重度の好中球低下発現の発現予測モデルの開発

2011/07/01～
2021/03/31

2021-080 (PDF) 相良　裕亮
先端医療開発セ
ンター(柏)

FDG-PET/CT検査における撮像条件および画像再構成条件の
最適化

2016/07/01～
2024/03/31

2021-079 (PDF) 大澤　阿紋 東病院
術前肺切除術におけるCT画像による肺推定体積の解析 
‐画像スライス厚が肺推定体積に与える影響‐ 

2020/04/01～
2020/07/31

2021-078 森　芙美子 中央病院
入院から外来化学療法に移行する患者への外来化学療法オリ
エンテーションの有用性を検討するための後ろ向き観察研究

2020/08/29～
2021/01/06

2021-077 勝屋　友幾 中央病院
国立がん研究センター職員における新型コロナウイルス感染症
のワクチン接種の影響に関する前向き観察研究

2021/06/25～
2022/03/31

2021-076 後藤田　直人 東病院
80歳以上高齢患者対する腹腔鏡下と開腹下肝切除術術後成績
比較-国際多施設後ろ向き研究 propensity score matched 
analysis-

2014/01/01～
2019/12/31

2021-075 池田　公史 東病院

切除不能・再発膵癌に対するリポソーム型イリノテカン＋フルオ
ロウラシル＋レボホリナート療法関する多施設共同観察研究
（後向きパート） 

2020/06/01～
2021/05/31

2021-073 (PDF) 増田　均 東病院
上部尿路上皮癌患者におけるLynch症候群責任遺伝子異常の
発生率とその特徴に関する単施設後ろ向き観察研究

2005/04/01～
2020/12/31

2021-072 (PDF) 坪井　正博 東病院
アジアにおける肺癌治療に関する多施設共同後ろ向き観察研
究

1992/07/01～
2021/03/31

2021-070 松下　弘道 中央病院
SEI-C65A01（新血液凝固分析装置）の基礎的検討に関する多
施設共同観察研究

2021/06/29～
2022/01/31

2021-069 片野田　耕太 がん対策研究所
Tobacco Control Policy Evaluation Project (ITC) Japan Wave 4 
Survey Protocol for a Computer-assisted Web Interview (CAWI) 
Survey

2021/05/27～
2021/08/31

2021-068 中村　能章 東病院
免疫組織化学的染色による結腸・直腸癌のHER2染色態度の検
討

2021/05/24～
2020/03/31

2021-067 (PDF) 柴田　大朗
研究支援センター
(築地)

画像診断技術の性能評価のための生物統計学的な 
解析方法の検討並びにその応用の研究

2018/07/01～
2018/10/31

2021-066 柴田　大朗
研究支援センター
(築地)

本邦におけるCOVID-19入院患者の臨床疫学的検討アップデー
ト

2021/07/15～
2024/03/31

2021-065 (PDF) 吉野　孝之 東病院
大腸がんにおけるctDNA検出と転移巣の臨床病理学的特徴と
の関係を解析する研究

2015/04/01～
2024/06/30

2021-064 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

　「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床
的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における付随
研究 34 
　　長期経過観察中の末梢血 T 細胞モニタリングによるがん特
異的Ｔ細胞クローンの動態の解明」

2015/05/03～
2022/12/31
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2021-063 大橋　紹宏
先端医療開発セ
ンター(柏)

がん微小環境の分子機能に関する多施設共同観察研究 2021/05/20～
2026/03/31

2021-062 金光　幸秀 中央病院
直腸癌に対する側方郭清を伴う手術先行の治療戦略のアウトカ
ム研究

2007/01/01～
2018/12/31

2021-061 伊藤　雅昭 東病院
ILAC試験：ダブルステイプリングテクニックを用いた結腸直腸吻
合法における側方断端嵌入法の有効性を評価する国際多施設
無作為化比較試験

2021/06/25～
2023/03/31

2021-060 (PDF) 大橋　紹宏
先端医療開発セ
ンター(柏)

DS-7300aを投与された固形腫瘍患者における免疫関連バイオ
マーカーおよび作用機序についての探索研究

2021/06/15～
2022/06/30

2021-059 (PDF) 武田　航 中央病院
キメラ抗原受容体（CAR）T細胞療法における製造効率に関する
検討

2019/02/01～
2021/12/31

2021-058
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
家族性の節外性 NK/T 細胞リンパ腫、鼻型における原因遺伝
子の同定

2021/06/15～
2021/12/31

2021-057 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

病理標本作製の標準化/自動化に関する多施設共同研究
2021/05/27～
2024/03/31

2021-056 加藤　友康 中央病院 腫瘍マーカーHE4の臨床的有用性の評価
2014/01/01～
2021/02/28

2021-055 (PDF) 和田　剛幸 中央病院
十二指腸球部腫瘍の深達度とリンパ節転移を明らかにするため
の多施設共同後ろ向き観察研究 

2000/01/01～
2020/12/31

2021-054 山本　雄介 研究所 Single Cell Transcriptomeを用いた間質性膀胱炎の包括的解析
2021/05/21～
2023/03/31

2021-053 (PDF) 小川　朝生 東病院 機械学習を用いた時計描画テストの判定に関する研究
2019/09/01～
2022/03/31

2021-052 (PDF) 橋本　浩伸 中央病院
オラパリブによる貧血リスク因子及び効果予測因子に関する多
施設共同観察研究

2018/04/01～
2020/12/31

2021-051 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
情報支援内視鏡外科手術システム開発に向けたAIによる技術
開発

2021/06/22～
2024/03/31

2021-050 川井　章 中央病院
粘液型脂肪肉腫における至適局所治療アプローチについての
前向きレジストリーに関する国際共同研究

2021/06/15～
2025/12/31

2021-049 (PDF) 成田　善孝 中央病院
JCOG1114CA1：臨床検体の解析によるPCNSL予後予測バイオ
マーカーおよび治療反応性規定因子の探索的研究

2014/09/29～
2018/10/15

2021-048 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
我が国における再照射の現状実態調査 
-粒子線治療による再照射症例集積研究― 

2000/01/01～
2019/12/31

2021-047 山本　駿 中央病院
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発食道扁
平上皮癌に対するNivolumab療法におけるバイオマーカー探索
を含む前向き観察研究

2021/06/01～
2023/09/30

2021-046 (PDF) 荒川　歩 中央病院
頭蓋外胚細胞腫瘍病期Ⅳの治療経過と予後に関する後方視的
研究  

2000/01/01～
2019/12/31
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2021-045 矢野　友規 東病院
酸素飽和度イメージング内視鏡（OXEI）を用いた免疫チェックポ
イント阻害剤の効果予測プログラムの開発のための多施設共同
観察研究

2021/06/09～
2024/03/31

2021-044 (PDF) 加藤　友康 中央病院 子宮肉腫と子宮筋腫を鑑別する腫瘍マーカーの開発
2015/07/13～
2020/03/31

2021-043 藤田　武郎 東病院
食道癌術前化学療法の奏効と再発形式の関連を明らかにする
ための多施設共同後ろ向き観察研究 

2010/01/01～
2015/12/31

2021-042 曽根　美雪 中央病院
JIVROSG/J-SUPPORT 1903　有痛性骨転移に対する緩和的動
脈塞栓術の即時的有効性及び安全性検証試験 

2021/05/15～
2024/12/31

2021-041 藤田　武郎 東病院
食道内視鏡外科手術における情報支援内視鏡外科手術システ
ム開発および内視鏡手術多施設データベース構築

2017/04/01～
2024/03/31

2021-040 (PDF) 米盛　勧 中央病院
HR陽性／HER2陰性進行乳癌の日本人患者を対象にパルボシ
クリブとレトロゾールを併用投与した際の全生存期間を評価す
る，後向き，多施設共同，観察研究

2021/06/19～
2022/12/31

2021-039 木下　敬弘 東病院

Development of a Clinical Decision Support System (CDSS) 
with Artificial Intelligence for Gastric and　Esophageal 
Adenocarcinomas（胃腺癌、食道腺癌の診断支援AIシステム開
発に関する多施設共同観察研究）

2021/05/24～
2024/03/31

2021-038 伊藤　雅昭 東病院 直腸癌切除標本のMRI画像診断に関する前向き観察研究
2021/06/01～
2023/08/31

2021-037 福田　隆浩 中央病院
アグレッシブATLの予後に影響する因子について検討する多施
設共同前向き観察研究

2021/05/07～
2026/03/31

2021-036 (PDF) 米盛　勧 中央病院
リキッドバイオプシーを用いた病態解明/創薬開発のためのトラ
ンスレーショナル研究 

2021/09/10～
2024/12/31

2021-035 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
潰瘍性大腸炎関連腫瘍性病変に対する内視鏡的切除術の 
有効性に関する登録研究

2015/04/01～
2021/03/31

2021-034 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌における血液検体を用いた次世代シークエンス解
析(Genexus/OPAシステム）の性能評価

2017/12/26～
2021/03/31

2021-033 (PDF) 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺扁平上皮癌における微小胞巣と予後の関
連についての検討

2011/01/01～
2025/12/31

2021-032 三浦　智史 東病院
在宅療養の安心を支えるAIを用いた症状モニタリングシステム
開発を目指した症状問診シナリオ作成研究

2021/05/27～
2022/03/31

2021-031 (PDF) 大津　敦 東病院
日本におけるがん患者のリアルワールドデータベース構築のた
めの研究

2015/10/01～
2026/05/31

2021-030 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
骨軟部腫瘍患者における身体機能および健康関連QOLの実態
解明に関する研究

2021/05/21～
2025/12/31

2021-029 並川　健二郎 中央病院
粘膜悪性黒色腫に対するニボルマブまたはペムブロリズマブ単
独療法およびニボルマブ・イピリムマブ併用療法の効果に関す
る国際多施設共同後ろ向き研究

2014/07/01～
2021/03/31

2021-028 (PDF) 坪井　正博 東病院
2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究:
肺癌登録合同委員会　第11次事業

2021/01/01～
2021/12/31
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2021-027 (PDF) 青景　圭樹 東病院
IA3-III期非小細胞肺癌切除症例におけるPD-L1発現と予後の
関係に関する研究 

2014/01/01～
2016/12/31

2021-026 (PDF) 永井　優一 東病院 深層学習を用いた胸部Ｘ線画像における撮影方向の自動判定
2003/04/01～
2020/04/30

2021-024 (PDF) 桑田　健 東病院
がんゲノムプロファイリング検査および遺伝学的検査の対象とな
る腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関する
研究

1992/04/01～
2031/03/31

2021-023 藤田　武郎 東病院
消化器癌手術における術後感染症が癌予後に与える影響の多
施設共同調査　食道癌・胃癌・大腸癌・膵臓癌・胆道癌 

2013/04/01～
2015/03/31

2021-022 (PDF) 福田　隆浩 中央病院
造血器腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 
 

2002/04/01～
2024/03/31

2021-021 中井　登紀子 東病院
術前化学療法を施行された乳癌検体の残存腫瘤面積と病理学
的特徴に関する後方視的検討

2008/01/01～
2017/12/31

2021-020 土屋　雅子 がん対策研究所
がん偏見軽減に向けたウェブ体験学習プログラム「友人サポー
ター」の実用性評価に関する研究 

2021/05/25～
2021/07/30

2021-019 大橋　紹宏
先端医療開発セ
ンター(柏)

シングルセル解析を用いた消化管癌における腫瘍内不均一性
の解明

2021/04/22～
2024/03/31

2021-018 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
「TKIが使用されたJALSG Ph+ALL臨床試験とTRUMPデータの
統合による予後因子解析」 
-JALSG Ph+ALL TKI-SCT study-

2002/08/01～
2016/04/11

2021-017 (PDF) 吉見　昭秀 研究所 がんにおけるOrphan受容体の観察研究
2011/06/01～
2024/12/31

2021-015 伊藤　雅昭 東病院

PelvEx 3: Surgical and patient-entered experiences following 
urinary reconstruction after pelvic exenteration for locally 
advanced and recurrent rectal cancer （PelvEx 3：局所進行もしく
は再発直腸癌に対する骨盤内臓全摘術に伴う尿路再建の成績
調査 国際多施設共同研究）

2021/06/09～
2024/09/30

2021-014 (PDF) 村田　健 中央病院
NCD乳癌登録を用いた局所・領域単独再発症例における予後
因子としてのPR statusの意義の検討

2004/01/01～
2014/12/31

2021-013 加藤　友康 中央病院
遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断されリスク低減卵管卵巣摘出
術を施行した女性の妊孕性喪失に関する質的調査

2021/04/22～
2021/09/01

2021-012 山本　駿 中央病院
食道扁平上皮癌に対する根治的FOLFOX-RTおよび緩和的
FOLFOX療法の観察研究 

2021/06/15～
2022/03/31

2021-011 (PDF) 加藤　友康 中央病院
子宮頸癌術後再発中リスク群に対する抗癌剤治療の有用性に
関する多施設共同後方視的研究

2007/01/01～
2018/12/31

2021-010 (PDF) 小林　進
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺癌の早期発見のための新規リキッドバイオマーカーの同定に
関する研究

2011/07/12～
2019/07/12

2021-009 山本　里江 がん対策研究所
AYA世代の終末期がん患者における在宅療養に関する後方視
的研究

2016/01/01～
2020/12/31
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2021-008 伊藤　雅昭 東病院

腹腔鏡下直腸癌切除における技術認定医手術参加の有用性に
関する検討 
The Study investigating the Impact of Endoscopic Surgical Skill 
Qualification in Laparoscopic Resection for Rectal Cancer in 
Japan

2014/01/01～
2016/12/31

2021-007 (PDF) 桑田　健 東病院

【胃がんに対する新規薬剤開発支援のための研究基盤確立と
遺伝子変異・発現情報エンサイクロペディアの作成にかかわる
研究(2012-328)付随研究】新規胃癌細胞株を用いた薬剤感受
性・耐性と遺伝子プロファイルの関連を調べる多施設共同研究

2013/07/01～
2017/02/28

2021-006 (PDF) 三浦　華歩 東病院
進展型小細胞肺癌に対するカルボプラチン+エトポシド±アテゾ
リズマブ/デュルバルマブ併用療法における好中球減少の数理
学的モデルの検討

2016/04/01～
2021/03/31

2021-005 後藤　功一 東病院
人工知能を用いた病理組織画像解析による希少ドライバー遺伝
子陽性の肺癌集団の特定をサポートするアルゴリズム開発の研
究

2016/12/01～
2018/12/31

2021-004 森　文子 中央病院 がん患者指導管理料イ・ロ算定介入の実態調査
2021/07/15～
2021/07/31

2021-003 池田　公史 東病院
膵癌患者における個別パネルを用いた血液循環腫瘍DNA検査
に関する多施設共同研究

2021/05/20～
2023/10/31

2021-002 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
ナショナルセンター職員における新型コロナウイルス感染症の
実態と要因に関する研究についての統合解析 

2021/09/14～
2023/03/31

2021-001 (PDF) 平野　秀和 中央病院
WJOG 13420G: プラチナ製剤不応・不耐の消化管原発神経内分
泌癌に対するラムシルマブ併用療法の多施設共同後ろ向き観
察研究

2015/03/01～
2020/06/30

2020-604 (PDF) 矢野　友規 東病院
胃がん内視鏡検診における人工知能を用いた2次読影支援シス
テムの構築に関する研究開発

2007/01/31～
2021/02/26

2020-603 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺腺癌におけるTertiary Lymphoid Structure
と遺伝子変異の関係についての検討

1999/08/01～
2003/06/30

2020-602 小川　千登世 中央病院
JSPHO：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

2021/05/18～
2023/12/31

2020-601 岩谷　胤生 東病院 乳癌治療による経済的負担への意識に関する多施設共同研究
2021/04/30～
2022/03/31

2020-600 (PDF) 大江　裕一郎 中央病院
未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ
＋イピリムマブ±化学療法併用療法の日本における治療実態
および有効性と安全性に関する観察研究

2021/05/25～
2021/12/31

2020-599 大野　葉月 中央病院
先端医療科Phase1治験における患者の意思決定に関するアン
ケート調査

2021/05/18～
2022/09/30

2020-597 土屋　勇人 中央病院
栄養食事指導時の観察内容からみた食道癌周術期の体重減少
に影響する栄養管理評価要素の検討

2019/01/01～
2020/12/31

2020-596 矢野　友規 東病院
中下咽頭癌の深達度診断における超音波内視鏡検査の有用性
に関する探索的研究

2021/05/27～
2025/03/31

2020-595 (PDF) 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

診療情報に基づく卵巣がんにおけるPatient Journeyの分析・可
視化に向けたFeasibility調査

2013/05/01～
2020/10/31

2020-594 (PDF) 櫻井　卓郎 中央病院
リハビリテーションを実施した脳腫瘍患者に対する認知機能と日
常生活動作の観察研究

2010/01/01～
2020/12/31
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2020-593 肱岡　範 中央病院
NCCH2102切除不能悪性胆道閉塞に対する瘻孔部拡張過程を
伴わない超音波内視鏡下胆管胃吻合術・胆管空腸吻合術につ
いての第II相臨床試験

2021/04/19～
2025/03/31

2020-592 藤森　麻衣子 がん対策研究所
高齢進行・再発がん患者のニーズに即した治療選択・継続のた
めのアプリケーションを活用した高齢者機能評価とマネジメント
強化による支援プログラム開発

2021/04/01～
2024/03/31

2020-591
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

免疫細胞療法最適化のための血液腫瘍患者における免疫機能
の解析

2021/04/20～
2024/03/31

2020-590 (PDF) 石井　源一郎 東病院
外科的切除された浸潤性粘液性肺腺癌における細気管支化と
免疫染色の関連についての検討

2011/01/01～
2021/02/28

2020-589 出町　健 東病院
食道癌術前化学療法後再発に対する緩和的化学療法の安全性
及び有効性に関する後方視的研究

2013/04/01～
2019/12/31

2020-588 (PDF) 小山　正平
先端医療開発セ
ンター(柏)

MSI-H/dMMR固形がんにおける臨床病理学的および分子生物
学的特徴と免疫チェックポイント阻害剤の治療効果に関する多
施設共同研究

2011/07/01～
2024/12/31

2020-587 向原　徹 東病院
ホルモン受容体陽性・HER2 陰性乳癌 かつ T1a/b 症例 におけ
る術後薬物療法の施行状況、および予後の検討

2008/01/01～
2012/12/31

2020-586 (PDF) 白石　友一 研究所
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断
システムの構築

2021/04/20～
2023/03/30

2020-585 (PDF) 山口　雅之 東病院
精巣組織のIn Vitro MRIと病理標本の比較に関する多施設共同
研究

2018/04/01～
2022/03/31

2020-584 後藤　功一 東病院

血漿遊離DNAからROS1融合遺伝子が検出された進行または再
発非小細胞肺がんに対するエヌトレクチニブの多施設共同第II
相臨床試験」の付随研究 

2020/12/01～
2022/12/31

2020-583 勝屋　友幾 中央病院
造血器腫瘍患者における新型コロナウイルス感染症のワクチン
接種の影響に関する前向き観察研究

2021/04/05～
2024/03/31

2020-582 勝屋　友幾 中央病院
担がん患者における新型コロナウイルス感染症のワクチン接種
の影響に関する前向き観察研究

2021/04/05～
2022/03/31

2020-581 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
国内で開発された内視鏡外科手術動画を認識する深層学習モ
デルの海外の手術動画に対する認識精度を検証する研究

2009/04/01～
2021/12/31

2020-580 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

肺がん組織中の各細胞サブセットの機能解析に基づく治療感受
性および長期治療効果に関わる因子の検討 

2018/06/06～
2021/12/31

2020-579 (PDF) 米盛　勧 中央病院 circulating tumor DNA解析のための性能評価研究
2002/02/01～
2023/12/31

2020-578 山本　精一郎 がん対策研究所
がん検診のアクセシビリティ向上に関する研究 
-がん検診受診率・精密検査受診率向上を目指して- 

2021/04/09～
2025/03/31

2020-577 (PDF) 松田　智大 がん対策研究所 小児がんのステージ・治療・再発に関する実態調査研究
2012/01/01～
2016/12/31
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2020-576 (PDF) 浜本　隆二 研究所 人工知能技術を利用した放射線画像診断支援システムの開発
2009/01/01～
2020/01/31

2020-575 福田　隆浩 中央病院
体外式超音波検査のスコア化による肝類洞閉塞症候群(SOS)/
中心静脈閉塞症 (VOD)診断の多施設共同前向き観察研究

2021/05/31～
2024/12/31

2020-574 (PDF) 緒方　大 中央病院 悪性末梢神経鞘腫瘍の治療成績と予後に関する観察研究
2010/01/01～
2020/12/31

2020-573 井垣　浩 中央病院
頭頸部癌放射線治療の口腔衛生管理の確立の為の口腔内細
菌叢の変化に関する前向き研究

2021/04/23～
2023/03/31

2020-572 里見　絵理子 中央病院
患者報告型アウトカムを用いた専門的緩和ケアの質評価のため
の患者登録システムの開発：多施設パイロット調査

2021/05/11～
2021/07/31

2020-570 池田　公史 東病院
切除不能肝細胞癌患者に対するAtezolizumab+Bevacizumab併
用療法の多施設共同前向き観察研究

2021/03/30～
2022/08/31

2020-567 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
TARPSWG-R2006:Anticipated organs resection and pathologic 
infiltration

2017/01/01～
2020/01/31

2020-566 阿部　清一郎 中央病院
体外バキューム「Free100 ネクスト」による飛沫・エアロゾルの飛
散防止効果 

2021/04/09～
2021/12/31

2020-565 後藤　功一 東病院

RET 融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するセルペルカチニ
ブのバイオマーカー探索研究 
「血漿遊離 DNA から RET 融合遺伝子が検出された進行非小
細胞肺がんに対するセルペルカチニブの多施設共同第 II 相臨
床試験」の付随研究

2021/01/01～
2022/12/31

2020-564 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後再発再燃成人T 細胞白血病 ・ リンパ腫
に対するレナリドミドの安全性と有効性に関する多施設共同前
方視的観察研究

2021/04/05～
2022/09/30

2020-563 (PDF) 池田　公史 東病院
切除不能消化器 ・ 原発不明 NET G3に対する薬物療法の治療
成績に関する多施設共同後ろ向き観察研究（JOSC-2001）

2011/01/01～
2019/12/31

2020-562 (PDF) 矢野　友規 東病院
中下咽頭表在癌の消化管内視鏡検査における見逃しに関する
検討

2019/01/01～
2020/11/30

2020-561 (PDF) 矢野　友規 東病院

生体試料からの遺伝子発現プロファイルを用いた 
食道がんサブタイプ分類と治療効果との関連に関する 
臨床評価試験　付随研究～外科治療成績との関連についての
解析～

2015/01/01～
2016/07/31

2020-560 (PDF) 高阪　真路 研究所

「FGFR遺伝子異常を有する進行・再発固形がんに対するE7090
単剤療法の多施設共同第II相医師主導治験」に附随するバイオ
マーカーの探索研究 

2021/06/01～
2023/12/31

2020-558 矢野　友規 東病院
全周性食道表在癌に対する治療後のアウトカムに関する多施設
前向き観察研究 

2021/03/22～
2023/10/31

2020-557 石木　寬人 中央病院
在宅医療を受ける終末期がん患者本人へのEnd-of-life care 
discussion実施に関する観察研究

2018/04/01～
2020/09/30

2020-556 (PDF) 井垣　浩 中央病院
放射線治療期間中の輪郭情報に基づいた統計形状モデルの構
築と照射領域の最適化

2017/04/01～
2023/02/28
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2020-555 (PDF) 肱岡　範 中央病院
膵癌の糖尿病合併に関する多施設共同後ろ向き疫学研究 2015/01/01～

2019/12/31

2020-554 (PDF) 後藤　功一 東病院

肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための後向き研
究 -第2期- 
LC-SCRUM-Asia附随研究:Immuno-Oncology Biomarker Study 
-II (LC-SCRUM-IBIS-II) 

2016/09/30～
2021/03/31

2020-551 髙山　伸 中央病院
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・ 
長期予後に関する多施設共同観察研究：POTENT附随研究

2019/02/01～
2021/01/31

2020-550 山本　駿 中央病院
日本人進行・再発食道癌患者を対象とした、ニボルマブ治療中
止後のタキサン系薬剤治療の有効性、安全性に関する後ろ向き
観察研究

2015/10/01～
2018/11/12

2020-549 阿部　清一郎 中央病院
人工知能（AI）を用いた上部内視鏡検査支援プログラム性能検
証試験

2020/05/26～
2021/05/29

2020-548 山本　精一郎 がん対策研究所

新型コロナウイルス感染症流行が生活習慣や健康に及ぼす影
響の実態把握に向けた研究 －女性への健康支援の観点から
－  

2021/03/10～
2021/03/31

2020-547 島津　太一 がん対策研究所
中小事業所における事業主および健康管理担当者による喫煙
対策を支援する介入の有効性評価：クラスターランダム化比較
試験

2021/04/09～
2022/03/31

2020-544 吉田　朗彦 中央病院
YAP1-TFE3遺伝子融合を持つ類上皮血管内皮腫の 
国際多施設共同観察研究 

2001/01/01～
2020/12/31

2020-545 (PDF) 須藤　一起 中央病院
JCOG1919EA1: JCOG1919E「ホルモン受容体陽性HER2 陰性進
行再発乳癌に対するパクリタキセル＋ベバシズマブ＋アテゾリ
ズマブのランダム化比較第Ⅲ相医師主導治験」の附随研究

2021/03/19～
2026/06/30

2020-543 (PDF) 石井　源一郎 東病院
肺癌（小細胞肺がん）、膵臓がんおよび正常組織におけるGM2
発現に関する検討

2002/01/01～
2019/12/31

2020-542 向原　徹 東病院

JBCRG-26 HR陽性HER2陰性進行乳癌の日本人患者を対象
に，スマートフォンアプリおよびウェアラブル端末を用いて，パル
ボシクリブと内分泌療法薬を併用投与または内分泌療法薬を単
剤投与した際の，患者報告アウトカムおよび身体活動量を評価
する，前向き，多施設共同，観察研究

2021/06/01～
2022/08/31

2020-541 三浦　智史 東病院
がん患者が好む音楽と性格や症状の関係に関する 
アンケートの実施可能性を評価するための 
探索的検討

2021/03/29～
2021/06/30

2020-540 五十嵐　隆志 東病院
進行再発がん患者におけるオピオイド鎮痛薬導入前後の心理
的障壁と疼痛：多施設共同研究

2021/06/01～
2021/12/31

2020-539 竹内　恵美 がん対策研究所 がん患者の遺族支援に関する看護師の意識調査
2021/03/09～
2021/03/31

2020-538 森谷　麻希 中央病院
通院治療センターにおける在宅療養支援への介入方法につい
ての検討

2019/10/31～
2020/07/31

2020-537 宇田川　涼子 中央病院
パルボシクリブ服用患者のNLR(neutrophil to lymphocyte ratio)
と治療効果の関連性の検討

2017/12/01～
2020/12/31
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2020-536 牧原　玲子 中央病院
薬物動態/薬力学的指標を変動要因とする用量－反応関係に
基づくアムルビシン療法の好中球減少重篤化回避のための治
療薬物モニタリング試験

2021/03/29～
2025/03/31

2020-535 (PDF) 三浦　智史 東病院
がん患者を支援する 
AIサポーターの作成を目的とした 
がん患者の希望する対話回答集の作成

2013/05/06～
2023/10/31

2020-534 森實　千種 中央病院 肝胆膵がんにおけるHER3発現に関する探索的研究
2010/01/01～
2020/06/30

2020-533
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

胆道癌患者における腫瘍ゲノムの包括的配列解析と化学療法
感受性に関する研究

2010/01/01～
2024/03/31

2020-532 小谷　大輔 東病院
進行・再発食道癌における臨床病理学的および分子生物学的
特徴と免疫チェックポイント阻害剤の治療効果に関する研究

2020/02/01～
2021/12/31

2020-530 髙丸　博之 中央病院
大腸腫瘍に対するcold snare polypectomy後に癌と診断された
症例に対するサーベイランス方法についての探索的研究:多施
設共同研究

2010/01/01～
2020/08/31

2020-531 松井　喜之 中央病院

前立腺全摘除術の骨盤リンパ節郭清にてリンパ節転移陽性と診
断された症例 
に対する治療と予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究 

2006/01/01～
2019/12/31

2020-528 (PDF) 藤下　真奈美 がん対策研究所
DPCデータを用いた院内がん登録全国集計データの精度評価
に関する研究

2015/10/01～
2019/03/31

2020-527 細野　覚代 がん対策研究所
日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡に関連した偶発症の後ろ
向き全国調査データを活用した調査研究

2008/01/01～
2012/12/31

2020-526 下井　辰徳 中央病院
がん遺伝子パネル検査の診療実態および受検患者の体験に関
する調査研究 

2019/06/01～
2023/03/31

2020-525 林　隆一 東病院
高齢がん患者の人生観および生活機能への関心についてのア
ンケート調査（横断的観察研究）

2021/03/10～
2022/06/30

2020-524 (PDF) 山﨑　直也 中央病院 悪性黒色腫の臨床病型別の治療成績と予後に関する観察研究
1990/01/01～
2030/12/31

2020-523 (PDF) 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

診療情報に基づいた新たな臨床栄養管理の実現に向けたICT
活用の課題解決-電子カルテ情報とAI機械学習を用いた低栄養
予測因子探索及び低栄養予測モデル構築研究-

2013/05/01～
2018/09/30

2020-522 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
低悪性度筋線維芽細胞肉腫の治療成績に関する多施設共同研
究 
-骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究-

2002/01/01～
2019/03/31

2020-521
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

泌尿器癌における治療抵抗性を規定する遺伝的　要因と免疫細
胞の役割の解明

2020/10/01～
2022/10/01

2020-520 伊藤　雅昭 東病院 電気メス等の使用状況を可視化するためのシステム構築研究
2021/03/09～
2022/12/31

2020-519 (PDF) 吉川　貴己 中央病院
JCOG1302A２：進行胃癌に対する術前病期診断による予後予測
能についての附随研究

2013/07/09～
2014/11/14

2020-518 (PDF) 小山　正平
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺癌患者において腫瘍細胞・免疫細胞及びストローマ細胞の遺
伝子発現プロファイルから治療感受性に与える影響を解析する
研究

2017/08/01～
2024/03/31
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2020-517 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院

TARPSWG Study-2009: The Natural History of Well-
differentiated Liposarcoma in the Retroperitoneum. Study by 
the Trans-Atlantic Australasian Retroperitoneal Sarcoma 
Working Group

2002/01/01～
2017/12/31

2020-516 後藤田　直人 東病院
膵臓癌/胆道癌の診断・再発・治療効果と関連するバイオマー
カー解析

2021/04/05～
2023/03/31

2020-515 福田　隆浩 中央病院
治療関連急性骨髄性白血病において原発悪性腫瘍に対する治
療が同種移植成績に及ぼす影響の検討

2011/01/01～
2018/12/31

2020-514 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
骨盤腫瘍手術後の創部合併症の危険因子に関する多施設共同
研究

2000/01/01～
2019/12/31

2020-512 (PDF) 渡部　大介 中央病院
ダカルバジン投与患者における血管痛発現状況と血管痛発現
に関連する因子の調査

2016/06/01～
2020/12/31

2020-511 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

婦人科がん患者における免疫応答に関する研究
2010/01/01～
2025/12/31

2020-510 早川　雅代 がん対策研究所
“自由診療として行われる科学的根拠の乏しい免疫療法”を受
けようとした（ヒヤリ・ハット）事例とその要因の把握に関する研究

2021/03/03～
2023/03/31

2020-509 米盛　勧 中央病院 子宮頸がんにおける葉酸受容体α発現に関する探索的研究
1999/01/01～
2019/12/31

2020-508 藤森　麻衣子 がん対策研究所
がん治療による生殖機能への影響と妊孕性温存に関する説明：
実装の阻害・促進要因同定のためのインタビュー調査

2021/03/09～
2022/12/31

2020-507 (PDF) 小倉　浩一 中央病院
軟部肉腫における切除可能リンパ節転移の予後に与える影響
およびセンチネルリンパ節生検の意義に関する国際共同研究 

2006/01/01～
2019/12/31

2020-506 吉田　幸弘 中央病院 肺原発浸潤性粘液性腺癌の予後に関する観察研究
2010/01/01～
2014/12/31

2020-505 秋元　哲夫 東病院
頭頸部癌IMRTにおけるロバスト治療計画の有用性に関する研
究

2021/04/09～
2022/03/31

2020-504 大西　達也 東病院

ホルモン受容体陽性HER2陰性転移再発乳癌に対するアベマシ
クリブに関する国際多施設共同観察研究 
The Real-World Data of Treatment with Abemaciclib for HR-
positive HER2-negative Metastatic Breast Cancer: A 
Multicentral Cohort Study

2018/01/01～
2020/07/31

2020-503 小山　隆文 中央病院 声を用いたがん診断研究
2021/04/15～
2025/08/31

2020-502 坂東　英明 東病院
切除不能大腸がんを対象としたベバシズマブ併用療法の有効
性と治療前血漿VEGF-D値との関連性探索研究 

2017/12/12～
2020/09/30

2020-501 肱岡　範 中央病院

NCCH-2009 
切除不能悪性胆道狭窄及び十二指腸狭窄に対する超音波内視
鏡下胆管胃吻合術及び十二指腸ステント留置術の同時施行に
ついての検証的試験

2021/02/26～
2023/04/01

2020-500 藤森　麻衣子 がん対策研究所

進行・再発期がん患者に対するモバイル端末を用いた治療とケ
アについての協働意思決定支援プログラムの有効性を評価する
無作為化比較試験 

2021/04/21～
2023/03/31
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2020-499 松岡　弘道 中央病院
がん患者の抑うつ・不安に対するスマートフォン精神療法の最適
化研究：革新的臨床試験システムを用いた 
多相最適化戦略試験

2021/02/22～
2022/12/31

2020-498 土屋　雅子 がん対策研究所
がんサバイバーを地域で支えるシステム作りに向けた地域医療
連携事例調査

2021/03/09～
2021/08/31

2020-497 (PDF) 坪井　正博 東病院
早期非小細胞肺癌の術後再発リスク因子に応じた再発時期と
後治療および転帰に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2003/01/01～
2015/12/31

2020-496 (PDF) 吉野　孝之 東病院
進行固形悪性腫瘍患者に対するAIマルチオミックスを活用した
バイオマーカー開発の多施設共同研究

2021/03/19～
2024/03/31

2020-495 内富　庸介 がん対策研究所
ライフコースのメンタルヘルス課題についての疾患レジストリを
構築する６NCによる共同研究プロジェクト

2021/05/31～
2026/03/30

2020-494 坪井　正博 東病院
JCOG1916：病理学的N2非小細胞肺癌に対する術後放射線治
療に関するランダム化比較第III相試験

2021/02/05～
2025/10/31

2020-493 小川　朝生 東病院 せん妄状態の表情解析に関する観察研究
2021/02/17～
2025/03/31

2020-492 伊藤　公輝 中央病院
骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした塩化ラジ
ウム（223Ra）治療におけるイメージングバイオマーカーとしての
骨シンチグラフィBSIの有効性評価－国内多施設共同研究

2016/06/01～
2020/10/31

2020-491 新村　健介 東病院
人工知能を用いた大腸内視鏡検査時の前処置における排便性
状自動評価装置の前向き検証

2021/02/17～
2023/03/31

2020-490 橋本　裕輔 東病院
胆道閉塞に対する超音波内視鏡下瘻孔形成術の 
治療成績に関する後ろ向き多施設共同研究 

2015/01/01～
2021/01/31

2020-489 (PDF) 宇田川　涼子 中央病院
婦人科がん領域におけるカルボプラチンアレルギー及びカルボ
プラチン脱感作療法の実態調査

2005/01/01～
2023/03/31

2020-488 (PDF) 小林　信 東病院

切除可能な大腸癌肝転移及びその他の遠隔臓器転移に対する
遺伝子異常に基づく個別化周術期治療の開発を目的とした多施
設共同研究 

2021/03/03～
2025/12/31

2020-487 山﨑　直也 中央病院
JCOG2005：頭頸部発生初発基底細胞癌縮小マージン切除に関
する単群検証的試験

2021/02/26～
2026/02/28

2020-486 (PDF) 吉見　昭秀 研究所
大阪医科大学バイオバンク検体を用いた血中新規バイオマー
カーの探索と新規治療法の開発 

2018/01/29～
2020/07/28

2020-484 小杉　和博 東病院
子どもを持つがん患者におけるオンラインピアサポートグループ
参加による心理社会的効果を検証する前向き観察研究 

2021/04/01～
2023/12/31

2020-483 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

固形癌患者においてがん治療が腫瘍浸潤免疫細胞の表現型に
与える影響に関する研究

2015/01/01～
2022/12/31

2020-480 伊藤　公輝 中央病院 婦人科癌における機械学習モデルの有用性の検討
2009/01/01～
2020/08/31

2020-478 小柴　郁 中央病院
大腸がん抗EGFR抗体療法におけるざ瘡様皮疹予防を目的とし
たミノサイクリンの酸化マグネシウム併用による影響の検討

2015/04/01～
2020/03/31
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2020-477 (PDF) 吉田　正行 中央病院
乳房血管肉腫の分子病理学的検索を目的とした多施設共同研
究

2002/01/01～
2020/10/31

2020-476 (PDF) 小林　達伺 東病院
悪性腫瘍の画像診断検査・画像下治療の有用性・安全性等に
関する研究

1992/07/01～
2030/12/31

2020-475 松浦　一登 東病院 下咽頭食道重複癌の予後に関する観察研究
2010/01/01～
2018/12/31

2020-474 松浦　一登 東病院 下咽頭癌の長期予後に関する観察研究
1992/07/01～
2010/12/31

2020-473 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
国立高度専門医療研究センターにおける政策医療上重要な疾
患についての基礎的疫学研究

2012/04/01～
2021/11/30

2020-472 (PDF) 福原　傑 中央病院
造血器疾患の分子病態の解明ならびに有効かつ安全性の高い
治療法開発を目指した基盤研究

2021/03/16～
2024/03/31

2020-470 (PDF) 八巻　知香子 がん対策研究所
がん情報提供の自動化に向けた電話相談とテキスト（チャット）
相談の特徴分析及びFAQ作成方法に関する研究

2017/04/01～
2026/01/30

2020-469 (PDF) 織田　潮人 東病院
躯幹部腫瘍におけるCT・MRIを用いた画像評価方法に関する探
索研究

2000/01/01～
2027/12/31

2020-468 井垣　浩 中央病院
JCOG1015A1 頭頸部癌に対する強度変調放射線治療における
臓器特異的耐容線量の観察研究

2011/04/15～
2014/10/03

2020-467 (PDF) 山﨑　直也 中央病院

粘膜型/末端黒子型メラノーマにおけるニボルマブ＋イピリムマ
ブ併用療法の一次治療と抗PD-1抗体単剤療法の一次治療（無
効後ニボルマブ＋イピリムマブを含む）の効果に関する多施設
共同後ろ向き研究

2014/07/01～
2020/07/31

2020-466 (PDF) 井垣　浩 中央病院 我が国における再照射の現状実態調査
2021/06/15～
2022/01/01

2020-465 松本　禎久 東病院
健康人における携帯型非接触バイタル測定器の 
標準化を目的とした観察研究

2021/01/26～
2021/06/30

2020-464 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

免疫チェックポイント阻害剤長期投与例におけるirAE発症の実
態調査 

2016/01/01～
2019/12/31

2020-463 河野　隆志 研究所
がん遺伝子パネル検査に用いる検体を対象にしたAI腫瘍細胞
検出システムの開発

2018/01/01～
2022/03/31

2020-462 藤間　勝子 中央病院
アピアランスケアに関するe-learning研修が医療者に与える影響 
―e-learning研修プログラム効果の検討― 

2021/04/09～
2022/06/30

2020-461 (PDF) 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺神経内分泌腫瘍における肺胞マクロファー
ジと予後の関連についての検討

2004/01/01～
2021/01/31

2020-460 岩田　慎太郎 中央病院
The Natural History of Ganglioneuroma : A study by the Trans-
Atlantic Australasian Retroperitoneal Sarcoma Working Group 
（神経節細胞腫の自然経過に関する多施設共同研究）

2000/01/01～
2020/01/01

2020-459 肱岡　範 中央病院
切除不能膵癌に対するTopGainで得られた超音波内視鏡下穿
刺吸引生検法検体でのOncoGuide NCCオンコパネル システム
の規準を満たす割合に関する第Ⅱ相試験

2021/01/28～
2022/02/28
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2020-458 肱岡　範 中央病院

NCCH-2010:切除不能悪性遠位胆道閉塞に対する瘻孔拡張を
伴わない超音波内視鏡下胆管十二指腸吻合術についての第II
相臨床試験 

2021/01/27～
2022/02/01

2020-456 (PDF) 白石　友一 研究所 固形腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析
1990/01/01～
2024/03/31

2020-454 上野　尚雄 中央病院
免疫チェックポイント阻害薬使用患者の口腔粘膜炎に関する前
向き観察研究

2021/03/03～
2021/10/31

2020-453 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺腺癌における 
腫瘍外リンパ管侵襲と予後の関連についての検討 

2006/01/01～
2020/12/31

2020-452 (PDF) 林　隆一 東病院
頭頸部腫瘍患者に対する治療後の嚥下・発声・構音機能に関す
る後方視的研究

2000/01/01～
2029/12/31

2020-451 稲葉　浩二 中央病院
Oligometastasis, Oligorecurrence, Oligoprogressionへの局所制
御を目的とした放射線治療に関する観察研究

2021/03/23～
2026/12/31

2020-450 (PDF) 矢野　友規 東病院
内視鏡切除後pT1a-MMかつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌
の長期予後に関する多施設共同後向き観察研究

2008/01/01～
2015/12/31

2020-449 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

高精度膵・胆道がんマイクロRNAパネルの構築と疾患検出性能
の研究

2021/02/09～
2021/06/30

2020-448 (PDF) 川井　章 中央病院

JCOG1306A1高悪性度非円形細胞肉腫における予後因子およ
び補助化学療法の治療効果予測因子となる遺伝子変異の探索
的研究 

2014/02/10～
2019/10/24

2020-447 片野田　耕太 がん対策研究所 日本におけるCOVID-19問題による社会・健康格差評価研究
2021/01/25～
2026/03/31

2020-446 (PDF) 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺腺癌における肺胞マクロファージと予後の
関連についての検討 

2011/01/01～
2022/12/31

2020-445 (PDF) 大木　理恵子 研究所 神経内分泌腫瘍の本態解明の研究
2021/05/21～
2029/12/31

2020-444 伊藤　千尋 中央病院
食道癌術後再建胃管の超音波ガイド下直接穿刺法による経皮
的胃腸瘻造設（gastrojejunostomy）の安全性と有効性の後ろ向
き検討

2014/01/01～
2020/12/31

2020-443 齋藤　義正 中央病院
実臨床におけるトラベクテジンと併用薬等による相互作用に関
する後方視的研究

2016/04/01～
2021/03/31

2020-442 米盛　勧 中央病院

トリプルネガティブ乳癌患者に対するアテゾリズマブの前向き観
察研究ATTRIBUTE：ATezolizumab in patients with TRIple-
negative Breast cancer, 
mUlticenter observational study for Treatment safety and 
Efficacy 
JBCRG-C08 (UMIN000041747)

2021/02/03～
2025/01/31

2020-441 平野　秀和 中央病院
薬物療法の適応となる消化管間質腫瘍の診療実態を明らかに
するレジストリー研究 

2021/02/05～
2030/12/31

2020-440 國仲　伸男 東病院 嚢胞内（乳管内）乳頭腫瘍の4症例
2019/05/01～
2020/08/31
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2020-439 江﨑　稔 中央病院
膵体尾部癌の術前 thin-slice CT における脾動静脈との位置関
係および病理学的脾動静脈浸潤と予後に関する研究

2004/01/01～
2020/12/31

2020-438 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所 動脈硬化性疾患リスクに関する大規模コホート研究
2021/03/03～
2025/03/31

2020-437 吉田　朗彦 中央病院 脳腫瘍の新規疾患概念確立のための多施設共同研究
2000/04/01～
2021/07/31

2020-436 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

進行口腔がんに対する個別化ペプチドワクチン療法およびT細
胞移入療法開発のための多施設共同基礎研究

2021/02/01～
2026/03/31

2020-435 (PDF) 渡邉　俊一 中央病院
2021年に外科治療を施行された肺癌症例の 
データベース研究: 肺癌登録合同委員会 第11次事業

2021/01/01～
2021/12/31

2020-434 (PDF) 吉川　貴己 中央病院

JCOG1013A1「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」の附随研究 
化学療法を施行した進行胃癌におけるバイオマーカーに関する
研究

2021/01/04～
2027/12/31

2020-433 井上　真奈美 がん対策研究所
国立がん研究センターの職員における新型コロナウイルス感染
症の実態と要因に関する観察研究

2021/01/28～
2023/03/31

2020-432 (PDF) 米盛　勧 中央病院

NCCH1905: 循環腫瘍DNAを用いた遺伝子パネル検査研究 
-アジア多施設共同前向き研究（A-TRAIN study）- 
Asian multicenter prospective study of circulating tumor DNA 
sequencing: A-TRAIN 

2021/01/01～
2023/06/30

2020-431 小川　祐子 中央病院
がん患者の遺族のための行動活性化療法を用いた抑うつ軽減
プログラムの開発

2021/03/09～
2024/03/31

2020-430 (PDF) 後藤　悌 中央病院
ペムブロリズマブ療法中のエクソソームの経時変化に関する研
究

2013/01/01～
2024/03/31

2020-429 (PDF) 吉川　貴己 中央病院

JCOG1013A2 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 相試験の予後因子解析に関する
研究

2012/04/01～
2016/03/18

2020-428 赤澤　聡 中央病院
遊離皮弁移植における術中術後血栓形成に関する 
多施設共同観察研究 

2000/01/01～
2019/12/31

2020-427 (PDF) 秋元　哲夫 東病院 胆道腫瘍に対する粒子線治療症例の後ろ向き集積研究
2000/04/01～
2019/12/31

2020-426 (PDF) 小山　隆文 中央病院
早期臨床試験における循環腫瘍細胞と腫瘍組織を用いた高精
度遺伝子プロファイリング研究

2021/01/14～
2029/03/31

2020-425 (PDF) 岩田　慎太郎 中央病院
The Evaluation and Outcome of Mesenteric and Intra-
Abdominal Desmoids: A study by the TARPSWG\

2007/01/01～
2019/12/31

2020-424 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

代謝に着目した、早期食道がんの微小環境に関する網羅的解
析

2021/01/14～
2025/10/31

2020-422 山本　精一郎 がん対策研究所

新型コロナウィルス感染症に対応した新しい生活様式による 
生活習慣の変化およびその健康影響の解明に向けた研究 
― 生活習慣病の発症および重症化予防の観点から― 

2020/12/22～
2024/03/31
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2020-421 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院
プロジェクトHOPE症例における遺伝性腫瘍・若年がんの単施設
全ゲノム解析

2014/01/01～
2020/07/31

2020-420 (PDF) 楠本　昌彦 中央病院
超高精細CTを用いた多施設共同研究：肺結節における画像学
的浸潤成分の予測

2018/04/01～
2023/03/31

2020-419 (PDF) 赤澤　聡 中央病院
遊離空腸再建における虚血時間の影響に関する 
多施設共同観察研究 

2010/01/01～
2020/12/31

2020-418 (PDF) 青柳　吉博 東病院
国立がん研究センター東病院におけるReal World Evidence創出
のための研究基盤構築に関する研究

2013/05/01～
2030/03/31

2020-417 並川　健二郎 中央病院
ニボルマブ+イピリムマブで治療される悪性黒色腫患者における
腸内細菌代謝産物の臨床的意義に関する前向き観察研究

2021/01/14～
2022/07/28

2020-416 小田　夏実 東病院
がん専門病院において内視鏡検査を受ける患者の苦痛や不安
に関する調査

2021/02/09～
2021/03/31

2020-415 加藤　健 中央病院

化学療法を実施する消化管がん患者の味覚障害と栄養状態改
善を目的としたスマートフォンサイトの実施可能性と有用性を検
討する前向き介入研究 

2020/12/28～
2022/12/31

2020-414 (PDF) 原野　謙一 東病院
Tertiary lymphoid structure (TLS)と卵巣がん化学療法の奏効と
の相関関係を調査する後方視研究

2017/04/01～
2020/03/31

2020-413 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の中長期における細胞
性免疫に関する多施設共同観察研究

2020/12/28～
2023/12/31

2020-410 石井　源一郎 東病院
非小細胞肺癌の免疫微小環境と免疫チェックポイント阻害薬の
効果についての検討

2017/01/01～
2019/12/31

2020-409 成田　善孝 中央病院

JCOG1910A1: JCOG1910「高齢者初発膠芽腫に対するテモゾロ
ミド併用寡分割放射線治療に 関するランダム化比較第 III 相試
験」の附随研究 
高齢者初発膠芽腫における予後を予測するバイオマーカーに関
する探索的研究 

2021/03/03～
2024/06/30

2020-408 山﨑　直也 中央病院
悪性黒色腫患者の血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲノム統合
解析　COSMOS-MEL-01

2020/12/22～
2023/03/31

2020-407 向原　徹 東病院

JBCRG-C07-A1（REIWA2 study): CDK4/6阻害剤治療前後の腫
瘍組織及び、FGF・FGFR mutation/amplificationを認めた
Luminal又はTNBC症例を対象としたホルモン療法耐性、化学療
法効果の予測性の探索的研究 

2020/02/11～
2024/05/31

2020-406 関口　正宇 中央病院
大腸鋸歯状病変に関するアジア太平洋地域多施設共同前向き
研究 

2020/12/28～
2025/03/31

2020-403 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

消化管における内視鏡的色調とその分光、組織構造に関する研
究

2021/01/05～
2023/12/28

2020-402 (PDF) 山形　幸徳 中央病院
胃原発NEC切除後症例を対象とした多施設共同後方視的研究 2010/01/01～

2017/12/31
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2020-401 坪井　正博 東病院

WJOG6410LTR 非小細胞肺癌完全切除後Ⅱ-Ⅲ期のEGFR変異
陽性例に対するシスプラチン＋ビノレルビン併用療法を対照とし
たゲフィチニブの術後補助化学療法のランダム比較第Ⅲ相試験
（WJOG6410L/IMPACT）における付随バイオマーカー研究

2011/09/01～
2015/12/25

2020-400 小川　朝生 東病院 せん妄状態の視線解析に関する観察研究
2020/12/08～
2023/03/30

2020-399 小川　朝生 東病院
せん妄状態の表情分析に関する観察ならびに認知検査手法の
研究

2020/12/28～
2023/03/31

2020-398 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

胃がんの個別化ペプチドワクチン療法および個別化T細胞移入
療法開発のための基礎研究

2021/02/16～
2026/03/31

2020-397 (PDF) 山﨑　直也 中央病院 悪性黒色腫における薬物療法感受性に関する研究
2016/03/28～
2024/03/31

2020-396 (PDF) 林　隆一 東病院
口腔癌再建術後患者における術後嚥下機能に関する後方視的
研究

2012/01/01～
2020/03/31

2020-395 (PDF) 吉田　達哉 中央病院
転移性脳腫瘍由来のFFPE検体を用いた血液脳関門の特徴解
析研究

2013/02/01～
2020/08/31

2020-394 向原　徹 東病院
卵巣癌におけるPARP阻害剤に対する腫瘍免疫応答の解明と臨
床的意義に関する研究

2021/01/14～
2023/11/30

2020-393 齋藤　豊 中央病院
潰瘍性大腸炎を伴う大腸がん由来オルガノイドの樹立・オミック
ス解析を行う多施設共同研究

2020/12/22～
2025/12/31

2020-392 内藤　陽一 東病院
KBCSG-TR2018 エリブリンの有用性に影響を及ぼす因子を検
討する前向き観察研究

2021/02/22～
2022/02/28

2020-391 (PDF) 内藤　陽一 東病院
より良い乳癌診療の構築とコンセンサス形成を目的とした多施
設共同調査研究

2000/01/01～
2023/12/31

2020-389 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

「GPC3発現手術不能進行再発卵巣明細胞癌で腹膜播種を有す
る患者を対象とした、抗GPC3-CAR発現iPS細胞由来ILC/NK細
胞を腹腔内投与することの安全性及び忍容性を検討する第Ⅰ
相臨床試験（GPC3-CAR試験）」に付随するGPC3-CAR再生
ILC/NK細胞移入による免疫系の変化を観察する探索的研究

2021/01/05～
2025/03/31

2020-388 (PDF) 吉田　幸弘 中央病院
胸膜播種を伴う原発性肺癌に対する外科切除の意義に関する
観察研究

2004/01/01～
2015/12/31

2020-387 髙丸　博之 中央病院
大腸内視鏡検査における病変拾上げ・鑑別AI開発及び性能向
上に向けたデータ取得 

2020/12/28～
2022/12/31

2020-386 (PDF) 小山　隆文 中央病院
遺伝子プロファイリング検査を目的としたセルフリーDNA/RNAお
よび循環腫瘍細胞の高精度分取法の研究 

2021/01/05～
2029/03/31

2020-385 横山　和利 東病院

Oリング型リニアックにおける海馬線量低減を 
考慮した全脳照射VMAT治療計画の評価 
 

2019/03/09～
2020/07/16

2020-383 原野　謙一 東病院
卵巣明細胞癌におけるGlypican-3 発現陽性頻度ならびに
Glypican-3発現と予後の相関を試みる後方視研究

2017/04/01～
2021/03/31
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2020-382 岩崎　基 がん対策研究所
大規模ゲノムコホート連携による疾患発症や中間表現型等にか
かわる遺伝的素因の解明と遺伝環境相互作用解析 

2020/11/19～
2024/03/31

2020-381 麻生　智彦 中央病院
PET検査用自動投与装置を用いた線量記録・管理 
および医療被ばくの線量評価に関する観察研究

2021/01/27～
2021/12/31

2020-380 (PDF) 里見　絵理子 中央病院
専門的緩和ケアサービスを利用するがん患者に対する、 
がん疼痛治療の実態に関する前向き多施設共同観察研究

2020/11/12～
2021/04/30

2020-379 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究33 腫瘍浸潤T細胞サブセットのシングルセル解析

2015/05/03～
2022/03/31

2020-375 (PDF) 田部　宏 東病院
産婦人科における内視鏡手術多施設データベース構築および
情報支援内視鏡外科手術システム構築

2009/04/01～
2023/09/30

2020-374 (PDF) 渡邉　俊一 中央病院
肺腺癌の多段階発がん過程における免疫環境と遺伝子異常の
解析研究 

2018/01/01～
2023/01/31

2020-373 (PDF) 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

進行膵がん患者の悪液質に関与する炎症関連分子の研究
2011/06/13～
2015/07/10

2020-372 山﨑　直也 中央病院
上皮系皮膚悪性腫瘍に対する抗 PD-1 抗体療法の医師主導に
よる多施設共同第II相臨床試験(NMSC-PD1) の附随研究

2020/11/19～
2021/06/30

2020-371 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
正常組織オルガノイドの樹立および薬物動態解析系の構築に関
する研究

2020/11/12～
2024/03/31

2020-370 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院 造影剤腎症を有する症例のゲノム解析
2021/03/23～
2023/02/14

2020-369 肱岡　範 中央病院
膵腫瘤性病変に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-
FNA）でのROSEとMOSEの診断能の多施設共同無作為化比較
試験

2020/11/18～
2022/07/31

2020-368 有馬　崇充 中央病院
小児悪性腫瘍患者における抗MRSA抗菌薬の目標トラフ値と初
期投与方法に関する検討

2014/04/01～
2020/03/31

2020-367 中島　寿久 中央病院
リツキシマブの先行品と後続品におけるinfusion reactionに関す
る観察研究

2014/01/01～
2020/08/31

2020-366 中島　寿久 中央病院
悪性リンパ腫患者における静脈血栓塞栓症発症リスク因子に関
する観察研究

2014/01/01～
2018/08/31

2020-365 (PDF) 矢野　友規 東病院

手術・ESD標本を用いた食道胃接合部癌・食道扁平上皮癌・胃
癌における腫瘍部とその背景粘膜における増殖因子受容体
(EGFR、HER2)及び、上皮間接着因子(EpCAM)の発現に関する
検討

2011/04/01～
2020/03/31

2020-363 荒井　保典 東病院

JIVROSG/J-SUPPORT 1903 
有痛性骨転移に対する緩和的動脈塞栓術の即時的有効性及び
安全性検証試験 

2020/12/08～
2024/12/31

2020-362 (PDF) 吉野　孝之 東病院
大腸癌の免疫状態及び遺伝子発現の解析と臨床的意義を解析
する研究

2015/07/13～
2024/03/31

2020-361 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌の低酸素環境についての内視鏡的及び病理学
的所見に関する研究

2010/09/01～
2020/08/31
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2020-360 矢野　友規 東病院
消化管内視鏡施行時の飛沫感染に関するリスク評価と吸引デイ
バスの有用性評価に関する観察研究

2020/12/08～
2021/10/31

2020-359 中村　能章 東病院
肝細胞癌患者の血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲノム統合解
析　COSMOS-HCC-01

2020/12/01～
2025/03/31

2020-358 (PDF) 吉野　孝之 東病院
日本における進行・再発消化器がん患者のRAS (KRAS／
NRAS)変異の有無および変異型毎の臨床的特性及び臨床アウ
トカム：第1期、第2期SCRUM-Japanの解析

2015/02/01～
2019/03/31

2020-357 (PDF) 池田　公史 東病院
肝癌患者における二次治療以降の薬物療法の有効性及び安全
性の検討

2017/06/01～
2020/06/30

2020-355 山口　雅之 東病院 ヒト胎児期の形態変化に関する定量的解析
2001/04/01～
2015/09/30

2020-354 齋藤　豊 中央病院
カプセル内視鏡内服不可能および内視鏡的挿入補助具に関す
る全国多施設共同調査

2004/12/28～
2020/08/31

2020-353 若尾　文彦
がん対策情報セ
ンター

外来化学療法室の質向上を支援するための 
セルフチェックプログラムの開発 

2020/11/12～
2021/12/31

2020-352 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

がん共通抗原を標的とした、がん予防ワクチンのデザイン 
及びTCR-T細胞療法の開発のための免疫組織化学的解析 

2000/01/01～
2024/08/31

2020-351 (PDF) 平田　真 中央病院
骨軟部腫瘍のゲノムコンソーシアム運営とマルチオミックス解析
研究

2020/12/08～
2024/03/31

2020-346 八岡　和歌子 中央病院
放射線療法に伴う味覚障害の唾液メタボローム解析による作用
機序解明と治療への応用

2020/12/01～
2022/09/30

2020-345 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

新薬開発に必要な非臨床モデル・薬理薬効評価系及び免疫制
御法の開発研究

2020/10/19～
2028/03/31

2020-344 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管病理マクロ画像を用いた、病変同定AI実用性の検討
1992/01/01～
2024/09/30

2020-343 (PDF) 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺扁平上皮癌における肺胞マクロファージと
予後の関連についての検討

2011/01/01～
2022/12/31

2020-342 小川　朝生 東病院 がん領域のサポートグループの活動に関する質的調査
2020/12/01～
2021/03/31

2020-340 稲葉　浩二 中央病院
前立腺癌に対する定位放射線治療の多施設共同遡及的観察研
究

2009/01/01～
2018/10/31

2020-339 川井　章 中央病院
GlobalSurg-CovidSurg Week: Determining the optimal timing for 
surgery following SARS-CoV-2 infection

2020/10/14～
2020/12/10

2020-338 平野　秀和 中央病院
WJOG13219G：BRAF V600E 変異型切除不能進行・再発大腸癌
に対するFOLFOXIRI+/-Bevacizumab 療法とDoublet 療法の有
効性および安全性に関する後方視的検討

2014/04/01～
2019/12/31

2020-330 小川　朝生 東病院
がん拠点病院における成人がんサバイバーの睡眠障害に関す
る評価と対応の実態調査

2020/11/02～
2021/01/31

2020-329 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 内視鏡外科手術におけるAI自動技術評価システムの構築
2009/04/01～
2021/12/31
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2020-328 稲葉　浩二 中央病院
ウェアラブル端末を用いた放射線治療中、治療後の患者データ
の集積に関する研究

2021/04/26～
2024/03/31

2020-327 (PDF) 山本　駿 中央病院
食道癌におけるcell free tumor DNAを用いた治療奏効、治療後
遺残腫瘍モニタリング法確立のための多施設共同観察研究 

2020/11/25～
2026/03/31

2020-326 池田　公史 東病院
NCCH-1808家族性膵癌家系または遺伝性腫瘍症候群に対する
早期膵癌発見を目指したサーベイランス方法の確立に関する試
験

2020/10/16～
2035/04/21

2020-325 杉本　元一 東病院
膵頭十二指腸切除における幽門輪の意義に関する後方視的観
察研究－日本肝胆膵外科学会プロジェクト研究－ 

2015/01/01～
2017/12/31

2020-324 後藤　悌 中央病院
切徐不能な進行・再発の非小細胞肺がん(NSCLC)または進展
型小細胞肺癌(ED-SCLC)患者に対するアテゾリズマブ併用療法
の多施設共同前向き観察研究

2020/12/01～
2022/02/19

2020-323 内藤　陽一 東病院
ブレオマイシン肺障害予測因子としてのMUC5Bプロモーター領
域遺伝子多型発現に関する観察研究

2013/01/01～
2020/03/30

2020-322 井垣　浩 中央病院
深層学習による画像誘導放射線治療中の3次元的腫瘍位置予
測に関する研究

2017/02/01～
2020/08/31

2020-321 (PDF) 曽根　美雪 中央病院
超高精細CTによる膵癌神経叢浸潤の診断能に関する多施設共
同観察研究

2017/01/01～
2019/12/31

2020-320 (PDF) 中村　匡希 東病院
早期肺癌に対する放射線治療後の治療効果予測バイオマー
カーとしてcell free DNAの有用性を評価する研究

2014/01/01～
2019/12/31

2020-316 吉田　達哉 中央病院 胸部悪性疾患におけるセカンドオピニオンの現状調査
2018/01/01～
2019/12/31

2020-315 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
内視鏡外科手術の手術動画データベースを用いた手術関連情
報に関する解析研究

2009/04/01～
2021/12/31

2020-314 寺田　参省 中央病院
Phase I-II of the update of the EORTC Quality of Life Gastric 
module QLQ-STO22

2020/10/27～
2021/12/03

2020-313 齋藤　豊 中央病院 新型大腸内視鏡システムを用いた大腸腫瘍病変の検出能評価
2020/08/01～
2021/01/31

2020-312 藤井　博史
先端医療開発セ
ンター(柏)

FDG-PET/CT検査における短時間収集画像データの画像再構
成法に関する多施設共同観察研究

2010/08/01～
2010/09/30

2020-311 渡邉　俊一 中央病院
JCOG1916：病理学的N2非小細胞肺癌に対する術後放射線治
療に関するランダム化比較第III相試験

2020/12/22～
2025/10/31

2020-310 古賀　宣勝
先端医療開発セ
ンター(柏)

抗がん剤開発のためのco-clinical trial研究
2020/11/10～
2023/03/31

2020-309 (PDF) 青木　一教 研究所
泌尿器悪性腫瘍の臨床検体を用いた、ジェネティックおよびエピ
ジェネティック解析研究

2020/10/27～
2025/03/31

2020-308 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院
NSAIDS・抗生剤・造影剤・アルコール消毒に対する薬剤アレル
ギー既往歴を有する症例のゲノム解析

2021/03/16～
2023/03/31

2020-307 (PDF) 藤田　武郎 東病院
食道癌取扱い規約改訂に関する 
多施設共同観察研究 

2000/01/01～
2019/12/31
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2020-306 (PDF) 高阪　真路 研究所
リンパ脈管筋腫症における肺癌発症リスクの検討 2021/01/04～

2024/03/31

2020-305 島津　太一 がん対策研究所
がん化学療法誘発性悪心・嘔吐に対する制吐薬適正使用の阻
害・促進要因の検討：インタビューガイドを用いた医療従事者に
対する半構造化インタビュー調査

2020/10/12～
2021/03/31

2020-304 細野　覚代 がん対策研究所
職域検診における自己採取子宮膣部細胞診実施状況に関する
調査研究

2020/10/20～
2021/07/31

2020-303 (PDF) 大幸　宏幸 中央病院
食道がん手術の周術期合併症、周術期死亡、予後の予測因子
に関する研究

2020/12/08～
2030/08/31

2020-301 内藤　陽一 東病院
A Study Exploring the Common Epidemiological and 
Clinicopathological Features of Breast Cancer and Other 
Tumours in Asian Countries

2000/01/01～
2015/12/31

2020-300 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

染色体不安定性による腫瘍性変化を調べる観察研究
2000/01/01～
2019/12/31

2020-299 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺腺癌における壊死と遺伝子変異の関係に
ついての検討 

1999/08/01～
2003/06/30

2020-298 (PDF) 麻生　智彦 中央病院
線量管理システムを利用した患者への最適な線量情報共有に
関する研究　－現行システムとの比較－

2019/10/01～
2021/03/31

2020-297 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
進行・再発又は難治性悪性腫瘍に対するCTX-712の第I相臨床
試験（CTX-712-CL-01）附随研究

2020/11/12～
2024/06/30

2020-296 川澄　賢司 東病院
アファチニブ治療患者における薬剤師による電話フォローアップ
と継続した薬学的介入の評価

2014/05/07～
2020/05/31

2020-294 (PDF) 吉見　昭秀 研究所 神経膠腫におけるスプライシング異常に関する観察研究
2020/10/20～
2023/12/31

2020-293 並川　健二郎 中央病院

皮膚血管肉腫に対するNivolumabの効果を予測する因子の検討
(「皮膚血管肉腫に対するONO-4538の第Ⅱ相多施設共同非盲
検非対照試験」の附随研究) 

2020/11/12～
2023/06/30

2020-292 (PDF) 坂下　信悟
先端医療開発セ
ンター(柏)

術前化学療法後、外科的切除された食道癌における残存腫瘍
面積（Area of Residual Tumor:ART）と予後との関係についての
検討

2015/01/01～
2017/12/31

2020-291 今林　達哉 中央病院
気管支鏡検体を用いた走査型卓上電子顕微鏡による新規細胞
検査に関する多施設共同観察研究 

2020/10/26～
2022/03/31

2020-290 (PDF) 吉田　幸弘 中央病院
原発性肺癌の術前採血所見に基づく予後予測に関する観察研
究

2009/01/01～
2014/12/31

2020-288 土屋　雅子 がん対策研究所
がん診断をうけた高校生の学習継続に関する多施設共同インタ
ビュー調査

2020/10/20～
2021/08/31

2020-287 (PDF) 大幸　宏幸 中央病院
食道腫瘍の臨床病理学的特性、治療の効果・安全性および長
期成績に関する単施設後ろ向き横断的観察研究 

1990/01/01～
2030/09/30

2020-286 平野　秀和 中央病院
WJOG13320GPS：未治療切除不能進行・再発胃がんに対するマ
イクロサテライト不安定性を評価する観察研究

2020/11/02～
2022/09/30
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2020-285 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

難治性固形腫瘍を標的にした新規抗体DDSの開発に関する研
究

2009/04/01～
2020/03/31

2020-284 伊藤　雅昭 東病院
大腸癌患者における細胞診標本の人工知能を用いた画像解析
に関する共同研究

2020/04/28～
2021/05/31

2020-283 中村　能章 東病院
固形がんを対象としたマイクロサテライト不安定性（MSI）評価に
おけるGuardant360とMSI検査キット（FALCO）との同等性試験　
GOZILA 付随研究01

2018/11/01～
2020/02/29

2020-282 (PDF) 廣瀧　康太 東病院
陽子線治療における2次元Ⅹ線画像を用いたリアルタイムアダ
プティブシステムの開発

2017/01/01～
2020/10/01

2020-281 吉田　幸弘 中央病院
第7次全国肺癌登録調査データを用いたネットワーク理論・グラ
フ理論を用いたリンパ流路の可視化に関する観察研究

2010/01/01～
2010/12/31

2020-280 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

外科的切除された肝胆膵領域がんにおける 
壊死と悪性度の関係についての検討

2011/01/01～
2017/12/31

2020-279 (PDF) 石井　源一郎 東病院
肺腺癌手術検体を用いた血管浸潤の臨床病理学的意義に関す
る検討

2007/01/01～
2015/12/31

2020-278 齋藤　義正 中央病院
小児固形がん患者を対象としたペグフィルグラスチム投与に関
する後方視的研究

2015/01/01～
2018/12/31

2020-277 (PDF) 柏原　大朗 中央病院
ヒト腫瘍組織におけるLAT1発現とFBPA PETによるホウ素集積
量の関連に関する研究

2012/03/21～
2018/01/26

2020-276 田辺　記子 中央病院
遺伝性乳癌・卵巣癌症候群における出生前・着床前診断に関す
る意識調査 

2020/10/03～
2019/12/31

2020-275 (PDF) 高本　健史 中央病院
転移性肝腫瘍に対する肝切除に関する多施設共同後向き観察
研究

2007/01/01～
2019/12/31

2020-274 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

悪性腫瘍のゲノム・エピゲノム解析による病態解明(順天堂大学)
2020/10/19～
2023/12/31

2020-273 谷田部　恭 中央病院
原発性肺腺癌の画像所見における充実部周囲すりガラス陰影と
病理所見における浸潤部周囲肺胞置換性増殖部の相関、およ
び予後予測に関する観察研究

2013/01/01～
2015/12/31

2020-272 良知　寿哉 東病院
Oリング型LINACとCアーム型LINAC間の放射線治療計画の整
合性に関する研究

2020/06/01～
2022/03/31

2020-271 伊豆津　宏二 中央病院
造血器腫瘍患者の臨床検体を用いた造血器腫瘍遺伝子パネル
検査システムの有用性評価 

2020/09/25～
2021/09/24

2020-269 伊藤　雅昭 東病院
術中リアルタイム情報支援システムが表示する解剖情報の正診
率を組織学的に検証する単施設前向き観察研究 

2020/10/20～
2024/03/31

2020-268 大賀　繭美 中央病院
胃切除後残胃患者に対する上部消化管内視鏡検査時の食物残
渣に関する診療録調査　‐専門の説明用紙の使用状況とその食
事残渣への影響について‐

2017/04/01～
2018/03/31

2020-267 (PDF) 湯田　淳一朗 東病院 造血細胞移植および細胞治療の全国調査
2020/10/30～
2029/05/15
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2020-266 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

マイクロRNAシークエンスを技術基盤とした消化器がんリキッド
診断の基盤研究

2011/05/13～
2021/12/31

2020-265 上野　順也 東病院
JORTC-RHB02 
緩和ケア病棟入院中のがん患者に対する専門的リハビリテー
ションの有効性検証のための多施設共同ランダム化比較試験

2020/10/27～
2023/01/07

2020-262 望月　伸夫 東病院
免疫チェックポイント阻害薬による肝障害に対するミコフェノール
酸モフェチル使用時の薬物動態を確認する観察研究

2020/09/25～
2023/12/31

2020-261 高本　健史 中央病院
高侵襲肝胆膵手術後の低栄養状態遷延へ味覚変化と不安・抑
うつが与える影響に関する前向き観察研究

2020/09/18～
2021/12/31

2020-260 (PDF) 緒方　大 中央病院
皮膚悪性腫瘍の受診動機と病期・予後に関する多施設共同観
察研究

2019/04/01～
2023/03/31

2020-259 (PDF) 末永　亘 東病院
麻薬自己抜去患者の後方視的調査によるリスク因子の検討 2010/10/01～

2020/09/30

2020-258 木下　敬弘 東病院
食道癌・胃癌（接合部癌を含む）における臨床的食道浸潤に対
する病理学的浸潤との比較

2010/01/01～
2016/12/31

2020-255 髙島　淳生 中央病院
Ukit検査における血管新生関連因子の血中安定性を検討する
前向き観察研究

2020/09/25～
2022/08/31

2020-254 (PDF) 関根　圭輔 研究所 組織１細胞解析によるSpatial Pathogenomicsの基盤構築
2008/04/01～
2027/03/31

2020-253 加藤　友康 中央病院

JGOG2043-A2 
術後化学療法を受けた子宮体癌における新たな予後因子の検
討 

2008/01/01～
2009/12/31

2020-252 関口　正宇 中央病院
大腸癌の発見経緯と臨床病理学的特徴に関する多施設共同前
向き調査研究 

2020/09/07～
2022/12/31

2020-251 (PDF) 中村　能章 東病院
がん遺伝子パネル検査実施症例を対象としたQA Commonsとエ
キスパートパネルの一致率を評価する研究

2019/06/01～
2022/03/31

2020-250 向原　徹 東病院
転移を有する乳癌および前立腺患者を対象とした血中循環腫瘍
細胞（CTC）による腫瘍組織の分子発現の再現性に関する研究

2022/10/01～
2023/12/28

2020-249 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

進行胃癌の組織内不均一性によるトリフルリジン・チピラシル塩
酸塩耐性克服のための新しい組織中薬物動態・薬力学評価シ
ステムの開発がん患者における生体分子の発現と投与薬物の
代謝・生体応答に関する研究　付随研究05 

2020/09/17～
2022/12/31

2020-248 坪井　正博 東病院
再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌に対する術前
Nivolumab療法の安全性・有効性探索試験

2020/10/12～
2022/09/30

2020-247 (PDF) 向井　まさみ 中央病院
診療情報二次利用時のプライバシーリスク評価を装備した匿名
化アルゴリズムの開発

2014/01/01～
2022/12/31

2020-246 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
大腸内視鏡検査のアウトカムに影響を与える因子の検討：多施
設共同観察研究

2010/04/01～
2020/03/31
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2020-244 村野　竜朗 東病院
ADVENTURE trial: 画像強調内視鏡を用いた小型大腸ポリープ
の異型度予測診断についての多施設共同前向き観察研究

2020/10/03～
2023/03/31

2020-243 南　陽介 東病院
慢性骨髄性白血病患者に対するチロシンキナーゼ阻害薬中止
後の無治療寛解維持を検討する日本国内多施設共同観察研究

2020/10/13～
2029/09/30

2020-242 (PDF) 石井　源一郎 東病院 悪性腫瘍のomics研究
2007/01/01～
2020/07/01

2020-241 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

多重免疫染色評価システムを用いた腎細胞癌のバイオマーカー
探索

2017/02/01～
2020/05/11

2020-240 伊藤　雅昭 東病院
内視鏡外科手術における術中リアルタイム情報支援システム実
臨床導入の妥当性を評価する単施設前向き観察研究 

2020/09/10～
2024/03/31

2020-239 石井　源一郎 東病院
早期肺腺癌における肺胞マクロファージと予後の関連について
の検討

2011/01/01～
2015/12/31

2020-238 (PDF) 小室　亜由美 東病院
支持療法のステロイドによる感染発症リスクとステロイドの積算
量の調査

2013/04/01～
2018/12/31

2020-237 山本　昇 中央病院
肺腫瘍、胸腺腫瘍患者の臨床検体（組織や血液など）を用いた
ゲノムプロファイリングに関する研究

1991/01/01～
2023/03/31

2020-236 松浦　一登 東病院
Stage I/II 舌癌における潜在的頸部リンパ節転移のハイリスク病
理組織学的因子に関する研究 

2012/01/01～
2020/03/31

2020-235 山田　真善 中央病院
SUPER DICE for GC study: AIを活用した胃癌の内視鏡画像特
微量に基づく深達度診断支援システムの開発と性能評価に関す
る多施設共同観察研究

2013/04/01～
2020/03/31

2020-232 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

胃粘膜下腫瘍のEUS静止画像の円形率と診断の関連性および
病理学的検討に関する多施設共同遡及的観察研究

2010/04/01～
2019/08/31

2020-231 川澄　賢司 東病院
非小細胞肺癌におけるペムブロリズマブの皮膚障害に対する併
用化学療法の影響の検討 

2017/01/01～
2019/12/31

2020-230 (PDF) 三浦　智史 東病院
緩和ケア病棟の入院患者を対象としたシート型体振動計（眠り
SCAN）の高頻度測定データの臨床応用に関する研究 
付帯研究6：せん妄の発生の予測が可能かを探索する研究

2018/11/30～
2022/12/31

2020-229 長谷川　寛 東病院
腹腔鏡下S状結腸切除術シミュレータ“Sigmaster”に関する多施
設共同研究

2020/09/25～
2022/03/31

2020-228 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

がんの硬さとSolid stressの臨床的有用性に関する検討
2018/06/01～
2025/06/01

2020-227
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「切除不能局所進行または進行期非小細胞肺癌に対する抗
PD-L1抗体投与後の抗PD-1抗体逐次療法の第II相試験
(NCCH1906)」における付随研究1 

2020/09/07～
2023/03/31

2020-226 (PDF) 石井　源一郎 東病院 節外浸潤に注目した、転移リンパ節における微小環境の検討
1992/01/01～
2020/05/31

2020-225 矢野　友規 東病院 尿中代謝物を用いた診断マーカーの探索
2020/10/03～
2025/02/28
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2020-224 吉川　貴己 中央病院
腹腔鏡下胃切除術における術後合併症リスクとなる手術操作の
同定

2008/01/01～
2020/04/30

2020-223 (PDF) 河野　隆志 研究所
固形がんに対する免疫チェックポイント阻害（ICI）治療における
治療効果・有害事象関連因子の特定および予測モデル構築の
ための多機関共同研究

2011/05/13～
2023/12/31

2020-222 坪井　正博 東病院
再発高リスク臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌を対象とした術前
Nivolumab施行例に関する観察研究

2020/09/14～
2027/12/31

2020-221 小川　朝生 東病院
入院準備外来における入院時支援面接の評価に関する検討 2020/09/02～

2023/03/31

2020-220 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
がん診療連携拠点病院等の実態把握とがん医療提供体制にお
ける均てん化と集約化のバランスに関する研究

2011/01/01～
2024/03/31

2020-219 出町　健 東病院
切除不能な進行・再発胃癌に対するTrifluridine/Tipiracil
（FTD/TPI）単剤療法の実臨床での治療効果と安全性

2019/09/01～
2020/12/31

2020-218 川﨑　敏克 東病院
呼吸器悪性腫瘍患者の吃逆に対するクロルプロマジンの治療
効果および効果寄与因子に関する研究 

2013/05/01～
2021/02/28

2020-215 (PDF) 谷田部　恭 中央病院
マルチプレックス遺伝子解析によるコンパニオン診断薬の検証
研究

2002/01/01～
2023/03/31

2020-214 (PDF) 上野　尚雄 中央病院
がんの診断 と治療の効果・安全性等と口腔機能管理に関する
研究

1962/05/23～
2030/07/30

2020-213 古川　哲也 中央病院
経口抗がん薬を用いた化学療法における外来での服薬管理指
導システムを用いた薬薬連携の有用性評価のための研究 

2021/01/25～
2023/03/31

2020-212 奥山　絢子 がん対策研究所
院内がん登録を用いたがん統計情報の公開と参加施設への
データ還元に関する予備的研究

2020/08/19～
2020/11/30

2020-211 奥坂　拓志 中央病院

NCCH2004：膵癌術前化学療法時の遠位胆管狭窄に対する 
内視鏡的経乳頭的胆管ドレナージにおける 
6mm径Fully covered self-expandable metal stentの多施設共同
第Ⅱ相試験

2020/10/01～
2022/06/30

2020-210 (PDF) 小西　哲仁 東病院
癌治療における口腔有害事象の臨床病理学的な特性と治療の
効果・安全性等に関する研究

1992/07/01～
2031/03/31

2020-209 (PDF) 池田　公史 東病院

肝胆膵領域がんならびに神経内分泌腫瘍の 
臨床病理学的な特性と 
治療の効果・安全性等に関する研究 

1992/07/01～
2030/12/31

2020-208 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

肉腫様ないし未分化像を有するがんにおける臨床病理学的因
子・腫瘍免疫微小環境・遺伝子発現プロファイルの特徴解明を
目的とした後方視的・臓器横断的研究

1997/01/01～
2021/12/31

2020-201 堀之内　秀仁 中央病院
デュルバルマブによる維持療法を受けるⅢ期非小細胞肺癌患
者における免疫反応のバイオマーカー研究

2020/01/01～
2021/12/31

2020-200 秋元　哲夫 東病院
前立腺癌に対する陽子線治療に伴うQOL変化の評価に関する
前向き多施設共同観察研究

2020/09/11～
2021/12/31
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2020-199 小谷　大輔 東病院
切除不能進行・再発大腸癌の予後に関する多施設後方視的研
究

2005/01/01～
2016/09/30

2020-197 藤森　麻衣子 がん対策研究所

高齢進行・再発胃がん・大腸がん・食道がん患者に対する協働
意思決定支援プログラム開発に向けたランダム化比較第Ⅱ相
試験 

2020/08/27～
2021/10/31

2020-196 伊豆津　宏二 中央病院
ODK-1901-VEP-ACC/EQU-001：造血器腫瘍遺伝子パネル検
査（ODK-1901）の真度試験・同等性確認試験

2020/12/22～
2021/12/31

2020-195 石井　太祐 がん対策研究所
維持透析療法を要する患者に対する術後補助化学療法実施に
関する調査

2011/10/01～
2017/12/31

2020-194 岡野　渉 東病院
高齢者頭頸部がん患者に対する高齢者機能評価 
による手術治療退院時期予測能の検討 

2019/08/01～
2020/03/31

2020-193 (PDF) 中田　千博 東病院
免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象（irAE）に対
するステロイド治療期間に関する実態調査 

2018/04/01～
2021/03/31

2020-191 太田　博之 東病院
患者の取り間違えを防止するキヤノン顔認証システム（仮称）に
ついての研究

2020/09/18～
2024/03/31

2020-190 有川　真生 中央病院
乳房再建用組織拡張器および人工乳房の被膜に関する研究 2020/08/27～

2021/09/01

2020-189 (PDF) 橋本　裕輔 東病院
肝胆膵領域のメディカルイメージングを対象とした人工知能を用
いた新規診断・治療アルゴリズムの開発に関する研究

2011/01/01～
2019/12/31

2020-188 吉本　世一 中央病院 頭頸部癌周術期の症状に関する研究
2020/08/03～
2020/12/31

2020-187 坪井　正博 東病院
非小細胞肺癌における空間トランスクリプトーム解析に関する多
施設共同研究

2020/09/02～
2024/03/31

2020-186 松本　禎久 東病院
進行がん患者の痛みや呼吸困難に対する頓服薬の使用の予測
モデル作成を目的とした前向き観察研究

2020/07/30～
2023/03/31

2020-183 (PDF) 浜本　隆二 研究所 標準12誘導心電図を用いた心房伝導障害評価の研究
2012/01/01～
2017/03/31

2020-182 (PDF) 金光　幸秀 中央病院
(JCOG2003A) 切除可能大腸癌の腫瘍占居部位が予後に与え
る影響を探索する 
統合解析

2003/02/17～
2015/11/13

2020-181 後藤　悌 中央病院

ATORG-005: Characteristics, Treatments, and Outcomes 
among Treated Patients with KRAS mutant Advanced Non-
small Cell Lung Cancer in Asia – The Asian Thoracic Oncology 
Research Group（アジア胸部腫瘍研究グループ005：アジアでの
KRAS陽性進行非小細胞肺癌患者における患者背景、治療パ
ターン、治療アウトカムに関する多施設共同観察研究）

2014/01/01～
2018/12/31

2020-178 (PDF) 成田　善孝 中央病院
脳・脊髄腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に
関する研究 

1962/05/23～
2030/07/31

2020-175 吉田　朗彦 中央病院
融合遺伝子を有する腹膜中皮腫および類似腫瘍の臨床病理学
的解析

1997/01/01～
2022/03/31
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2020-174 加藤　健 中央病院
消化器がん化学療法における血液中アポトーシスマーカーの変
化と治療アウトカムの関連を検討する研究

2020/08/27～
2021/05/31

2020-173 先山　奈緒美 中央病院
抗がん薬の臨床薬理学的アプローチによる投与 量設定 のため
のツール 開発（PK PD モデルを 編集可能 とする TDM ソフトウ
エアの開発） 二施設共同観察研究

2008/03/19～
2015/03/31

2020-172 八巻　知香子 がん対策研究所
障害者の医療機関利用にあたっての課題と好事例の収集に関
する調査研究

2020/08/04～
2023/03/31

2020-171 (PDF) 久保木　恭利 東病院
標準治療に不応・不耐の進行がんの臨床病理学的な特性と治
療の効果・安全性等に関する研究

2016/04/01～
2022/03/31

2020-170 山本　昇 中央病院
国立がん研究センター職員における新型コロナウイルス感染症
の影響に関する観察研究

2020/08/27～
2021/03/31

2020-169 池田　公史 東病院
膵癌患者における血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲノム統合
解析 COSMOS-PC-01

2020/08/27～
2023/09/30

2020-164 浜本　隆二 研究所

DESIGN AI-02 pilot試験：大腸前がん病変および早期大腸癌発
見に対する人工知能技術を活用したリアルタイム内視鏡診断サ
ポートシステムの有効性に関する多施設共同実現可能性検証
試験

2020/09/07～
2020/11/30

2020-163 阿部　清一郎 中央病院
消化管分野向け新規画像処理手法を用いた早期胃癌の視認性
に関する検討

2019/07/01～
2019/10/31

2020-162 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 がん登録の円滑な運用のための予後情報の検証研究
2016/01/01～
2016/12/31

2020-161 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
腹腔鏡下大腸切除術の手術動画データベースを用いた術中画
像情報に関する解析研究

2009/04/01～
2019/03/31

2020-160 (PDF) 山本　雄介 研究所
子宮肉腫に対する新規血液中バイオマーカーおよび治療ター
ゲットの検索

2011/05/13～
2022/03/31

2020-159 杉本　元一 東病院

Invasive intraductal papillary mucinous carcinoma (IPMC)に対す
る術後補助療法の有用性に関する後ろ向き観察研究（日本膵臓
学会プロジェクト） 
 

1996/01/01～
2018/12/31

2020-158 (PDF) 石井　源一郎 東病院
デジタル病理画像を用いた、遺伝子変異予測・悪性度予測・薬
剤感性予測に関する研究

2002/01/01～
2020/06/01

2020-157 渡邉　俊一 中央病院
JCOG1906：胸部薄切CT所見に基づく早期肺癌に対する経過観
察の単群検証的試験

2020/07/13～
2025/05/31

2020-156 伊藤　雅昭 東病院
T3低位直腸癌に対する異なった治療戦略：化学放射線療法＋
TME vs TME＋側方郭清-日仏比較研究

2010/01/01～
2016/12/31

2020-153 向原　徹 東病院
再発・転移を有する乳癌および去勢抵抗性前立腺癌における
CTCモニタリングによる診断技術開発の探索的観察研究

2022/10/10～
2024/03/29

2020-150 秋元　哲夫 東病院
JROSG 18-2；進行頭頸部扁平上皮癌に対する緩和的寡分割放
射線治療（QUAD Shot）の有効性を調べる多施設前向き観察研
究

2020/09/25～
2021/04/27

2020-149 島津　太一 がん対策研究所
がん診療における高齢者機能評価実装の阻害・促進要因同定
のためのインタビュー調査 

2020/07/20～
2021/03/31
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2020-148 阿部　清一郎 中央病院
表在性非乳頭部十二指腸腫瘍（SNADET）に対する超拡大内視
鏡観察の有用性に関する検討 

2020/12/02～
2024/03/31

2020-147 石井　源一郎 東病院 非小細胞肺癌のリンパ節転移巣の病理学的特徴に関する検討
2006/01/01～
2023/01/31

2020-146 橋本　裕輔 東病院
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検（ EUS-FNA ）後
の穿刺経路腫瘍 
細胞播種（ Needle tract seeding ）の 二次調査

2010/04/01～
2018/03/31

2020-145 里見　絵理子 中央病院
進行がん患者の過活動せん妄に対する向精神薬の体系的治療
に関する多施設共同観察研究

2020/09/07～
2023/03/31

2020-144 (PDF) 福田　治彦 中央病院
JCOG1903A：JCOG術後合併症規準の有用性についての統合
解析研究

2010/03/15～
2023/03/31

2020-137 島津　太一 がん対策研究所

職域における喫煙対策を促進させる介入手法の開発：事業所
チェックリストを用いた喫煙対策支援介入プログラムの単群実施
可能性試験 

2020/07/27～
2021/03/31

2020-136 (PDF) 後藤　功一 東病院
胸部腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関
する研究 

1992/07/01～
2030/06/30

2020-135 大熊　裕介 中央病院
全身状態不良の進行非小細胞肺癌に対する初回治療としての
オシメルチニブ療法の治療効果と安全性に関する検討

2018/08/01～
2020/07/31

2020-134 山﨑　直也 中央病院
CR患者における抗PD-1抗体治療中止後の効果持続について
の後方視的研究

2014/09/01～
2019/07/31

2020-133 石川　光也 中央病院
Comparing Neoadjuvant Chemotherapy and Surgery to Primary 
Chemoradiation for Patients with Stages IB3-IIA2 
Neuroendocrine Carcinoma of the Cervix

1989/01/01～
2008/12/31

2020-132 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究32 
免疫療法における腫瘍浸潤制御性T細胞サブセットの機能解析

2015/05/03～
2023/03/31

2020-131 (PDF) 成田　善孝 中央病院

JCOG0911A2 
「初発膠芽腫に対するインターフェロン-β+テモゾロミド併用化
学放射線療法の 
ランダム化第II 相試験（JCOG0911）」の附随研究 
化学放射線療法を施行した膠芽腫のMRI による治療効果判定
ならびに 
MRI による予後予測に関する研究 
Radiomics for response evaluation and prognositcation of newly 
diagnosed 
glioblastoma treated with chemoradiothrapy in a clinical trial

2010/04/09～
2014/01/29

2020-130 石木　寬人 中央病院
頭頸部がん患者を対象としたインターネット上のQOL調査の回
答割合を調べる多施設共同研究 

2020/12/08～
2021/12/31

2020-129 中山　富雄 がん対策研究所
子宮頸がん検診未受診者に対する自己採取HPV検査の行動変
容効果についての研究～職域検診における社会実装研究

2020/08/01～
2021/03/31
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2020-128 中島　寿久 中央病院 ナルデメジン投与患者の下痢発現に関する観察研究
2017/06/01～
2019/06/30

2020-127 池田　公史 東病院 切除不能肝細胞癌に対する薬物療法に関する前向き観察研究
2020/07/09～
2023/10/31

2020-126 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

ハイパースペクトルイメージングによる便潜血診断に関する研究
開発

2020/07/29～
2023/06/30

2020-125 松下　弘道 中央病院
乳び検体が引き起こす血液検査結果への影響に関する基礎的
研究

2020/07/03～
2021/03/31

2020-124 (PDF) 首藤　昭彦 中央病院
男性乳癌の遺伝子プロファイリングおよび免疫組織化学マー
カーの探索に関する研究

2009/01/01～
2019/12/31

2020-123 上原　智子 中央病院
大腸がん患者のオキサリプラチン投与による過敏症反応出現時 
および、投与継続の実態調査

2017/04/01～
2021/03/31

2020-122 首藤　昭彦 中央病院 メタボローム解析を用いた乳癌化学療法の効果予測法の確立
2020/09/07～
2023/12/31

2020-121 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
2017-2019年診断例の院内がん登録情報の精度検討：全国が
ん登録情報との比較研究

2017/01/01～
2019/12/31

2020-120 松浦　一登 東病院 下咽頭癌に対する下咽頭・喉頭全摘術の全国調査
2012/01/01～
2015/12/31

2020-119 石井　源一郎 東病院
外科的切除された肺腺癌におけるTertiary Lymphoid Structure
と臨床病理学的特徴に関する探索的研究

2011/01/01～
2015/12/31

2020-118 田原　信 東病院
頭頸部がんの診断・再発・治療効果と関連するバイオマーカー
解析

2020/09/10～
2025/12/31

2020-116 田中　緑 中央病院
末梢肺病変に対する経気管支肺生検における新型クライオプ
ローブの有用性に関する観察研究

2020/07/01～
2021/01/31

2020-113 (PDF) 池田　千秋 中央病院
搬送接続型血液自動分析システムによる体液・血液分析評価に
関する研究

2020/08/14～
2024/03/31

2020-112 (PDF) 稲垣　明 東病院

人工知能（AI）を応用した検像システムに関する研究 
～AI構築の為の胸部Ｘ線画像収集及びAI Deep learning(AI-
Chest)～ 
 

2003/04/01～
2020/04/30

2020-111 (PDF) 加藤　友康 中央病院
婦人科希少腫瘍の臨床画像と病理相関の解明を目指す単施設
観察研究

2020/07/03～
2025/03/31

2020-110 後藤　功一 東病院
日本人肺癌におけるACE2とTMPRSS2の遺伝子多型に関する
研究

2016/12/01～
2018/12/31

2020-102 後藤田　直人 東病院

膵頭部癌門脈合併切除例における血管切除範囲・再建法と 
その治療成績の検討 
－日韓多施設共同研究－ 

2013/01/01～
2016/12/31

2020-101 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
血中アクリルアミドと乳がんとの関連を明らかにするための多目
的コホートにおけるコホート内症例・対照研究 

1995/01/01～
1999/12/31
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2020-100 池田　公史 東病院
切除不能肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法（TACE）とソラ
フェニブの併用療法第II相臨床試験の予後追跡調査 

2019/04/01～
2022/12/31

2020-098
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
がん診療均てん化のためのがんの診断日から初回治療導入日
までの期間に関する研究 

2015/10/01～
2019/03/31

2020-097 齋藤　豊 中央病院

大腸腫瘍性病変に対するデュアルフォーカス併用NBI拡大観察
を 
用いたJNET分類の有用性の検証 -多施設後方視的検討- 

2017/04/01～
2019/03/31

2020-096 麻生　智彦 中央病院
アルコールベース銀系抗菌製剤によるＸ線診療室における抗菌
効果の検証研究

2020/07/03～
2021/05/31

2020-095 山本　昇 中央病院
包括的ゲノムプロファイル検査例におけるリキッドバイオプシー
の有用性に関する前向き観察研究(NCCH 1908 附随研究) 

2020/08/19～
2023/03/31

2020-094 山本　昇 中央病院
がん患者における新型コロナウイルス感染症の影響に関する前
向き観察研究

2020/06/29～
2021/03/31

2020-093 (PDF) 三浦　智史 東病院
緩和ケアを受ける進行がん患者の臨床的特徴や症状および療
養場所等に関する研究

1992/07/01～
2030/05/20

2020-092 松田　智大 がん対策研究所
新型コロナウイルス感染拡大時の医療従事者の 
ストレス、回復力、倫理的悩みに関する調査研究計画書

2020/07/03～
2020/10/30

2020-083 伊藤　雅昭 東病院
経肛門的直腸巾着縫合のトレーニングの最適化に向けた技能
評価ツールの開発研究

2017/04/01～
2020/03/31

2020-082 (PDF) 石井　源一郎 東病院
膵がんおよび非腫瘍組織における分泌ムチン
Mucin5AC(MUC5AC)発現に関する検討

2002/01/01～
2020/12/31

2020-081 竹野　美沙樹 東病院
ゲムシタビンとアルブミン懸濁型パクリタキセル併用療法投与患
者における予防的制吐薬別の実態調査

2017/03/01～
2021/03/31

2020-080 大塚　亮 中央病院

(JASSCC-CINV 2001)トリフルリジン・チピラシル塩酸塩(TAS-
102)内服大腸癌患者における化学療法に伴う悪心・嘔吐に関す
る多施設共同前向き観察研究 

2020/08/19～
2024/12/31

2020-079 伊藤　雅昭 東病院
がん研究と新規診断法および治療法の開発に向けたマルチオ
ミックスデータに関する国際多施設共同前向き観察研究

2020/08/20～
2023/08/31

2020-078 (PDF) 山本　雄介 研究所 前立腺癌骨転移フェノタイプを決定する因子の解明
2011/05/13～
2022/03/31

2020-077 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 腫瘍組織の分子イメージング研究
2020/07/13～
2024/03/31

2020-076 松浦　一登 東病院 頭頸部癌周術期の症状に関する研究
2020/07/03～
2020/12/31

2020-074 菅原　俊祐 中央病院
腹膜病変に対する経皮的針生検の診断能と安全性についての
後ろ向き検討(再開)

2010/04/01～
2020/03/31

2020-073 藤原　尚志 東病院
食道癌手術における胃管再建に逆流防止機能を付加した効果
を 
検証するための観察研究

2018/01/01～
2019/12/31

74 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2020-093.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2020-082.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2020-078.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2020-077.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2020-072 (PDF) 松浦　一登 東病院
頭頸部腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に
関する研究

1992/07/01～
2030/03/31

2020-071 藤森　麻衣子 がん対策研究所
AYA世代がん患者の精神心理的支援プログラムの実施可能性
と予備的有用性の検討に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2020/01/16～
2021/03/31

2020-070 天野　晃滋 中央病院
「進行がん患者と家族の食に関する苦悩」の評価尺度の信頼性
と妥当性の検討に関する多施設共同研究

2020/07/27～
2023/03/31

2020-067 (PDF) 小山　隆文 中央病院
がん遺伝子パネル検査の実用状況および臨床的有用性の観察
研究

2019/06/01～
2024/05/31

2020-066 (PDF) 坪井　正博 東病院
IA3-IIA期肺腺癌切除例におけるEGFR遺伝子変異と予後との関
係

2003/01/01～
2014/12/31

2020-065
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

HER2陽性乳癌患者における腫瘍免疫の解明と臨床的意義に関
する研究

2020/06/26～
2022/03/31

2020-064
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの 
有効性・安全性を検討し、有用なバイオマーカーの探索を目指し
た第II相医師主導臨床試験における付随研究 

2017/11/01～
2019/10/31

2020-063 山﨑　直也 中央病院
免疫チェックポイント阻害剤で発症する自己免疫性水疱症の遺
伝子解析研究

2020/06/26～
2027/07/30

2020-062 (PDF) 本間　義崇 中央病院

頭頸部扁平上皮癌に対するニボルマブ 
治療不応・不耐後の臨床経過に関する 
後方視的多施設共同研究 

2017/03/01～
2019/12/31

2020-061 渡邊　一雄 東病院
S-1 術後補助療法中または終了後 6 ヵ月以内の再発膵癌に対
するFOLFIRINOX 療法 または gemcitabine+nab-paclitaxel 療 
法の多施設共同後ろ向き観察研究

2013/12/20～
2018/12/31

2020-060 (PDF) 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療の確立を
目指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施設
共同前向き観察研究（LC-SCRUM-TRY)

2013/01/29～
2030/09/30

2020-058 加藤　友康 中央病院

GOTIC-018 局所進行子宮頸癌を対象とした化学放射線療法と
ONO-4538の併用療法の多施設共同、非盲検、非対照、第Ⅰ相
試験 
附随研究

2019/03/01～
2021/09/30

2020-057 (PDF) 吉田　幸弘 中央病院
ネットワーク理論・グラフ理論を用いたリンパ流路の可視化に関
する観察研究

2010/01/01～
2019/12/31

2020-056 門田　智裕 東病院
cT1N0M0食道扁平上皮癌の化学放射線療法後局所遺残・再発
例に対する救済内視鏡切除例の臨床病理学的な予後不良因子
に関する研究

1999/01/01～
2019/12/31

2020-055 栁下　薫寛 研究所 抗IL-5抗体治療における抗IL-5抗体製剤の血中濃度推移
2016/05/20～
2019/03/31

2020-052 加藤　友康 中央病院
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
（再開）

2002/01/01～
2012/12/31

2020-049 竹内　恵美 がん対策研究所
Risk Perception and Treatment Adherence in Cancer Patients 
during COVID-19 Pandemic: A Multi-national Study

2020/05/01～
2020/10/31
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2020-048 池田　公史 東病院
JCOG1917A: 進行胆道癌に対する化学療法における 
ノモグラムを用いた予後予測モデルの開発に関する研究 

2009/02/04～
2016/03/04

2020-047 野中　哲 中央病院
呼気中アセトアルデヒド/エタノール濃度比と 頭頸部・食道がん
発症リスクの関連性に関する研究

2020/06/29～
2023/12/31

2020-046 (PDF) 古賀　宣勝
先端医療開発セ
ンター(柏)

灌流系ヒトがんオルガノイド作製に関する多施設共同研究
2013/05/10～
2017/05/09

2020-045 成田　善孝 中央病院 再発膠芽腫患者の予後を検討するレトロスペクティブ調査
2015/12/01～
2018/12/31

2020-044
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

同種造血幹細胞移植の治療効果や合併症等に関する基礎的研
究

2020/07/20～
2022/03/31

2020-043 金光　幸秀 中央病院
進行直腸癌に対するロボット支援下直腸切除術の 腫瘍学的妥
当性に関する多施設共同，前向き registry 研究

2020/06/26～
2022/05/31

2020-042 岩田　慎太郎 中央病院
本邦における四肢／体幹部脱分化脂肪肉腫の治療成績 
(Japanese Musculoskeletal Oncology Group共同研究)

1991/04/01～
2017/12/31

2020-041 (PDF) 松井　喜之 中央病院
JCOG0401「早期前立腺癌根治術後の PSA 再発に対する放射
線照射と内分泌治療に関する ランダム化比較試験」附随研究

2004/05/17～
2011/05/20

2020-040 後藤田　直人 東病院
膵癌切除後予後予測ノモグラムに対する外部検証研究 
〜国際多施設共同後ろ向き観察研究〜 

2010/01/01～
2018/12/31

2020-039 肱岡　範 中央病院
膵神経内分泌腫瘍に対する外科的切除症例に関する後ろ向き
研究

1996/01/01～
2019/12/31

2020-038 渡邉　俊一 中央病院
JCOG1909：肺葉切除高リスク臨床病期ⅠA期非小細胞肺癌に
対する区域切除と楔状切除のランダム化比 
較試験

2020/05/15～
2025/02/21

2020-037 坪井　正博 東病院

デジタルドレナージシステムを用いた遷延性肺瘻を予測するた
めの観察研究 
-Observational STudy for prediction Of Prolonged AIR leak 
after major lung resection using digital drainage system (STOP 
AIR study)-

2020/06/29～
2024/03/27

2020-032 阿部　清一郎 中央病院
80歳以上の食道表在癌・早期胃癌患者における 
総合的機能評価と予後に関する研究

2020/06/29～
2024/12/31

2020-031 (PDF) 山本　昇 中央病院 COVID-19 に関するレジストリ研究
2020/01/01～
2022/03/31

2020-029 緒方　大 中央病院
悪性黒色腫におけるAldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) 遺伝
子多型の発症と予後そして治療効果に関する影響の検討

2020/07/09～
2022/03/31

2020-028 曽根　美雪 中央病院
Angio-CT を用いた内臓神経ブロックの有効性と安全性に関す
る後ろ向き研究

2010/01/01～
2017/07/31

2020-027 阿部　清一郎 中央病院 上部消化管内視鏡における感染暴露予防マスクの研究
2020/05/07～
2020/08/31

2020-026 濱田　哲暢 研究所 SARS-CoV-2抗体解析研究
2002/01/01～
2022/03/31
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2020-025 (PDF) 谷田部　恭 中央病院
血中循環腫瘍核酸と腫瘍組織を用いた肺がんドライバー遺伝子
異常の解析研究

2002/01/01～
2023/03/31

2020-024 川井　章 中央病院
CovidSurg-Cancer: Outcomes of elective cancer surgery during 
the COVID-19 pandemic crisis: an international, multicentre, 
observational cohort study

2020/05/15～
2020/09/30

2020-023 (PDF) 首藤　昭彦 中央病院 人工知能による乳房超音波画像の学習と診断精度の検証
2000/01/01～
2025/03/31

2020-022 坪井　正博 東病院
JCOG1906：胸部薄切CT所見に基づく早期肺癌に対する経過観
察の単群検証的試験

2020/06/08～
2025/05/31

2020-021 矢野　友規 東病院
JCOG1902：早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の高
齢者適応に関する第Ⅲ相単群検証的試験

2020/05/12～
2026/10/06

2020-020 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

NCCH1908：固形がん患者における初回治療時の包括的ゲノム
プロファイル検査の実現性と治療選択への有用性を評価する前
向き研究

2020/05/26～
2022/03/31

2020-019 中村　能章 東病院
切除可能局所進行直腸癌の血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲ
ノム統合解析（VOLTAGE試験付随研究）COSMOS-CRC-02
（COSMOS-VOLTAGE）

2020/05/26～
2021/12/31

2020-018 中村　能章 東病院
胃癌・胃GIST患者の血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピゲノム統
合解析 COSMOS-GC-01 

2020/05/26～
2022/09/30

2020-017 松浦　一登 東病院 cT3-4N0耳下腺癌に対するリンパ節転移に関する観察研究
1996/01/01～
2015/12/31

2020-016 小川　朝生 東病院
NIRS (Near-infrared spectroscopy)を用いたせん妄状態におけ
る脳内酸素モニタリングに関する観察研究

2020/05/26～
2022/03/31

2020-015 (PDF) 桑田　健 東病院 病理細胞検体の核酸品質に関する二施設共同研究
2010/01/01～
2022/12/31

2020-014 内藤　陽一 東病院

JCOG1204A1: ctDNAによる乳癌再発の早期検出に関する探索
的研究  
JCOG1204: 再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップ
とインテンシブフォローアップの比較第III相試験」の附随研究

2013/09/01～
2027/01/31

2020-013 田村　研治 中央病院

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 
(再開）

2004/06/14～
2005/04/15

2020-012 山本　昇 中央病院
包括的ゲノムプロファイル検査の医療経済評価のための前向き
観察研究

2020/05/26～
2023/03/31

2020-011 奥坂　拓志 中央病院
アジアの特定の進行固形癌における 高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-H）又はDNAミスマッチ修復欠損（dMMR）の 割合

2018/09/01～
2021/12/31

2020-010 米盛　勧 中央病院
転移再発トリプルネガティブ乳がんの新規薬剤導入後の予後と
バイオマーカーの検討：多施設共同前向き観察研究 

2020/07/03～
2024/03/31

2020-009 千歳　はるか 東病院
がん患者に対する栄養評価等の実践および緩和ケアにおける
管理栄養士の体験や燃え尽き等に関するアンケート調査

2020/06/16～
2020/12/31
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2020-008 (PDF) 田中　勝弥 情報統括センター
リアルワールドデータによる標準マスタマッピング支援ツールの
開発研究

2014/01/01～
2022/12/31

2020-007 高阪　真路 研究所 膵臓癌化学療法における獲得耐性メカニズムの解明
2020/07/31～
2023/07/31

2020-006 (PDF) 山本　雄介 研究所
cfDNA をバイオマーカーとした臓器障害および早期がん診断の
検討

2017/07/12～
2019/07/12

2020-005 里見　絵理子 中央病院
がん患者における腫瘍に因る中枢神経障害および末梢神経障
害が原因の痛みに対するステロイド全身投与の有効性・安全性
に関する多施設共同前向き観察研究

2020/02/01～
2021/12/31

2020-004 高本　健史 中央病院
CT自動連動型術中超音波ナビゲーションシステムの肝切除に
おける有用性の検証

2020/08/27～
2022/03/30

2020-003 米盛　勧 中央病院 婦人科がんにおけるHER3発現に関する探索的研究
1999/01/01～
2019/12/31

2020-002 山田　真善 中央病院
大腸SM高度浸潤癌（T1b）とMP癌（T2）を鑑別する内視鏡所見
の探索とT2癌を予測する新規スコアリングシステムの検討

2015/01/01～
2019/12/31

2020-001 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸内視鏡検査の検査支援機能に関する前向き観察研究
2020/04/28～
2021/09/30

2019-355 高本　健史 中央病院 3次元肝構造自動抽出プログラムの妥当性検証の研究
2020/05/12～
2021/12/31

2019-354 (PDF) 山﨑　直也 中央病院
進行期悪性黒色腫に対するニボルマブ・イピリムマブ併用療法
についての後ろ向き観察研究

2018/06/01～
2019/08/31

2019-353 岩田　敏 中央病院
肺炎患者の尿中L7/L12蛋白検出の検証に関する基礎的臨床
研究 

2020/05/26～
2021/03/31

2019-352
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
頭頸部がん専門医制度の指定研修施設とその他の施設におけ
る院内がん登録を用いた症例比較研究

2009/01/01～
2015/12/31

2019-351 栁下　薫寛 研究所
局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法後のデュルバ
ルマブ療法前後での血液中バイオマーカーに関する検討

2018/09/01～
2021/08/31

2019-350 牛島　俊和 研究所
エピゲノム解析・網羅的遺伝子発現解析に基づいて自己免疫性
胃炎の病態解明を目指す多施設共同横断・前向き研究

2020/05/19～
2024/03/31

2019-349 堀之内　秀仁 中央病院

NCCH1906: 切除不能局所進行または進行期非小細胞肺癌に
対する抗PD-L1抗体投与後の抗PD-1抗体逐次療法の第II相試
験 

2020/05/15～
2022/04/30

2019-348 (PDF) 福田　治彦 中央病院
JCOG1918A1「JCOG登録患者を対象とした有害事象・治療効果
に関するPGx解析研究」

2007/12/04～
2024/03/31

2019-347 濱田　哲暢 研究所
既治療進行非小細胞肺癌の癌性髄膜炎に対する エルロチニブ
第II相試験における 薬物代謝・輸送等に関わる遺伝子多型解析
の付随研究

2011/12/01～
2015/05/31

2019-345 (PDF) 市川　仁 研究所

「切除不能胞巣状軟部肉腫に対するアテゾリズマブ療法の多施
設共同第II相医師主導治験」に附随するバイオマーカー探索研
究 

2020/07/29～
2022/11/30

2019-346 後藤　悌 中央病院
ATORG004: Plasma Molecular Profiling in ALK inhibitor 
resistant non-small cell lung cancer

2020/05/26～
2022/02/22
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2019-344 伊藤　雅昭 東病院
PelvEx5：骨盤内臓全摘術におけるアプローチ方法の調査：国際
多施設共同研究

2020/04/20～
2020/07/01

2019-343 伊藤　雅昭 東病院 taTME洗浄細胞診に関する前向き観察研究
2020/04/28～
2022/03/31

2019-342 秋元　哲夫 東病院
小児腫瘍に対する陽子線治療症例データベース構築による安
全性、有効性の検討 

2020/04/17～
2046/12/31

2019-341 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌手術における適切なCircumferential resection margin
（CRM）とDistal Margin(DM)に関する多施設前向き観察研究

2020/03/30～
2027/03/31

2019-340 杉本　元一 東病院
残膵癌における先行膵癌との分子病理学的および臨床病理学
的検討 

2001/01/01～
2017/12/31

2019-339 葉　清隆 東病院

CSPOR LC07：Epidermal Growth Factor Receptor activating　
mutation　positive（EGFRm+）進行非小細胞肺がん（NSCLC）初
回オシメルチニブ治療の効果、安全性及び増悪後の治療に関す
る観察研究-Reiwa-

2018/09/01～
2022/08/31

2019-338 向原　徹 東病院
卵巣癌におけるHER3発現と化学療法抵抗性との関連性を検討
する後方視研究

2000/10/01～
2020/09/30

2019-337 緒方　大 中央病院
悪性黒色腫センチネルリンパ節陽性症例の治療選択と予後に
関する観察研究

2015/01/01～
2019/12/31

2019-336 (PDF) 石井　源一郎 東病院
術前免疫チェックポイント阻害剤(ONO-4538)治療後に外科的切
除された原発性肺癌の新規予後予測因子の開発に関する附随
研究

1992/01/01～
2021/12/31

2019-335 福田　隆浩 中央病院
非血縁者間末梢血幹細胞移植におけるAnti-thymocyte globulin 
(ATG)の意義

2010/01/01～
2017/12/31

2019-334 上野　敏秀 研究所 ヒト着床障害の分子生物学的異常に関する網羅的研究
2020/05/26～
2024/10/31

2019-333 松本　禎久 東病院
緩和ケア医と血液内科医を対象とした、造血器悪性腫瘍患者に
対する終末期輸血療法についての認識および心理的負担に関
する調査

2020/04/20～
2020/12/31

2019-332 渡邊　麗子 東病院

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス社尿中有形成分分
析装置「Atellica UAS800」の画像確認による尿沈渣検査の効率
化に関する共同研究 

2020/07/27～
2021/01/29

2019-331 後藤田　直人 東病院
膵癌術前治療後の病理学的奏功の臨床的意義に関する 
多施設共同国際後ろ向き研究 

2010/01/01～
2018/12/31

2019-330 石木　寬人 中央病院
タペンタドールの臨床的特性を把握する後ろ向き多施設共同研
究

2014/08/18～
2019/11/25

2019-329 (PDF) 松原　伸晃 東病院
尿路上皮癌におけるNectin-4の発現と予後に関する臨床病理
学的研究

2005/04/01～
2019/12/31

2019-328 (PDF) 矢野　友規 東病院
生体試料からの遺伝子発現プロファイルを用いた 
食道がんサブタイプ分類と治療効果との関連に関する 
臨床評価試験 付随研究

2005/06/01～
2016/07/31

2019-326 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院 デュルバルマブ療法中の経時的なエクソソーム解析研究
2018/01/01～
2020/02/28
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2019-325 田内　淳子 東病院
免疫チェックポイント阻害剤による内分泌障害に対するリスク因
子解析：多施設共同研究

2015/10/30～
2021/03/31

2019-324 設樂　紘平 東病院
胃癌における抗PD-1抗体薬単剤療法と抗PD-1抗体薬+マルチ
キナーゼ阻害剤併用療法の後方視的観察研究

2009/01/01～
2020/03/31

2019-323 岩佐　健史 中央病院 抗がん剤による心不全発症の包括的ゲノム解析
2020/10/20～
2024/12/31

2019-322 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管・膵臓の高分化型神経内分泌腫瘍における切除後再発
と多重癌を起点にしたフォローアップに関する後ろ向き研究 

2010/01/01～
2019/12/31

2019-321 山本　昇 中央病院
標準治療終了後の包括的ゲノムプロファイル検査が治療選択に
与える影響を評価するための前向き観察研究 

2020/03/30～
2023/03/31

2019-320 浜本　隆二 研究所
機械学習・深層学習を用いた成人循環器超音波検査における
画像診断支援技術の開発

2020/06/16～
2023/03/31

2019-319
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所

再発/治療抵抗性節外性NK/T細胞リンパ腫-鼻型に対するアテ
ゾリズマブの第II相医師主導治験（NCCH1903/MK006）の附随
研究 

2020/03/25～
2022/09/30

2019-318 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

進展型小細胞肺がん患者における腫瘍崩壊症候群の実態調査
2014/09/01～
2019/08/31

2019-316 (PDF) 石井　源一郎 東病院
術前免疫チェックポイント阻害剤(ONO-4538)治療後に外科的切
除された原発性肺癌のがん関連線維芽細胞と免疫微小環境と
の関係性に関する附随研究

1992/01/01～
2021/12/31

2019-315 小山　隆文 中央病院
がん遺伝子パネル検査における患者および同伴者のQOLに関
する研究

2020/03/30～
2021/09/30

2019-314 大江　裕一郎 中央病院
胸部悪性腫瘍のプロファイリングならびに治療抵抗性因子解明
に関する研究

2020/03/30～
2028/03/31

2019-313 向原　徹 東病院
男性乳癌の遺伝子プロファイリングおよび免疫組織学マーカー
の探索に関する研究 

2009/01/01～
2019/12/31

2019-312 齋藤　豊 中央病院
JCOG1902：早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の高
齢者適応に関する第Ⅲ相単群検証的試験

2020/03/27～
2026/10/06

2019-311 新村　健介 東病院
人工知能を用いた大腸内視鏡検査時の前処置における排便性
状自動評価装置の構築に関する研究開発

2020/03/16～
2021/02/28

2019-310 (PDF) 小田　一郎 中央病院 「胃癌AI診断の精度向上」のための研究
2009/04/01～
2019/08/31

2019-308 坪井　正博 東病院
JCOG1909：肺葉切除高リスク臨床病期ⅠA期非小細胞肺癌に
対する区域切除と楔状切除のランダム化比較試験

2020/03/31～
2025/02/21

2019-307 佐藤　哲文 中央病院
A-PERIO study：多科・多職種による周術期管理を受けた患者
の術後長期経過に関する2施設共同前向き研究 

2020/03/30～
2021/03/31

2019-306 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

抗凝固薬内服例の胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
(ESD)におけるダビガトラン置換の有効性を検証する多施設前
向き試験

2020/03/27～
2025/02/26
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2019-305 古川　哲也 中央病院
免疫チェックポイント阻害薬の有効性に　影響を及ぼす併用薬
に関する観察研究

2015/12/01～
2018/11/30

2019-303 伊藤　公輝 中央病院
骨シンチグラフィー撮影開始時間の違いによる定量性評価に関
する観察研究

2020/03/25～
2022/12/31

2019-302 山口　正和 中央病院
周術期乳がん治療におけるパクリタキセル誘発性末梢神経障
害の予防を目的とした患者による自主的冷却療法の評価

2018/06/01～
2019/05/31

2019-301 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

泌尿器がん患者における、免疫応答に関する研究
2010/04/01～
2023/12/31

2019-300 井垣　浩 中央病院

JCOG1208A1：強度変調放射線治療（IMRT）を施行した中咽頭
癌（T1-2N0-1M0）における 
ヒトパピローマウイルス（HPV）感染状態と全生存期間に関する
研究

2020/05/07～
2024/08/01

2019-299 石井　源一郎 東病院
「PD-L1陽性のIB-IIIA期非小細胞肺癌に対するpembrolizumab + 
ramucirumabの導入療法と手術による集学的治療の第II相臨床
試験」に附随するバイオマーカーの探索研究

2020/03/18～
2025/07/31

2019-298 林　隆一 東病院

TOS-J-2:頭頸部表在癌経口的手術後の異時性他臓器癌の早
期発見による予後への影響と発生リスクと予防方法の検討に関
する多施設共同前向きコホート研究 

2020/06/10～
2025/06/09

2019-297 (PDF) 吉田　朗彦 中央病院 中枢神経系腫瘍の病理診断に関する分子免疫組織学的研究
1962/01/01～
2030/03/31

2019-296 (PDF) 吉田　達哉 中央病院 小細胞肺がん患者の免疫モニタリング研究
2020/03/30～
2024/03/31

2019-295 東野　琢也 東病院
頭頸部再建における外頸動脈本幹端端吻合の有用性に関する
後ろ向き単施設観察研究

1988/04/01～
2018/05/31

2019-294 古川　哲也 中央病院
StageⅡ/Ⅲ治癒切除可能大腸癌患者におけるカペシタビンと制
酸剤の相互作用についての多施設共同観察研究 

2009/01/01～
2014/12/31

2019-292 中村　能章 東病院

高度催吐性リスクの化学療法における化学療法誘発性悪心・嘔
吐の予防に対する実態調査 
 

2017/04/01～
2019/03/31

2019-291 後藤　悌 中央病院
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
患者に対するアレクチニブの多施設共同観察研究

2020/03/05～
2020/11/30

2019-290 島津　太一 がん対策研究所 健康情報についての全国調査
2020/02/20～
2020/12/25

2019-289 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 情報支援内視鏡外科手術システム開発に向けた共同研究
2009/04/01～
2024/03/31

2019-288 加藤　健 中央病院
血中マイクロRNAがんマーカーの検診コホートにおける性能検
証研究

2020/02/28～
2022/03/31

2019-287 (PDF) 吉田　幸弘 中央病院
原発性肺癌の術前画像所見に基づく病理所見・予後の予測に
関する観察研究

2009/01/01～
2017/12/31

2019-286 藤井　博史
先端医療開発セ
ンター(柏)

健康な成人男性を対象とした精巣非造影MRI検査手法の確立に
係る多施設共同介入研究

2020/03/05～
2023/03/31
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2019-285 (PDF) 谷田部　恭 中央病院
小型肺腺癌における生物学的浸潤の有無についてのAI補助診
断に関する多施設共同観察研究

2020/04/02～
2021/03/31

2019-283 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
Fc受容体親和性解析による抗体製剤の薬物動態と安全性に関
する研究

2002/01/01～
2025/03/31

2019-282 土屋　雅子 がん対策研究所
AYA世代がんサバイバー向け情報支援サイトの評価指標に関
するインタビュー調査 

2020/02/28～
2020/08/31

2019-281 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

若年発症の大腸癌および大腸腫瘍性病変を有する患者におけ
る腸内細菌叢に関する観察研究

2020/03/16～
2024/03/31

2019-280 奥坂　拓志 中央病院
MSI-High肝胆膵領域癌に対する観察研究 2020/03/10～

2021/12/31

2019-279 木内　大佑 中央病院
JORTC-PAL19：がん患者の呼吸困難に関連する因子の相互作
用および因果関係に関する横断研究

2020/03/11～
2021/06/30

2019-278 加賀谷　優 中央病院
上顎悪性腫瘍切除後遊離皮弁再建に関する後向き観察研究 
（国立がん研究センター中央・東病院） 

2012/04/01～
2019/03/31

2019-277 岩崎　基 がん対策研究所
血液中分岐鎖アミノ酸濃度におけるゲノムワイド関連解析研究 2013/04/01～

2017/12/31

2019-276 楠原　佳那子 東病院
75歳以上の高齢乳癌患者における術後化学療法施行に影響す
る因子についての検討

2013/05/01～
2018/04/30

2019-275 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B細胞性急性リンパ
性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
JALSG Ph(-)B-ALL213）登録症例を対象とした観察研究 

2020/06/08～
2024/03/31

2019-274 竹野　美沙樹 東病院
がんゲノム医療を受ける患者・家族の理解度向上に向けた補助
説明ツールの開発

2019/07/01～
2021/03/31

2019-273 木下　敬弘 東病院
JCOG1907：cT1-4aN0-3 胃癌におけるロボット支援下胃切除術
の腹腔鏡下胃切除術に対する 優越性を検証するランダム化比
較試験

2020/03/10～
2031/02/28

2019-272 吉川　貴己 中央病院
JCOG1907：cT1-2N0-2胃癌におけるロボット支援下胃切除術の
腹腔鏡下胃切除術に対する優越性を検証するランダム化比較
試験

2020/03/10～
2025/03/31

2019-271 高阪　真路 研究所
がんのクリニカルシークエンスと付随研究としての網羅的ゲノ
ム・エピゲノム解析

2020/04/14～
2027/03/31

2019-270 (PDF) 泉　大樹 東病院
ROS1融合遺伝子陽性固形がんに対するブリガチニブのバイオ
マーカー探索研究（「ROS1融合遺伝子変異陽性の進行固形が
んを対象としたブリガチニブのバスケット試験」の附随研究）

2011/06/13～
2023/03/31

2019-269 三島　沙織 東病院 固形癌を対象としたdMMR検出キット(RDKK)の臨床性能試験
2015/10/28～
2021/03/31

2019-268 (PDF) 榊原　直喜 がん対策研究所
我が国における終末期がん患者の緩和ケア受療実態に関する
研究

2016/01/01～
2017/06/30

2019-267 (PDF) 松岡　弘道 中央病院

がん患者の周術期精神症状に対する抑肝散の有効性および安
全性 
に関する二重盲検ランダム化比較試験 
―終了後のメタボローム解析研究― 

2017/08/14～
2018/08/01
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2019-266 中村　能章 東病院
血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStage II及び低リスクStage III
結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX
療法と手術単独を比較するランダム化第III相比較試験

2020/03/10～
2024/03/31

2019-265 (PDF) 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌の治療標的遺伝子診断におけるAmoyDx® Pan 
Lung Cancer PCR Panelの臨床性能評価

2013/01/29～
2021/03/31

2019-264 (PDF) 大江　裕一郎 中央病院
切除不能局所進行非小細胞肺がん患者における 
TCRレパトアの解析　多施設共同研究 

2020/03/16～
2022/03/31

2019-263 小川　千登世 中央病院
JPLSG（ALL-18）：急性リンパ性白血病における分子遺伝学的
検査の意義と実行可能性を検証するための多施設共同前向き
観察研究

2020/03/05～
2024/01/31

2019-262 石井　源一郎 東病院
肺腺扁平上皮癌における微小環境、免疫環境の探索と予後因
子の解明

2001/01/01～
2019/10/31

2019-261 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

乳癌における腫瘍浸潤リンパ球の意義に関する研究
2006/01/01～
2019/10/31

2019-259 (PDF) 坂東　英明 東病院
進行再発消化器悪性腫瘍患者を対象とした人工知能を用いた
画像評価アルゴリズムの開発

2016/04/01～
2020/03/31

2019-258 里見　絵理子 中央病院
がん呼吸困難に対するオピオイド全身投与の有効性・安全性に
関する多施設レジストリ研究

2019/12/01～
2021/06/30

2019-257 藤田　武郎 東病院
術前に壁内転移陽性と診断された食道扁平上皮癌症例に対す
る術前化学療法の有効性に関する観察研究

2008/01/01～
2017/12/31

2019-256 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

質量分析インフォマティクスを活用した多層オミックス解析による
がんの本態解明と新規バイオマーカーの探索 
がん患者における生体分子の発現と投与薬物の代謝・生体応
答に関する研究　付随研究04 

2020/02/06～
2023/03/31

2019-255 (PDF) 後藤　功一 東病院
日本人進行非小細胞肺がん（NSCLC）患者におけるKRAS変異
の有無および変異型毎の臨床的特性、治療パターン、及び臨床
アウトカム：LC-SCRUM-Japanを用いた後方視的研究

2015/02/01～
2020/01/31

2019-254 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

内視鏡診断支援装置の大腸病変検出性能検証研究
2020/03/30～
2020/09/30

2019-253 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
小細胞肺がんの新規診断マーカーと臨床病理学的特徴の検
討：後向き観察研究

2010/01/01～
2015/12/31

2019-252 原野　謙一 東病院
卵巣癌患者の血液を用いて、Glypican-3 CAR再生ILC/NK細胞
の製造を検証する臨床研究

2020/02/03～
2021/09/30

2019-251 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
電子カルテに存在する自然言語情報の人工知能などの先進技
術を用いた解析に関する研究 

2002/01/01～
2019/11/17

2019-250 秋元　哲夫 東病院
JROSG17-4 非小細胞肺癌の完全切除後に認められる孤立性
肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の多施設共同非ランダ
ム化検証的試験

2020/09/01～
2026/02/28

2019-249 吉本　世一 中央病院
咽喉頭がんに対する経口的切除の有効性・安全性に関する後
方視的多施設共同研究

2011/01/01～
2016/12/31
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2019-248 (PDF) 川井　章 中央病院 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究
2020/04/01～
2030/03/31

2019-246 (PDF) 髙島　大輝
先端医療開発セ
ンター(柏)

抗体医薬開発のための患者由来腫瘍モデル系での評価に関す
る研究

1999/01/01～
2026/03/31

2019-245 松永　崇 東病院
がん専門病院における診療録を用いたテープテアに関する後ろ
向き観察研究

2018/01/01～
2019/03/31

2019-244 (PDF) 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

オシメルチニブ使用患者における減量後の副作用改善・治療効
果に関する後方視的研究

2016/03/01～
2019/10/31

2019-241 後藤　功一 東病院

ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するアレクチニブのバ
イオマーカー探索研究「血漿遊離DNAからALK融合遺伝子が検
出された進行または再発非小細胞肺がんに対するアレクチニブ
の多施設共同第II相臨床試験」の付随研究

2019/12/13～
2021/08/03

2019-240 後藤　功一 東病院

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するオシメルチニブ
のバイオマーカー探索研究「血漿遊離DNAからEGFR遺伝子変
異が検出された進行非小細胞肺がんに対する 
オシメルチニブの多施設共同第II相臨床試験」の付随研究

2019/09/01～
2021/08/31

2019-239 井垣　浩 中央病院
悪性黒色腫と血管肉腫を対象としたホウ素中性子捕捉療法
（BNCT）を受ける患者のバイオマーカー探索

2020/02/03～
2022/04/30

2019-238 渡邊　ともね がん対策研究所
患者診療体験調査における質問表現の回答への影響に関する
比較調査

2020/02/06～
2022/03/31

2019-237 (PDF) 里見　絵理子 中央病院
国立がん研究センター中央病院地域連携室・がん相談支援セン
ターに関する臨床的特性および効果等に関する研究

2020/05/27～
2030/12/31

2019-236 望月　伸夫 東病院
免疫関連有害事象に対するミコフェノール酸モフェチル使用時の
実態調査

2017/08/01～
2019/12/31

2019-235 (PDF) 髙島　淳生 中央病院 高齢者Stage III大腸癌に対する術後補助化学療法の現状調査
2012/01/01～
2016/12/31

2019-234 山本　昇 中央病院
NCCH1908：固形がん患者における初回治療時の包括的ゲノム
プロファイル検査の実現性と治療選択への有用性を評価する前
向き研究

2020/01/27～
2022/03/31

2019-233 桑田　健 東病院

新規胃がん細胞株およびPDXを用いた担がんマウスモデルの
作製ならびに薬剤感受性評価モデルとしての有効性を調べる企
業共同研究 

2013/05/10～
2017/05/09

2019-232 青柳　吉博 東病院
臨床試験における電子カルテへのデータ入力を適切に促すため
の機能開発に関する研究

2013/05/01～
2019/12/31

2019-231 石木　寬人 中央病院
がん患者の満足度を調査する質問紙(EORTC PATSAT-C33, 
EORTC OUT-PATSAT7)の信頼性と妥当性を検討する国際共同
第Ⅳ相試験

2020/05/27～
2022/11/30

2019-230 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 内視鏡外科手術の多施設データベース構築
2009/04/01～
2031/12/31

2019-229 (PDF) 白石　航也 研究所
がんや難病に関するゲノム医療の推進に必要な健常群・疾患コ
ントロール群データの構築

2020/01/01～
2023/01/14

2019-228 増田　均 東病院
日本語版Bladder Cancer Index(BCI)を用いた膀胱がん術前後
のQOLを評価する多施設共同前向き観察研究 

2020/02/11～
2020/08/31
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2019-227 (PDF) 平野　秀和 中央病院
再発高リスク消化管間質腫瘍に対する完全切除後の治療に関
する研究（STAR ReGISTry）の追跡調査

2020/02/20～
2024/12/31

2019-226 青柳　一彦 研究所
厚生労働分野のオープンサイエンス推進に向けたデータポリ
シー策定に資する研究

2020/01/22～
2020/03/30

2019-225 向原　徹 東病院
JBCRG-C07 転移・再発乳癌における遺伝子パネル検査
FoundationOne® CDxとFoundationOne® Liquid CDxの治療方針
決定に与える影響を検討する観察研究

2020/02/11～
2023/06/30

2019-224 桑田　健 東病院
新規胃がん細胞株を用いたEZH1/2阻害薬感受性にかかわるバ
イオマーカーの同定に関する企業共同研究 

2013/05/10～
2017/05/09

2019-223 (PDF) 平野　秀和 中央病院
イマチニブ投与中の進行消化管間質腫瘍に対する腫瘍減量手
術の臨床的有用性を評価する国際多施設共同後方視的研究

2010/01/01～
2017/12/31

2019-222 坂本　琢 中央病院
人工知能（AI）を用いた大腸内視鏡検査支援プログラム性能検
証試験

2019/01/07～
2019/12/31

2019-221 庄司　広和 中央病院
Hybrid試験の予後追跡調査および大腸がんに対する抗EGFR抗
体薬の効果予測バイオマーカーの探索を行う観察研究

2016/08/12～
2019/03/31

2019-220 久保木　恭利 東病院

固形癌における病理組織を用いたGlypican-3の陽性基準に関
する研究 
研究計画書 

2017/04/01～
2019/12/01

2019-219 (PDF) 湯田　淳一朗 東病院
チロシンキナーゼ阻害薬投与歴のあるフィラデルフィア染色体陽
性白血病患者における心毒性に関する後方視的検討

2013/01/01～
2021/12/31

2019-218 大江　裕一郎 中央病院
未治療進行期非小細胞肺がん患者におけるTCRレパトアの解
析と抗PD-1抗体の治療効果の解析多施設共同研究 

2019/12/20～
2021/03/31

2019-217 石井　源一郎 東病院 泌尿器腫瘍の悪性度についての臨床病理学的研究
2008/09/01～
2021/03/31

2019-216 伊藤　雅昭 東病院
COLOR III：中下部直腸癌に対する経肛門的TMEと腹腔鏡下
TMEを比較する多施設共同無作為化臨床試験 

2020/01/22～
2026/12/31

2019-215 (PDF) 里見　絵理子 中央病院
国立がん研究センター中央病院AYA世代にがんと診断された患
者のサポーティブケアに関する臨床的特性および効果等に関す
る研究

2014/01/01～
2029/12/31

2019-214 (PDF) 片野田　耕太 がん対策研究所 全国がん登録データを用いた小児・AYA世代のがん統計分析
2014/01/01～
2018/12/31

2019-213 山本　雄介 研究所 Single cell transcriptomeを用いた肺線維化の包括的解析
2020/01/06～
2020/12/31

2019-211 伊藤　公輝 中央病院
FDG-PET/CTによる免疫チェックポイント阻害剤の治療効果判
定および治療効果予測－多施設共同研究

2014/08/01～
2019/10/31

2019-210 大幸　宏幸 中央病院
CRP 遺伝子多型と食道がんリンパ節転移に関する多施設共同
後ろ向き観察研究

2020/03/02～
2022/03/31

2019-209 栁下　薫寛 研究所
気管支喘息における抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤の
効果予測に関する新規バイオマーカーの開発

2019/12/20～
2020/03/31
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2019-208 栁下　薫寛 研究所
気管支喘息における抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体製
剤の効果判定と効果予測に関する新規バイオマーカーの開発

2019/12/20～
2021/03/31

2019-207 栁下　薫寛 研究所
気管支喘息における抗IgE抗体治療の効果予測に関する新規バ
イオマーカーの開発

2019/12/20～
2019/03/31

2019-206 (PDF) 小谷　大輔 東病院
根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研
究

2020/01/09～
2024/03/31

2019-205 松原　伸晃 東病院
尿路上皮癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の効果及び効
果予測因子についての多施設共同後ろ向き研究

2017/12/01～
2019/09/30

2019-204 西澤　祐吏 東病院
ストーマ周囲皮膚障害をはじめとしたストーマ関連合併症の発
症時期および頻度に関する多施設共同前向き観察研究

2019/12/24～
2021/12/23

2019-203 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

小腸悪性腫瘍プロジェクト研究
2008/01/01～
2017/12/31

2019-202 (PDF) 松田　智大 がん対策研究所
全国がん登録情報及び都道府県のがん登録情報を用いたがん
罹患モニタリングと詳細集計

1993/01/01～
2020/12/31

2019-201 (PDF) 本間　義崇 中央病院
唾液腺導管癌に対する多施設共同による臨床的・病理学的検
討 

1962/02/01～
2025/03/31

2019-200 橋本　浩伸 中央病院
プラチナ併用ペメトレキセドの血液毒性に対するレニン・アンジオ
テンシン系阻害薬の予防効果の検証

2010/12/01～
2018/11/30

2019-199 橋本　浩伸 中央病院
ニボルマブおよびペムブロリズマブ誘発性免疫関連副作用の発
現予測バイオマーカーの探索実施計画書

2015/12/01～
2018/11/30

2019-198 石井　源一郎 東病院 遺伝子変異肺癌の病理組織学的特徴に関する研究
2017/07/01～
2019/12/31

2019-197 石井　源一郎 東病院 壊死を伴う肺腺癌に対しての悪性度の評価
2010/01/01～
2015/12/31

2019-196 森實　千種 中央病院
DS-8201aを投与された胆道がん患者における不応答機序およ
び免疫関連バイオマーカーについての探索研究

2019/12/02～
2021/03/31

2019-195 (PDF) 後藤　悌 中央病院
JEWEL：切除不能な非小細胞肺癌患者における治療パターン、
治療アウトカム及び医療資源利用状況に関する多施設共同観
察研究: 日本における免疫療法導入後のリアルワールド研究

2017/07/01～
2021/12/31

2019-194 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

膀胱癌における腫瘍微小環境の免疫プロファイリング研究
2011/01/01～
2019/04/01

2019-193 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

Eye tracking systemを用いた 
大腸内視鏡検査の客観的評価  

2020/01/10～
2022/03/31

2019-192 石井　源一郎 東病院
外科切除された肺神経内分泌腫瘍における臨床病理学的特徴
に関する探索的研究

2004/04/01～
2019/10/31

2019-191 奥坂　拓志 中央病院
R7000-J081-001: 切除不能進行性又は転移性の胆管がん患者
におけるFGFR2遺伝子融合の頻度を調査する観察研究

2019/12/01～
2021/12/31

2019-190 (PDF) 石川　光也 中央病院
思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子宮頸
癌のHPV16/18陽性割合の推移に関する疫学研究（第II期；2019
年4月-2026年12月）

2019/12/20～
2025/12/31
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2019-189 (PDF) 庄司　広和 中央病院
消化管がんの臨床検体を用いたタンパク発現・遺伝子プロファイ
リングに関する観察研究

2010/01/01～
2029/12/31

2019-188 吉本　世一 中央病院 頭頸部領域腫瘍のリスク評価に関するゲノム研究
2020/02/20～
2024/05/31

2019-187 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌における初回治療としてのオシメルチニブの治療
効果・有害事象に関する後向き研究

2018/08/01～
2020/03/31

2019-186 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
Ｏ結合型糖鎖の膵がん・肺がんにおける臨床病理学的、免疫学
的意義に関する研究

1962/05/01～
2020/03/31

2019-185 山本　雄介 研究所
シングルセルレベルでの発現解析を用いた乳癌の 
新規治療標的分子の探索

2019/12/02～
2022/03/31

2019-184 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

当院で樹立した新規胃がん細胞株、CDX、PDX株における生体
分子の発現と投与薬物の代謝・生体応答に関する研究

2013/05/10～
2017/05/09

2019-183 (PDF) 吉田　達哉 中央病院
非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬によるHPD
（hyperprogressive disease）のリスク因子に関する後方視的研究

2015/11/01～
2024/12/31

2019-182 中山　富雄 がん対策研究所
低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果のため
の個人単位ランダム化比較試験

2019/12/10～
2023/03/31

2019-181 藤元　博行 中央病院
YODO study　ステージⅣ尿路上皮癌患者におけるPD-L１発現
率に関する実態調査

2017/01/01～
2018/12/31

2019-180 (PDF) 片野田　耕太 がん対策研究所
小地域別がん罹患のベイズ推定および小地域別がん罹患地図
の作成

2016/01/01～
2018/12/31

2019-179 (PDF) 川﨑　敏克 東病院
切除不能膵がんにおけるmodified FOLFIRINOX療法と
Gemcitabine+nab-paclitaxel併用療法の費用対効果分析

2013/12/01～
2018/12/31

2019-178 加藤　友康 中央病院

「新規卵巣がん血清腫瘍マーカーFully-sialylated alpha-chain of 
complement 4-binding protein（FS-C4BP）及びFS-C4BP測定時
に得られる糖プペプチドピークデータを用いたComprehensive 
Serum Glycopeptide Spectra Analysis (CSGSA）値の有用性検
討」

2010/01/01～
2020/12/31

2019-176 (PDF) 山田　真善 中央病院
後方視的観察研究による日本人リンチ症候群の　大腸病変に対
する消化器内視鏡研究

2009/01/01～
2018/12/31

2019-174 土屋　雅子 がん対策研究所
高校在学中にがん診断をうけた患者およびその保護者の教育
支援ニーズに関するインタビュー調査 

2019/11/21～
2020/12/31

2019-173 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
JCOG1411A1「未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫における
予後を予測するバイオマーカーの探索的研究」

2019/12/16～
2027/12/31

2019-172 小熊　潤也 中央病院
局所進行食道癌に対する術前補助化学療法の傾向スコア解析
による単施設後ろ向き観察研究 

2009/01/01～
2017/12/31

2019-171 鈴木　秀隆 東病院
切除不能膵癌患者におけるアルブミン懸濁型パクリタキセル誘
発性末梢神経障害に対するプレガバリンの有効性及び安全性
の調査

2014/12/01～
2019/07/30

2019-170 中山　富雄 がん対策研究所
がん検診最適化対象年齢についての国民の正しい理解を得る
ためのリーフレット開発に伴うインタビュー調査

2019/12/02～
2020/02/29

2019-169 小島　隆嗣 東病院 消化器癌における血中循環腫瘍DNAに関する観察研究
2019/10/23～
2026/03/31
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2019-168 (PDF) 川添　彬人 東病院
MSI-H/dMMR固形癌における臨床病理学的および分子生物学
的特徴と免疫チェックポイント阻害剤の治療効果に関する研究

2011/07/01～
2021/12/31

2019-165 武藤　倫弘 がん対策研究所

機能性野沢菜加工品摂取による体脂肪率改善機能確認試験 
―肥満予備軍を対象とした多施設ランダム化試験（パイロット試
験）― 

2020/01/06～
2020/05/31

2019-163 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
造血器腫瘍における微小残存病変検出に関する基礎的及び臨
床的研究

2017/05/08～
2026/06/30

2019-162 松下　弘道 中央病院
新鮮血液を用いた自動血球分析装置メーカー基準分析装置及
び血球計数国際常用標準測定操作法の外部精度管理調査 

2019/12/02～
2020/03/31

2019-161 (PDF) 村野　竜朗 東病院
非侵襲的診断法の基盤となる早期消化管癌の分子生物学的解
析

2011/07/01～
2024/03/31

2019-160 石井　源一郎 東病院
外科的切除された原発性肺腺癌におけるmutational signatureと
免疫担当細胞との相関について

1999/08/01～
2003/06/30

2019-159 今岡　大 東病院
切除不能進行膵癌に対する 
ゲムシタビン＋ナブパクリタキセル併用療法における好中球減
少の予後予測因子としての有用性に関する後ろ向き研究

2014/12/01～
2017/09/30

2019-158 (PDF) 鈴木　茂伸 中央病院
眼部腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関
する研究 

1962/02/01～
2029/08/31

2019-157 金光　幸秀 中央病院
脾弯曲部癌におけるリンパ節転移領域と頻度に関する多施設
共同コホート試験

2013/01/01～
2021/12/31

2019-156 阿部　清一郎 中央病院
OCT(optical coherence tomography)の有用性に関する観察研
究

2019/12/02～
2021/08/31

2019-155 堀之内　秀仁 中央病院
切除不能ステージIII非小細胞肺癌患者における同時化学放射
線療法後のデュルバルマブの長期安全性及び有効性に関する
観察研究

2019/07/01～
2020/12/31

2019-154 矢野　友規 東病院
咽喉頭食道表在癌の内視鏡画像を用いた自動画像診断装置構
築に関する後ろ向き観察研究

2007/01/01～
2019/09/30

2019-153 矢野　友規 東病院
咽喉頭食道表在癌の内視鏡画像を用いた自動画像診断装置構
築に関する研究開発

2019/10/28～
2022/03/31

2019-152 (PDF) 古賀　宣勝
先端医療開発セ
ンター(柏)

抗がん剤開発のためのco-clinical trial体制構築に関する基礎研
究-1

2013/05/10～
2022/03/31

2019-151 吉野　孝之 東病院
大腸癌・大腸進行腺腫患者の血液循環腫瘍DNAのゲノム・エピ
ゲノム統合解析 COSMOS-CRC-01

2019/10/28～
2021/09/30

2019-145 髙橋　宏和 がん対策研究所
乳癌検診受診歴と発見乳癌のステージの関係についての観察
研究

2019/10/01～
2020/09/30

2019-144 松下　弘道 中央病院
腹水濾過濃縮再静注法（CART）における血液浄化装置プラソー
トμの市販後臨床調査

2019/10/09～
2020/03/30

2019-143 小川　朝生 東病院 機械学習を用いたせん妄の発症予測に関する研究
2014/04/01～
2019/03/31
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2019-142 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌のMET遺伝子診断におけるArcherDX RevealDX 
Assay Systemの臨床性能評価

2013/02/01～
2019/05/23

2019-141 青木　淳 中央病院
骨髄異形成症候群に対する同種造血幹細胞移植前治療として
のアザシチジンに関する研究 

2009/01/01～
2017/12/31

2019-140 青木　淳 中央病院
t(4;11)(q21;q23)を伴う成人ALLに対する 
同種造血幹細胞移植の解析 

2001/01/01～
2017/12/31

2019-139 (PDF) 中村　能章 東病院

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌を対象としたGene-
Protein Assay (GPA)を用いたHER2ステータスの検討に関する
研究 

2005/01/01～
2021/03/31

2019-138 (PDF) 加藤　友康 中央病院
子宮体がんリンパ節転移予測診断マーカーを用いた術中迅速
検査技術の開発

2002/01/01～
2020/03/31

2019-137 出町　健 東病院
ナブパクリタキセル+ラムシルマブ療法とパクリタキセル+ラムシ
ルマブ療法の安全性及び有効性に関する比較研究

2015/06/01～
2019/01/31

2019-136 小島　隆嗣 東病院
食道がん患者を対象とした根治的化学放射線療法とNivolumab
併用による探索的多施設共同非盲検医師主導治験附随研究

2019/12/03～
2022/02/13

2019-135 吉本　世一 中央病院
舌がん手術後の摂食嚥下障害，構音障害に関する多施設前向
き観察研究 

2019/10/09～
2025/12/31

2019-134
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 がん登録情報を活用した悪性中皮腫の実態把握に関する研究
2015/01/01～
2016/12/31

2019-133 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
個人内の変動および摂取量の妥当性を検討する生体指標を用
いたアクリルアミドの曝露評価研究

1994/01/01～
1996/12/31

2019-132 吉田　達哉 中央病院
肺神経内分泌腫瘍における、予後因子と層別化に関する後方
視的研究 

2008/01/01～
2018/12/31

2019-131 里見　絵理子 中央病院
ライフステージに応じたがん対策推進に必要な人材育成に関す
る研究：特にAYA世代に関して

2020/04/08～
2020/09/30

2019-130 小川　朝生 東病院
治療方針決定場面における看護師による意思決定支援内容に
関する調査

2019/09/20～
2021/03/31

2019-129
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究31 
 
治験実施計画書番号EPOC1901 「切除不能な進行・再発胃が
ん・食道がん患者に対するニボルマブとASP-1929を用いた光免
疫療法（PIT）の併用療法の安全性及び有効性を評価する第Ib
相臨床試験」における患者免疫状態の解析

2019/11/20～
2021/08/31

2019-128 小川　朝生 東病院
当院における禁煙外来通院中のがん患者を対象とした禁煙成
功に関する観察研究 

2008/10/01～
2020/03/31

89 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-139.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-138.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-133.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2019-127 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

治験実施計画書番号EPOC1709 「既存治療で根治が期待でき
ない食道がん患者を対象としたASP-1929を用いた光免疫療法
（PIT）の安全性・有効性を検討する第 Ib/II 相臨床試験」におけ
る生体内応答性の解析 
がん患者における生体分子の発現と投与薬物の代謝・生体応
答に関する研究　付随研究03 

2019/10/03～
2022/03/31

2019-126 松浦　一登 東病院
早期中咽頭癌(stageⅠおよびⅡ)に対する初期治療に関する研
究

2000/01/01～
2011/12/31

2019-125 山﨑　直也 中央病院
日本人悪性黒色腫における抗 PD -1抗体治療無効例における
ニボルマブ・イピリムマブ併用療法の有用性についての検討

2014/09/01～
2019/05/31

2019-124 木下　敬弘 東病院

JCOG1002A1：JCOG1002「高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に
対する術前Docetaxel＋CDDP＋S-1の第II相試験」の附随研究 
進行胃癌患者を対象とした術前化学療法期間中の骨格筋量変
化に関する研究

2011/07/29～
2013/05/31

2019-123 (PDF) 大江　裕一郎 中央病院 胸部悪性腫瘍のオミックス解析研究
2002/01/01～
2023/03/31

2019-122 (PDF) 田中　勝弥 情報統括センター
多施設での安全な横断検索が可能なSS-MIX2標準化ストレージ
向け診療情報収集基盤の開発研究

2014/01/01～
2018/12/31

2019-121 松浦　一登 東病院 頭頸部癌周術期の栄養に関する研究
2017/01/01～
2018/12/31

2019-120 (PDF) 中村　能章 東病院
シングルセルゲノム解析を用いたがん患者の腸内細菌叢プロ
ファイリング　MONSTAR-SCREEN付随研究

2019/10/02～
2021/03/31

2019-119 中島　寿久 中央病院
Calvert式によるカルボプラチン投与量算出時に用いる腎機能推
算値と毒性に関するレトロスペクティブ研究

2013/01/01～
2017/12/31

2019-118 (PDF) 向原　徹 東病院
トリプルネガティブ乳癌における免疫能を評価する新規亜分類と
臨床的有用性の研究

2013/01/01～
2019/12/31

2019-117 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所 次世代シーケンスによる消化管腫瘍のゲノム解析
2010/04/01～
2025/03/31

2019-115 阿部　健太郎 中央病院
メトトレキサート大量療法における肝障害の発現状況と支持療
法薬の使用状況調査に関する観察研究

2014/01/01～
2020/06/30

2019-113 吉川　貴己 中央病院
JCOG1809:大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹腔鏡下
脾温存脾門郭清の安全性に関する第II相試験

2019/09/04～
2024/07/31

2019-112 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

腫瘍微小環境評価による患者層別化バイオマーカー開発（フ
リューダイム共同研究）

2015/07/13～
2022/12/31

2019-111 小川　朝生 東病院 高齢がん患者の背景特性と治療の安全性等に関する観察研究
2018/11/01～
2020/12/31

2019-110 (PDF) 鈴木　秀隆 東病院
切除不能肝細胞癌患者に対するSorafenibとLenvatinibにおける
テレフォンフォローアップの介入状況調査

2017/03/22～
2019/03/23

2019-109 伊藤　雅昭 東病院
右側結腸手術における体腔内吻合トレーニング開発に関する観
察研究

2019/10/16～
2021/12/31
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2019-108 (PDF) 浜本　隆二 研究所 新薬創出を加速する人工知能の開発
2012/04/01～
2025/03/31

2019-106 野澤　桂子 中央病院
アピアランスケアを行う指導者教育プログラムの構築に向けた
研究

2019/08/28～
2020/03/31

2019-105 (PDF) 河野　隆志 研究所
本邦のがんゲノム医療に資する遺伝子プロファイリング検査の
改良・改変・実装

2011/05/11～
2024/12/31

2019-104 宇田川　響 東病院
進行非小細胞肺癌患者に対する抗PD-1抗体治療における晩期
病勢増悪の臨床的特徴の検討

2016/01/01～
2017/10/31

2019-101 (PDF) 石井　源一郎 東病院
外科的切除された原発性肺扁平上皮癌におけるがん免疫微小
環境と肺気腫の関係性の探索的研究

2011/01/01～
2015/12/31

2019-100 大西　達也 東病院
WJOG12519B：転移性HER2陽性乳癌に対するT-DM1後の次治
療の臨床効果に関する多施設共同コホート研究

2014/01/01～
2018/12/31

2019-099 (PDF) 松井　喜之 中央病院

JCOG1403A1「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」の附随研究  
上部尿路癌における予後予測マーカーの開発

2016/10/01～
2024/10/31

2019-098 (PDF) 石井　源一郎 東病院
非小細胞肺癌における病理学的分化度とPD-L1発現状況、およ
びペムブロリズマブの治療効果に関する後向き研究

2017/01/01～
2021/12/31

2019-097 髙橋　進一郎 東病院
低悪性度膵腫瘍に対する臓器温存術式の有用性についての検
討

2013/01/01～
2017/12/31

2019-096 土屋　雅子 がん対策研究所

小児期，AYA期発症がん経験者の初めての就職活動における， 
病気開示意思決定支援ガイドの実用性評価に関する多施設共
同観察研究 

2019/08/28～
2019/12/03

2019-095 新井　美智子 中央病院
がん専門病院の外来看護師が行う自宅療養機関との連携内容
の分析

2018/04/01～
2019/03/31

2019-094 石木　寬人 中央病院
Development of a module to supplement the EORTC Core 
instruments for assessment of Health Related Quality of Life in 
patients with Metastatic Breast Cancer (Phase l-lll)

2019/08/03～
2023/12/31

2019-093 米盛　勧 中央病院
高齢者乳癌に対する周術期化学療法の意義に関する後方視研
究

2008/01/01～
2013/12/31

2019-092 山本　雄介 研究所 胸部悪性腫瘍におけるオートファジーの役割検討
1962/01/01～
2023/03/31

2019-091 (PDF) 石井　源一郎 東病院 機械学習を用いた肺癌に対しての悪性度の評価
2002/01/01～
2015/12/31

2019-090 (PDF) 関根　茂樹 中央病院 食道癌における免疫関連分子の発現解析
2002/01/01～
2019/07/09

2019-089 大場　彬博 中央病院
十二指腸狭窄を有する切除不能膵腺癌を対象とした初回化学
療法導入前の狭窄解除方法に関する多施設共同後ろ向き観察
研究

2014/01/01～
2017/12/31

2019-088 澤田　典絵 がん対策研究所
二重標識水法を活用した料理ベースICT食事調査システムの精
度の検討研究 

2019/08/17～
2028/03/31

91 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-108.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-105.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-101.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-099.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-098.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-091.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-090.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2019-087 田原　信 東病院
甲状腺未分化がんの早期診断とニボルマブとレンバチニブ併用
療法の治療効果・有害事象と関連するバイオマーカー解析

2019/08/03～
2024/08/31

2019-086 中村　能章 東病院

「血中循環腫瘍DNAでHER2遺伝子増幅が検出された切除不能
固形がん患者を対象とするDS-8201a療法の多施設共同臨床第
II相試験（HERALD）」 
に付随するTR研究 

2019/08/17～
2022/03/31

2019-085 込山　元清 中央病院 本邦における BCG unresponsive 症例の実態調査
2000/01/01～
2018/12/31

2019-084 (PDF) 新野　祐樹 中央病院
悪性胸膜中皮腫における病理学的特徴と治療効果・予後の相
関を検討する観察研究

2010/04/01～
2022/12/31

2019-083 (PDF) 首藤　昭彦 中央病院
ホルモン陽性早期乳癌における術前内分泌療法前後の腫瘍浸
潤リンパ球(tumor infiltrating lymphocytes:TIL)および免疫系バイ
オマーカーの発現と予後の検討

2000/01/01～
2018/12/31

2019-082 (PDF) 伊藤　公輝 中央病院
FDG-PET/CTの標準化と癌の新しいバイオマーカーの確立:多
施設共同研究

2010/01/01～
2023/12/31

2019-081 (PDF) 竹野　美沙樹 東病院
肝予備能が不良な切除不能肝細胞がん患者に対するレンバチ
ニブ単剤療法の安全性と有効性の検討

2009/08/01～
2021/12/31

2019-080 青木　淳 中央病院
inv(3)(q21;q26)/t(3;3)(q21;q26)を伴うAMLに 
対する同種造血幹細胞移植の解析 

2000/01/01～
2017/12/31

2019-079 青木　淳 中央病院
低リスク骨髄異形成症候群に対する造血幹細胞移植 2000/01/01～

2017/12/31

2019-078 青木　淳 中央病院
急性骨髄性白血病に対する臍帯血移植における
Fludarabine/MelphalanとFludarabine/Busulphanを用いた緩和的
前処置の比較

2002/01/01～
2017/12/31

2019-077 堀之内　秀仁 中央病院

デュルバルマブ療法後の切除不能局所進行非小細胞肺がんに
おける薬物血中残存および免疫への影響の推移を検討する非
介入前向き観察研究 

2019/08/17～
2022/03/31

2019-076 矢野　友規 東病院
酸素飽和度イメージング内視鏡画像の臨床的意義を確立するた
めの観察研究

2019/09/04～
2026/03/31

2019-075 (PDF) 藤田　武郎 東病院
根治的食道切除術を施行した食道癌患者の身体機能および身
体組成の変化に関する探索的研究

2015/01/01～
2025/12/31

2019-073 (PDF) 森　泰昌 中央病院
患者由来腫瘍異種移植を用いた悪性腫瘍のゲノム・エピゲノム
解析による病態解明

2013/09/01～
2023/08/31

2019-074 後藤田　直人 東病院
十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関す
る研究

2008/01/01～
2019/06/30

2019-072 楠原　佳那子 東病院
術前・術後化学療法としてAC療法またはddAC療法を施行され
た乳癌患者における治療完遂割合の比較

2014/01/01～
2019/03/31

2019-071 青木　一教 研究所
JCOG1808/NCCH1817-A1:「進行胆道癌に対するニボルマブ+レ
ンバチニブ併用療法の第I/II相試験」に附随するバイオマーカー
の探索研究

2019/07/12～
2022/01/31
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2019-069 楠本　昌彦 中央病院
抗悪性腫瘍薬による重症薬剤性肺障害における 
画像パターン、各種増悪因子、予後因子の検討 

2014/01/01～
2020/12/31

2019-068 (PDF) 庄司　広和 中央病院
切除不能進行・再発胃癌に対するNivolumab療法の治療効果予
測因子に関する探索研究

2015/01/01～
2019/03/31

2019-067 庄司　広和 中央病院
胃癌三次治療におけるNivolumabとIrinotecanの臨床成績比較を
目的とした多施設後方視的研究 

2015/09/01～
2018/09/30

2019-066 大場　彬博 中央病院
良性胆管狭窄に対するフレアなし全カバー付き胆管金属ステン
ト留置の有用性と安全性に関する前向き試験

2019/07/25～
2019/12/31

2019-065 木下　敬弘 東病院
JCOG1809：大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹腔鏡下
脾温存脾門郭清の安全性に関する第II相試験

2019/07/25～
2024/07/31

2019-064 小川　朝生 東病院 DPCを用いた高齢がん患者の診療実態の把握
2014/01/01～
2015/12/31

2019-063 (PDF) 浜本　隆二 研究所
筋強直性ジストロフィーにおける多系統全身障害の病態メカニ
ズム解明を目的としたマルチオミックス解析

2007/09/01～
2020/06/30

2019-062 竹野　美沙樹 東病院
進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療時の薬剤師によるテレ
フォンフォローアップの実態調査

2009/06/01～
2018/12/31

2019-061 吉田　幸弘 中央病院
胸部腫瘍の臨床病理学的な特性の予測を目的とした画像診断
技術の開発に関する研究

1990/01/01～
2020/06/12

2019-060 大塚　亮 中央病院
フルオロウラシルに起因する口内炎に対するアロプリノール含嗽
水の予防効果の検討

2015/09/01～
2018/08/31

2019-059 吉田　正行 中央病院
乳がんにおけるホルモン受容体、HER2検査の全国的な外部精
度保証の実施

2012/01/01～
2018/12/31

2019-058 (PDF) 岩田　敏 中央病院
感染症の臨床微生物学的な特性と治療の効果・安全性等に関
する研究

2019/06/27～
2029/05/31

2019-057 冨士山　さおり 中央病院
乳がんAC療法患者に対する電話訪問導入の有用性を検討する
ための後ろ向き観察研究

2018/05/01～
2019/03/26

2019-056 須藤　一起 中央病院
がん組織の遺伝子解析に基づく相同組み換え修復機能を測定
する研究 

2008/01/01～
2022/03/31

2019-055 (PDF) 坪井　正博 東病院
肺癌登録合同委員会 
胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究 

2018/04/01～
2023/03/31

2019-054 金　成元 中央病院
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する自家造血幹細胞移植
に関する後方視的研究

1991/01/01～
2007/12/31

2019-053 (PDF) 里見　絵理子 中央病院 腹水濾過濃縮再静注法に関する基礎的及び臨床的研究
2015/01/01～
2026/06/30

2019-052 麻生　智彦 中央病院
X線動態画像による胸部異常影の検出能評価　 
‐胸部X線画像および検診用低線量胸部CT画像との比較‐

2019/09/06～
2022/08/31
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2019-051 小川　朝生 東病院
高齢者の日常生活における意思決定能力評価法の妥当性・信
頼性の検討 

2019/07/10～
2020/01/31

2019-050 麻生　智彦 中央病院
被ばく線量管理における線量情報の光学的文字認識による読
取精度の研究

2019/06/27～
2020/04/30

2019-049 岩田　慎太郎 中央病院

REtroperitoneal SArcoma (RESAR): prospective collection of 
primary retroperitoneal sarcoma patient’s data, radiological and 
pathological material for the TransAtlantic Australasian 
Retroperitoneal Sarcoma Working Group

2019/07/01～
2029/12/31

2019-048 向井　博文 東病院
マンモグラフィ読影におけるディープラーニングを用いた 
コンピューター自動診断システム（DLADs）の性能評価試験 

2010/01/01～
2021/07/09

2019-047 坪井　正博 東病院
JCOG1710A:高齢者肺癌手術例に対するADLの転帰を評価する
前向き観察研究 

2019/06/27～
2023/06/26

2019-046 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

肺癌患者における、がん性胸膜炎による胸水貯留に対する肺癌
患者における滅菌調整タルク及びOK-432による胸膜癒着の有
効性と安全性の後方視的検討

2013/05/01～
2018/12/31

2019-045 齋藤　豊 中央病院 EndoBRAIN-02性能評価試験
2016/01/01～
2019/01/31

2019-044 (PDF) 野中　哲 中央病院
十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の成績に関する多施設後向
き研究

2008/01/01～
2018/12/31

2019-043 (PDF) 松元　祐司 中央病院
多元情報解析を用いた肺癌リンパ節転移予測・診断システムの
構築

2014/04/01～
2018/03/31

2019-042 後藤　悌 中央病院
JCOG1701A1：PD-1 経路阻害薬の休薬に関する血液検体によ
る 効果予測因子および予後因子に関する探索的研究

2019/07/11～
2022/03/31

2019-041 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG CS-17研究付随研究 
急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケンスの 
実行可能性に関する研究（JALSG CS-17-Molecular）

2019/09/04～
2022/08/31

2019-040 秋元　哲夫 東病院
転移性肺腫瘍に対する陽子線治療の多施設共同後ろ向き観察
研究

2001/01/01～
2016/12/31

2019-039 向井　博文 東病院

JCOG1709A:日本人乳癌患者を対象とし仮想的市場評価法を用
いて患者が考える「生命」や「健康」に対する金銭的価値を支払
い意思額（Willingness to pay：WTP）として検証する前向き観察
研究

2019/06/28～
2022/03/31

2019-038 髙橋　進一郎 東病院
切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法またはゲムシタビン＋
ナブパクリタキセル併用療法により切除可能と判断し、開腹手術
を施行した膵癌患者の登録解析研究

2014/01/01～
2018/12/31

2019-037 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

セリチニブ使用ALK遺伝子転座陽性肺癌患者における制吐療
法に関する研究

2016/05/01～
2019/04/30

2019-036 (PDF) 白石　航也 研究所
ゲノム解析に基づく宿主並びに腫瘍における免疫応答ネット
ワーク機構の解明

1999/01/01～
2026/03/31

2019-035 岩田　敏 中央病院
日本におけるノカルジア症の臨床的疫学と感受性に関する 
後方視点的研究

2010/01/01～
2017/12/31
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2019-034 島津　太一 がん対策研究所 職域におけるがん予防実装試験の事業所スコアシート開発
2019/06/19～
2020/04/01

2019-033 成田　善孝 中央病院
NRG-BN003：Grade IIの髄膜腫に対する肉眼的全摘出後の経過
観察と放射線治療を比較する第III相試験

2019/07/12～
2023/05/31

2019-032 (PDF) 松岡　隆典 東病院 MRI検査における圧縮センシングの有用性に関する研究
2018/12/10～
2021/12/01

2019-031 (PDF) 山本　雄介 研究所 マイクロRNAを用いたがん検出技術の開発
2015/04/01～
2020/12/31

2019-030 髙橋　朋子 がん対策研究所
電話相談場面から得た初期治療選択時の高齢がん患者の家族
の経験と相談ニーズに関する研究 

2018/04/01～
2019/12/31

2019-029 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院
遺伝性腫瘍の診断と臨床病理学的特性、治療効果・安全性等
に関する研究

2019/06/04～
2029/03/31

2019-028 五十嵐　隆志 東病院
薬剤性アカシジアを発症したがん患者における抗精神病薬の使
用状況やその他患者背景についての実態調査

2015/12/01～
2020/05/31

2019-027 (PDF) 小林　望 中央病院
レセプトデータを用いた進行大腸がん特定のためのバリデーショ
ン研究 

2017/01/01～
2017/12/31

2019-026 青木　一教 研究所
がん組織における免疫微小環境の分子基盤の解明と新たな創
薬標的の探索に関する多施設共同研究

2019/06/04～
2022/02/28

2019-025 赤澤　聡 中央病院
悪性腫瘍切除後腹壁自家組織再建に関する多施設共同観察研
究（国立がん研究センター中央・東病院）

2007/01/01～
2018/12/31

2019-024 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌に対する化学放射線療法後のデュルバルマブ地
固め療法の安全性、忍容性及び有効性に関する後向き研究

2018/06/01～
2021/05/31

2019-023 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌患者生検組織および血液を用いた創薬標的分子の発現・
機能解析 

2011/06/13～
2019/03/31

2019-022 中村　能章 東病院

「血中循環腫瘍DNAにFGFR遺伝子異常を有する難治性の治癒
切除不能な進行・再発の固形がん患者に対するTAS-120単独
療法の有効性及び安全性を評価する多施設共同臨床第II相バ
スケット試験（TiFFANY試験）」に付随するTR研究

2019/06/19～
2024/03/31

2019-021 (PDF) 栁澤　かおり 東病院
PET/CT検査における医療被ばく最適化を目指した線量管理シ
ステムの研究

2016/07/01～
2022/03/31

2019-020 後藤　悌 中央病院
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマ
ブの多施設共同前向き観察研究:(J-TAIL) におけるバイオマー
カー探索研究

2019/05/30～
2021/07/30

2019-019 (PDF) 白石　友一 研究所 大規模公共データの統合解析による知識探索
2019/06/27～
2025/03/31

2019-018 (PDF) 山本　雄介 研究所
生体維持機能の破綻による前がん病変から浸潤がんへの移行
を制御する分子機序の解明 

2019/06/28～
2023/03/31

2019-017 渡邉　俊一 中央病院
JCOG1710A：高齢者肺癌手術例に対するADLの転帰を評価す
る前向き観察研究

2019/05/16～
2023/04/30

95 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-032.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-031.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-029.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-027.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-021.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-019.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2019-018.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2019-016 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

婦人科悪性腫瘍患者における第1相臨床試験の治療成績に関
する後方視研究 

2016/04/01～
2018/12/31

2019-015 鈴木　秀隆 東病院 デュロキセチンによる消化器毒性発現のリスク因子解析
2014/12/01～
2018/09/30

2019-014 阿部　清一郎 中央病院 消化管分野向け新規画像処理手法の有用性に関する検討
2019/05/16～
2019/09/30

2019-013 谷口　浩也 東病院
SAFEBEAM試験: SafeSeqS法及びBEAMing法を用いた
Circulating Tumor DNA遺伝子検査の性能評価試験 

2016/07/01～
2017/08/31

2019-012 松井　礼子 東病院
がん化学療法に対する制吐薬としてのオランザピンの使用実態
調査

2018/06/01～
2018/09/30

2019-011 小川　千登世 中央病院 がん対策の進捗管理のための患者体験調査（小児版）
2019/06/27～
2023/03/31

2019-010 米盛　勧 中央病院

NCCH1607付随研究: ホルモン受容体陽性/HER2陰性の進行ま
たは転移性乳癌女性患者を対象に、パルボシクリブ＋タモキシ
フェン（±ゴセレリン）併用投与とプラセボ＋タモキシフェン（±ゴ
セレリン）併用投与を比較する、アジア共同、国際、多施設、無
作為化、二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較第Ⅲ相試験付
随研究（NCCH1607-TR: PATHWAY Trial-TR） 

2018/02/09～
2022/02/28

2019-009 庄司　広和 中央病院
切除不能進行・再発HER2陽性胃癌に対するS-
1/Capecitabine+Oxaliplatin+Trastuzumab+Nivolumab併用療法の
第I相試験（Ni-HIGH試験）付随研究

2019/06/28～
2021/12/31

2019-008 山本　昇 中央病院
1381-0004臨床試験（BI 754091 及び BI 754111）におけるバイ
オマーカー探索の共同研究 

2019/05/07～
2021/04/30

2019-007 石木　寬人 中央病院
医療者とがん患者のコミュニケーションを評価する質問紙
(EORTC COMU26)の信頼性と妥当性を検討する国際共同第IV
相試験

2019/07/11～
2019/12/31

2019-006 設樂　紘平 東病院
術後補助化学療法施行胃癌症例におけるdMMRステータスに関
する研究 

2007/01/01～
2015/12/31

2019-005 木下　敬弘 東病院
JCOG1711：漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象と
した大網切除に対する大網温存の非劣性を検証するランダム化
比較第III相試験

2019/04/22～
2025/08/31

2019-004 山本　雄介 研究所 がん関連血液中マイクロRNAの探索研究
2017/07/20～
2020/07/19

2019-003 佐藤　信恵 東病院
医薬品添付文書に心血管系有害事象が記載されている経口抗
がん薬による心毒性発現の実態調査

2013/01/01～
2018/12/31

2019-002 庄司　正昭 中央病院
担がん患者に合併した静脈血栓塞栓症における非ビタミンＫ阻
害経口抗凝固薬リバーロキサバン治療の前向き臨床研究

2019/06/04～
2021/12/31

2019-001 (PDF) 山本　雄介 研究所
がん発症前の健康状態と関係する血清中マイクロRNAプロファ
イルの探索的研究

2002/01/01～
2019/03/31
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2018-435 (PDF) 大西　達也 東病院
乳腺腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関す
る研究 

1992/07/01～
2025/12/31

2018-434 松井　喜之 中央病院
去勢抵抗性前立腺癌の最適医療の実現に向けた血液ゲノム
マーカーの開発

2017/06/01～
2020/05/31

2018-433 (PDF) 山本　雄介 研究所
血清中マイクロRNAプロファイルの深層学習モデルを中心とした
悪性腫瘍診断技術の開発 

2017/07/20～
2020/07/19

2018-432 川澄　賢司 東病院
非小細胞肺癌における免疫チェックポイント阻害薬による皮膚
障害の実態調査

2017/01/01～
2019/03/31

2018-431 石井　源一郎 東病院
外科的切除された原発性肺腺癌における喫煙の一塩基多型お
よびがん微小環境への影響について

1999/08/01～
2003/06/30

2018-430 松井　礼子 東病院 免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害の実態調査
2015/10/01～
2019/02/28

2018-429 (PDF) 近藤　格 研究所
希少がん及び希少な臨床像・分子病理像を有する悪性腫瘍の
治療薬開発のための知見を得る研究：組織アレイによる標的タ
ンパクの同定と患者由来がんモデルの作製

1960/04/01～
2029/12/31

2018-428 平野　勇太 東病院
呼吸困難を有する肺がん患者を対象としたDyspnea-12日本語
版の信頼性・妥当性の検証

2019/04/22～
2021/03/31

2018-427 阿部　清一郎 中央病院
上部内視鏡検査における病変拾上げ・鑑別AI開発に向けた 
画像および鑑別データ取得プロトコル

2019/05/30～
2021/05/29

2018-426 桑田　健 東病院

腫瘍組織固定条件が病理組織標本に対する免疫組織染色法お
よびin situ hybridization法による判定におよぼす影響に関する
前向き観察研究 

2019/04/22～
2021/03/31

2018-425 井垣　浩 中央病院 Study of Ophthalmic Radiation Therapy Toxicity
2018/01/01～
2019/09/30

2018-424 (PDF) 木下　敬弘 東病院
進行胃癌に対する術前化学療法効果予測因子同定を目的とし
た大規模バイオマーカー研究のための事前検討 

2016/06/30～
2019/03/31

2018-423 秋元　哲夫 東病院
孤立性リンパ節再発に対する陽子線治療の多施設共同後ろ向
き観察研究

2001/01/01～
2019/12/31

2018-422 秋元　哲夫 東病院
転移性肝腫瘍に対する陽子線治療の多施設共同後ろ向き観察
研究

2001/01/01～
2016/12/31

2018-421 秋元　哲夫 東病院
低線量率小線源治療前後の口腔・中咽頭癌患者由来唾液を用
いた腫瘍特異的DNAの検出および口腔内微生物叢解析 

2019/04/22～
2023/08/31

2018-420 矢野　友規 東病院
病理組織学的深達度MM/SM1食道扁平上皮癌に対する 
内視鏡的切除の治療成績に関する多施設共同後ろ向き研究 

1992/08/01～
2016/04/30

2018-419
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所 造血器腫瘍における網羅的機能解析
2019/04/26～
2024/03/31
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2018-418 (PDF) 河野　隆志 研究所
腫瘍の予後・治療効果予測に資するデジタル画像解析による病
理学的指標の探索

1962/01/01～
2022/03/31

2018-417 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

唾液腺癌を対象とした免疫関連バイオマーカーの観察研究
1996/01/01～
2018/03/31

2018-416 (PDF) 南　陽介 東病院
造血器腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に
関する研究 

1992/07/01～
2029/03/18

2018-415 橋本　裕輔 東病院
切除不能悪性腫瘍に合併した悪性胆道狭窄に対する超音波内
視鏡下胆嚢ドレナージ（EUS-GBD）の有効性と安全性に関する
後ろ向き研究

2015/04/01～
2020/08/28

2018-414 (PDF) 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

抗IL-6受容体抗体トシリズマブ(TCZ)による膵がん微小環境改
善効果に関する探索的研究

2006/04/01～
2020/03/31

2018-413 後藤田　直人 東病院
GIST(Gastrointestinal Stromal Tumor)の悪性度、薬剤耐性に関
する多施設共同研究

2012/12/25～
2015/12/28

2018-411 河嶌　夏來 東病院
がん専門病院A病棟における退院支援カンファレンスの実態調
査

2017/04/01～
2018/03/31

2018-410 小谷　大輔 東病院
抗EGFR抗体薬の治療歴のあるRAS/BRAF V600E野生型の切
除不能進行・再発大腸癌患者を対象としたctDNA解析による
RAS変異モニタリングの臨床的有用性を評価する観察研究

2019/03/25～
2021/03/31

2018-408 加藤　友康 中央病院 卵巣腫瘍組織型別リスク因子に関する研究
2007/01/01～
2016/12/31

2018-407 吉野　孝之 東病院
GI-SCREEN-CRC-MSI 付随研究02:大腸がんを対象としたMSI
検査としてのMSI検査キット（FALCO）とModified ベセスダパネル
との同等性試験

2019/03/29～
2019/03/31

2018-405 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院

NCCH-1808家族性膵癌家系または遺伝性腫瘍症候群に対する
早期膵癌発見を目指したサーベイランス方法の確立に関する試
験 

2019/04/22～
2035/04/21

2018-404 (PDF) 後藤　功一 東病院

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指し
た、遺伝子スクリーニングと 
モニタリングのための多施設共同前向き観察研究（LC-
SCRUM-Asia）

2019/04/09～
2041/03/31

2018-403 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における付随研
究29　抗がん剤(FF-10832及びFF-10850を含む)が免疫細胞に
及ぼす作用の検証 
 

2015/07/01～
2019/12/31

2018-402 石井　源一郎 東病院
原発性肺多形癌のがん微小環境における癌成分および肉腫成
分のがん関連線維芽細胞と免疫炎症細胞の比較および関係性
について

1998/11/01～
2018/09/30

2018-401 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

「切除不能な進行・再発胃がん患者を対象としたDisulfiramと
Nivolumabの同時併用療法に関する臨床研究」に付随する免疫
系の変化を観察する探索的研究 

2019/03/01～
2021/03/31

2018-400 山本　雄介 研究所 重症下肢虚血におけるエクソソームの関与
2019/03/25～
2019/03/31
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2018-399 早川　雅代 がん対策研究所
患者・市民向けがん情報提供における効果的なイラストレーショ
ンの作成および活用に関する研究

2019/03/25～
2019/08/31

2018-398 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

免疫チェックポイント阻害薬投与非小細胞肺癌患者における 
重篤な免疫関連有害事象とその対応に関する観察研究

2015/12/01～
2018/11/30

2018-397 金光　幸秀 中央病院
大腸癌データベースの構築とデータベースを利用した大腸癌の
臨床病理学的特徴および術後の至適フォローアップ方法の検討
に関する多施設共同後ろ向き観察研究

1997/01/01～
2013/12/31

2018-396 青木　一教 研究所
がん組織におけるOPC-320感受性因子の発現解析に関する研
究

2016/10/01～
2020/09/30

2018-395 後藤田　直人 東病院

高難度腹腔鏡下肝切除術についての国際調査 
International Survey on Technical Aspects of Laparoscopic 
Liver Resection-2 ( INSTALL-2) 

2014/01/01～
2018/09/30

2018-394 加藤　友康 中央病院
GOTIC-019：進行上皮性卵巣癌における主治療前化学療法お
よび腫瘍減量手術の適用に関する後方視的調査

2010/01/01～
2015/12/31

2018-393 堀口　沙希 中央病院
がん治療中の若年成人期AYA世代患者の自己効力感と関連要
因

2019/03/13～
2021/03/31

2018-392 奥坂　拓志 中央病院

NCCH-1813：切除不能悪性肝門部胆道閉塞に対する超音波内
視鏡下胆管胃吻合術および胆管十二指腸吻合術の同時施行 
によるドレナージ法ついての第II相臨床試験 

2019/04/04～
2022/03/31

2018-391 (PDF) 松岡　弘道 中央病院
周術期精神症状の発症を予測するバイオマーカーの探索 
―レトロスペクティブ研究― 

2011/05/01～
2019/07/31

2018-390 後藤　功一 東病院
WJOG10718LTR：PD-L1 高発現非扁平上皮非小細胞肺癌に対
するアテゾリズマブ・ベバシズマブのバイオマーカー研究

2019/05/30～
2020/01/31

2018-389 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究｢進行性・転移性胃癌および食道胃接合部癌患者における
Claudin18.2の発現と予後、臨床病理学的特徴および免疫状態と
の関連に関する研究｣

2015/10/16～
2019/12/31

2018-388 八巻　知香子 がん対策研究所
AYA世代のがん患者に向けた療養支援サイトの有用性の検証
に関する研究

2019/03/13～
2019/12/31

2018-387 森實　千種 中央病院 HER2発現胆道癌スクリーニング研究
2019/03/20～
2021/09/30

2018-386 富岡　利文 東病院

下咽頭癌に対する経口的切除術と外切開一次縫合術の役割に
ついての検討 
Clinical retrospective study of transoral surgery and partial 
pharyngectomy via lateral pharyngotomy for hypopharyngeal 
cancer

2002/01/01～
2014/12/31

2018-385 井垣　浩 中央病院
JCOG0701A3：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長期予後および遅発性放射線反応に
関する研究

2007/09/05～
2013/01/25

2018-383 秋元　哲夫 東病院
リンパ節転移のある前立腺癌に対する放射線治療の調査研究 2011/01/01～

2015/12/31
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2018-382 (PDF) 小林　進
先端医療開発セ
ンター(柏)

EGFR遺伝子変異陽性肺癌におけるEGFR-TKIへの耐性化機序
とAPOBEC3/AID発現の関連の検討

2013/01/01～
2018/12/31

2018-381 (PDF) 山田　真善 中央病院
DESIGN AI‐01 study：大腸前がん病変および早期大腸癌発見
に対する人工知能技術を活用したリアルタイム内視鏡診断サ
ポートシステムに関する性能評価試験

2018/07/01～
2018/10/31

2018-380 木下　敬弘 東病院
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク JCOG1509 登
録患者の凍結組織・血液バンキング

2016/09/04～
2023/03/03

2018-379 (PDF) 込山　元清 中央病院
尿路上皮がんに対する免疫チェックポイント 
阻害薬治療の多施設共同観察研究 

2019/03/08～
2023/03/31

2018-378 石井　源一郎 東病院 デジタル病理画像を用いた、遺伝子変異予測に関する研究
2002/01/01～
2021/12/31

2018-377 吉川　貴己 中央病院
JCOG1711：漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象と
した大網切除に対する大網温存の非劣性を検証するランダム化
比較第III相試験

2019/03/14～
2025/08/31

2018-376 堀之内　秀仁 中央病院
RealKEY：日本肺癌学会学術研究免疫チェックポイント阻害療法
を受けた非小細胞肺癌患者の観察研究

2017/02/01～
2017/06/30

2018-375 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究26 
腫瘍浸潤リンパ球における細胞特異的マーカーの探索とその機
能解析

2015/07/13～
2023/03/31

2018-374 林　隆一 東病院
頸部放射線照射歴のある下咽頭癌に対する経口的切除術の検
討

2002/01/01～
2017/12/31

2018-373
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究27 
 
治験実施計画書番号EPOC1709 「既存治療で根治が期待でき
ない食道がん患者を対象としたASP-1929を用いた光免疫療法
（PIT）の安全性・有効性を検討する第 Ib/II 相臨床試験」におけ
る患者免疫状態の解析 

2019/02/19～
2022/03/31

2018-372 永田　浩一 中央病院 大腸CT検査導入に伴う全大腸検査数への影響評価研究
2014/01/01～
2019/01/31

2018-371 (PDF) 近藤　格 研究所 腹膜偽粘液腫における既存抗がん剤の適応拡大の研究
2019/03/25～
2029/03/31

2018-370
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 経口抗悪性腫瘍剤の処方管理状況に関する理解度調査
2019/03/13～
2024/03/31

2018-369 間野　博行
国立がん研究セ
ンター

C-CAT収集データ利活用システムの構築と運用
2019/03/20～
2029/03/31

2018-368 阿部　清一郎 中央病院

内視鏡的粘膜下層剥離術における次世代狭帯域光イメージン
グを用いた術中出血部の視認性研究 
 

2019/03/19～
2019/07/31
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2018-367 (PDF) 吉野　孝之 東病院
治癒切除不能な固形悪性腫瘍における血液循環腫瘍DNAのが
ん関連遺伝子異常及び腸内細菌叢のプロファイリング・モニタリ
ングの多施設共同研究

2019/04/01～
2022/09/30

2018-366 伊豆津　宏二 中央病院
造血器腫瘍患者の臨床検体を用いた、診断、治療方針に関わ
る遺伝子のプロファイリング研究

2019/03/08～
2022/03/31

2018-365 齋藤　豊 中央病院
大腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設
共同前向き研究

2019/06/27～
2019/12/31

2018-364 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
高齢者(75歳以上）非小細胞肺がん患者に対する免疫チェックポ
イント阻害剤の多施設共同　薬物動態研究 

2019/03/25～
2022/03/31

2018-363 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

非小細胞肺がんの原発ならびに転移巣の比較による転移予測
に有用な遺伝子診断マーカーの探索

1988/01/01～
2018/06/28

2018-362 鈴木　真也 東病院
頭頸部がん化学放射線療法における、薬剤師による継続的な
疼痛管理を受けた症例での放射線照射終了後のopioidの使用
に関する後ろ向き調査

2017/06/01～
2020/03/31

2018-361 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

大腸癌を含む固形がん患者を対象としたE7386の非盲検第１相
試験：用量漸増パートの付随試験

2019/03/01～
2021/03/31

2018-360 小杉　和博 東病院
子どもを持つがん患者における心理社会的苦痛と支援ニーズに
関する横断研究

2019/03/01～
2019/03/31

2018-359 小林　進
先端医療開発セ
ンター(柏)

非小細胞肺癌における抗PD-1抗体のバイオマーカーとなる血
中miRNAの探索研究 

2016/07/05～
2018/12/31

2018-358 吉野　孝之 東病院

「MET遺伝子増幅を有する切除不能・進行再発大腸癌患者を対
象とするカボザンチニブ単剤又はカボザンチニブとパニツムマブ
同時併用療法の多施設共同第I/II相臨床試験（略名: 
METBEIGE試験）」に付随するバイオマーカー研究 

2019/03/01～
2025/03/31

2018-357 髙山　智子 がん対策研究所
がん相談支援センター利用の前後での利用者のQOLと心理状
態の比較検討に関する研究

2019/02/19～
2020/03/31

2018-356 小川　朝生 東病院
認知症教育プログラムのアウトカム評価の予備的検討に関する
多施設共同観察研究

2018/05/01～
2019/03/31

2018-355 (PDF) 望月　伸夫 東病院 消化器内視鏡治療関連出血イベントの実態調査
2017/04/01～
2018/03/31

2018-354 (PDF) 松元　祐司 中央病院
呼吸器内視鏡に関する多施設共同データベースを用いた前向
き観察研究

2019/01/01～
2028/12/31

2018-353 山本　雄介 研究所
ヒト末梢気道幹細胞由来エクソソーム・マイクロRNAを用いた抗
線維化治療

2019/02/19～
2022/03/31

2018-352 後藤　悌 中央病院 血漿中DNAによるロルラチニブの効果予測に関する研究
2019/02/19～
2023/02/18

2018-351 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

切除可能膵がん患者に特徴的な尿中蛋白断片を用いた早期膵
がん検出アルゴリズム構築研究

2013/04/17～
2020/03/31

2018-350
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「職業関連性胆道癌のニボルマブ療法の第II相試験（OPAL試
験）」に附随するバイオマーカーの探索研究

2019/02/19～
2023/03/31
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2018-349 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「再発・治療抵抗性の造血器悪性腫瘍患者を対象とする、
Nivolumab単剤療法の安全性・有効性を検討する多施設共同第
Ⅱ相臨床試験」に附随するバイオマーカーの探索研究

2007/01/01～
2021/12/31

2018-348 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

非小細胞肺癌における免疫チェックポイント阻害薬の効果に対
する併用薬による影響の検討

2015/12/01～
2018/07/31

2018-347 清水　陽一 中央病院

高強度短時間間欠的トレーニングと情報通信技術を用いた生活
の場での行動変容が運動習慣のない乳がんサバイバーの全身
持久力と運動習慣に与える影響：TSUKIJI habit-Bプログラム開
発

2019/03/13～
2020/09/30

2018-346 坂本　はと恵 東病院
「『仕事とがん治療の両立 お役立ちノート』を用いた就労支援プ
ログラムに関する研究」

2019/02/19～
2021/02/18

2018-345 吉野　孝之 東病院
大腸がんに対する新規single cell解析法を用いたがん組織の遺
伝子解析

2019/02/02～
2022/12/31

2018-344 楠原　佳那子 東病院
化学療法による妊孕性への影響に関する医療者の情報提供の
変容に関する検討

2014/01/01～
2017/12/31

2018-343 里見　絵理子 中央病院
思春期・若年成人がん患者を対象とした「NCCN®　Distress 
Thermometer and Problem List」日本語版スクリーニングシート
の妥当性に関する半構造化面接調査

2019/02/05～
2020/03/31

2018-342 松本　禎久 東病院
健康人におけるウェアラブルデバイスの標準化を目的とした観
察研究

2019/01/30～
2019/12/14

2018-341 木下　敬弘 東病院
cT3以深（SS/SE）の胃癌における大網温存手術の長期予後を
評価する臨床研究 

2006/01/01～
2012/12/31

2018-340 平岡　伸介 中央病院
病理診断支援のための人工知能（病理診断支援AI）開発と統合
的「AI医療画像知」の創出

2003/01/01～
2018/12/31

2018-339 池田　公史 東病院
切除不能・再発膵腺扁平上皮癌に対する化学療法の治療成績
に関する多施設後ろ向き観察研究

2001/04/01～
2017/12/31

2018-338 稲本　賢弘 中央病院
造血細胞移植後に発症した治療関連急性骨髄性白血病/骨髄
異形成症候群の検討：日本造血細胞移植学会一元化データを
用いた後方視的解析

1977/01/01～
2016/12/31

2018-337 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

「難治性のCD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫を対象とした
FCAR-CD20療法の安全性、忍容性及び薬物動態を検討する第
Ⅰ相臨床試験」に付随するCAR-T細胞の移入による免疫系の
変化を観察する探索的研究 

2019/03/01～
2022/03/31

2018-336 鈴木　真也 東病院
貼付型服薬支援ツール使用時における経口用抗がん薬の後ろ
向きアドヒアランス観察研究

2017/01/01～
2019/03/31

2018-335 久松　大祐 東病院
化学放射線療法又は放射線療法後の局所遺残再発食道癌に
対する光線力学的療法施行に伴う光線過敏症発現の実態調査

2012/04/01～
2018/09/30

2018-334 吉川　貴己 中央病院
胃癌術後補助化学療法施行中または早期(6ヶ月以内)再発症例
を対象とした治療成績調査：多施設共同後ろ向き観察研究

2012/01/01～
2016/12/31

2018-333 永田　浩一 中央病院
高齢者における消化器内視鏡がん検診の受診状況と結果の解
析に基づくがん予防に適切な受診方法の検討

2004/01/01～
2018/09/30
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2018-332
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究24 
治療効果予測バイオマーカー探索のための基盤研究

2015/07/13～
2020/09/30

2018-331 土屋　雅子 がん対策研究所
成人期発症のがん患者へのフォローアップケアに関する意識調
査

2019/01/30～
2019/03/31

2018-330 山本　精一郎 がん対策研究所
肝臓がん予防のためのランダム化比較試験による肝炎ウイルス
検査受検率向上資材の有効性評価

2019/04/01～
2020/03/31

2018-329 石木　寬人 中央病院
がん患者の満足度を評価する質問紙（EORTC IN-PATSAT9）の
日本語訳の妥当性を検証するパイロット研究 

2019/02/19～
2020/01/31

2018-327 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究27 
腫瘍組織およびエクソソームにおけるB7H3発現量および発現頻
度の解析 

2015/05/03～
2019/09/30

2018-326 田村　研治 中央病院 PARP阻害薬の有効性・安全性予測に関する探索的研究
2018/04/18～
2023/03/31

2018-325 杉本　元一 東病院
肝胆膵領域におけるCT画像データを用いた細胞外容積分率　
(Extracellular volume fraction: ECV)の算出と臨床応用の検討

2008/04/01～
2021/12/31

2018-324 金光　幸秀 中央病院 直腸癌治療における側方郭清に関する多施設前向き観察研究
2019/01/22～
2022/03/31

2018-323
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 患者診療体験調査のWEB調査化の可能性に関する研究
2019/01/07～
2022/03/31

2018-322 (PDF) 藤田　武郎 東病院
食道腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関
する研究 

1992/07/01～
2020/12/10

2018-321 (PDF) 楠本　昌彦 中央病院
胸部腫瘍の画像診断への深層学習システムを用いた人工知能
の応用：システムの構築と診断能に関する多施設共同研究

2009/01/01～
2017/12/31

2018-320 宮本　憲一 東病院
「FCAR-CD20療法の第Ⅰ相臨床試験」実施に向けた血漿及び
成分血の輸送及び安定性試験のための単核球提供の研究 

2019/01/07～
2020/01/06

2018-319 島津　太一 がん対策研究所 「健康情報についての全国調査」予備調査
2019/02/01～
2019/03/31

2018-318 (PDF) 井垣　浩 中央病院 人工知能を用いた自動輪郭描出機能に関する精度評価
2007/04/01～
2020/03/31

2018-317 佐野　智望 がん対策研究所
ストレプトゾシン投与時の支持療法と有害事象に関する実態調
査

2014/01/01～
2021/12/31

2018-316 木下　敬弘 東病院

食道胃接合部癌に対する多施設国際共同調査研究 
(Comparison of outcomes for patients undergoing curative 
surgery with adenocarcinoma of the esophagogastric junction 
between national cancer centers in Japan and the United 
States) 

2012/01/01～
2017/12/31

103 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2018-322.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2018-321.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2018-318.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2018-315 江﨑　稔 中央病院
費用対効果を考慮したがん診療のあり方研究 
-肝胆膵外科-

2019/06/27～
2020/09/30

2018-314 (PDF) 設樂　紘平 東病院

｢進行性・転移性固形がん患者を対象とするRegorafenibと 
Nivolumabの同時併用療法第I相臨床試験」に付随するバイオ
マーカーの探索研究 

2018/01/15～
2019/06/30

2018-313 (PDF) 中村　能章 東病院
固形がんに対する新規治療・診断法開発のための分子生物学
的ランドスケープ解明研究 

2011/07/01～
2023/12/31

2018-311 高阪　真路 研究所

乳がん患者および高リスク者におけるゲノム異常と免疫状態と
の統合的解析 
研究 

2018/12/20～
2024/03/31

2018-309 石井　源一郎 東病院
5FU+オキサリプラチンを含む化学療法施行前後の胃癌微小環
境における癌関連線維芽細胞の研究

2006/01/01～
2020/12/31

2018-308 林　隆一 東病院
頭頸部癌に対するニボルマブ適正使用のためのバイオマーカー
の創出に関する多施設共同研究

2017/03/01～
2018/05/31

2018-307 伊藤　雅昭 東病院
腹腔鏡下直腸切除における手術支援システム開発へ向けた手
術動画データベース構築と解析研究 

2013/04/01～
2022/03/31

2018-306 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホート研究における認知症・うつ病のリスク要因解明、
および、がん生存者における認知症・うつ病との関連解析研究

2019/01/30～
2028/03/31

2018-305 後藤　功一 東病院

根治手術療法かつ根治放射線療法不能の非扁平上皮非小細
胞肺癌に対する血管新生阻害剤の治療効果・予後予測モデル
構築に関する観察研究 

2005/01/01～
2017/12/31

2018-304 (PDF) 吉野　孝之 東病院
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人
工知能を用いた新規診断・治療アルゴリズムの開発に関する研
究

2018/11/29～
2021/03/31

2018-303 (PDF) 近藤　格 研究所
患者由来がんモデルの樹立とその基礎研究および前臨床試験
への応用：希少がん及び希少な臨床像・分子病理像を有する悪
性腫瘍を対象とした研究

2019/01/18～
2028/12/31

2018-302 熊本　忠史 中央病院
難治性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対する予後に関する臨
床的要因を検討する後方視的調査研究

2000/01/01～
2016/12/31

2018-301 松井　礼子 東病院
パルボシクリブ内服中の患者において腎機能低下の発現状況と
それに伴う有害事象の検討

2017/12/01～
2018/05/31

2018-300 吉野　孝之 東病院
大腸癌に対するFOLFIRI+ラムシルマブ療法におけるインフュー
ジョンリアクションの頻度を調べる後ろ向き研究

2016/05/01～
2018/10/31

2018-299 (PDF) 江﨑　稔 中央病院 肝胆膵領域腫瘍の臨床病理学的な特性と予後等に関する研究
1990/01/01～
2028/12/12

2018-298 伊藤　雅昭 東病院 下部直腸癌における至適リンパ節転移（N）分類の構築
2007/01/01～
2013/06/30

2018-297 (PDF) 望月　伸夫 東病院
AIを活用した外来化学療法トリアージ支援システムの構築に関
する研究

2012/04/01～
2021/12/31
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2018-296 (PDF) 小島　隆嗣 東病院

｢切除不能局所進行食道扁平上皮癌を対象とした化学放射線療
法後の逐次治療としてのアテゾリズマブ単独療法の安全性及び
有効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床相試験｣に付随する
バイオマーカーの探索研究

2018/12/20～
2024/03/31

2018-295 松岡　豊
社会と健康研究
センター

乳がん診療ガイドラインにおける運動に関する推奨の普及の実
態とその促進・阻害要因 -乳がんサバイバー対象の実態調査-

2019/01/15～
2020/09/30

2018-294 (PDF) 小島　隆嗣 東病院
切除不能局所進行食道扁平上皮癌を対象とした化学放射線療
法の実施状況と長期予後に関する観察研究

2018/12/20～
2026/12/19

2018-293 池田　公史 東病院
76 歳以上の切除非適応膵癌患者に対する 非手術療法の前向
き観察研究

2018/12/20～
2019/06/30

2018-292
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究25　制御性T細胞に発現する分子解析と測定評価法の
構築 

2015/07/01～
2020/12/31

2018-291 松元　祐司 中央病院
Radiomicsアプローチを用いた腫瘍内特徴分布の解析技術に関
する共同研究

2017/01/01～
2018/11/30

2018-290 増田　均 東病院 腎腫瘍の画像解析：多施設共同後向き研究
2004/04/01～
2018/05/31

2018-289 佐藤　哲文 中央病院
集中治療室における「せん妄」評価に関する実態調査　～多施
設共同前向き観察研究～

2019/07/10～
2019/09/30

2018-288 島田　和明 中央病院
PreBD Study:膵頭十二指腸切除術における術前減黄処置と術
後合併症発生の検討: 多施設共同後ろ向き研究

2012/01/01～
2017/12/31

2018-287 本田　一文 研究所 腫瘍マーカー検査試薬の有用性評価と臨床性能の検証
2019/02/19～
2021/03/31

2018-286 吉田　幸弘 中央病院
原発性肺癌手術における手術関連死亡率の地域間格差に関す
る研究 

2014/01/01～
2016/12/31

2018-285 小林　直子 東病院
肝胆膵内科外来に通院する患者に抗がん剤治療中から実施す
るアドバンス・ケア・プランニングに関する後方視的検討

2016/04/01～
2021/03/31

2018-284 (PDF) 篠崎　雅史 東病院 X線CT検査における線量管理に関する研究
2016/09/01～
2025/03/31

2018-283
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

日本人腎細胞癌患者におけるPD-L1発現状況に関する多施設
共同 
レトロスペクティブ研究

2010/01/01～
2015/12/31

2018-282 (PDF) 藤井　誠志 東病院 頭頸部がん代謝機構の解明
2011/06/13～
2020/03/31

2018-281 髙島　淳生 中央病院
RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する 
一次治療での抗 VEGF 抗体薬または抗 EGFR 抗体薬併用療法
の 有効性を腫瘍占居部位別に比較する観察研究

2013/01/01～
2016/12/31

2018-280 藤井　誠志 東病院
日本人における頭頸部がん患者を対象とした免疫組識化学的
染色によるPD-L1蛋白の発現についての疫学調査

1994/02/15～
2020/12/31

2018-279 伊藤　雅昭 東病院
Stage II, III直腸がんに対する腹腔鏡手術におけるCRM(シー
アールエム)とTME(ティーエムイー)評価に関する前向き
registry(レジストリー)研究対象症例の長期予後に関する研究

2019/01/30～
2024/01/29
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2018-278 伊藤　雅昭 東病院
Stage II, III直腸癌に対する腹腔鏡手術におけるCRMとTME評価
に関する前向きregistry研究

2019/01/30～
2021/01/30

2018-277 坂本　はと恵 東病院 仕事とがん治療の両立に関する実態調査
2018/12/13～
2020/12/13

2018-275 秋元　哲夫 東病院
頭頸部扁平上皮癌における酸素飽和度イメージングによる放射
線治療感受性予測 

2019/01/09～
2022/01/08

2018-274 吉野　孝之 東病院
METABEAM: OncoBEAMTM RAS CRC Kitを用いた血漿中RAS
遺伝子変異検査のIndividual Patient Dataに基づくメタアナリシス 

2016/07/01～
2017/08/31

2018-273
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「悪性腫瘍局所・末梢における免疫抑制機構の解明（研究課題
番号：2015-101」における付随研究2 腫瘍浸潤リンパ球の抗原
特異的な反応の可視化の研究 

2015/07/01～
2021/12/31

2018-272 髙橋　進一郎 東病院
大腸癌遠隔転移切除例におけるBRAF V600E遺伝子変異に関
する多施設共同観察研究 

2005/01/01～
2017/12/31

2018-271 後藤田　直人 東病院

肝細胞癌患者対する腹腔鏡下と開腹下再肝切除術術後成績比
較 
-国際多施設後ろ向き研究 propensity score matched analysis- 

2007/01/01～
2017/07/31

2018-270 奥山　絢子 がん対策研究所
診療情報データベースを用いたがん看護の質モニタリングに関
する探索的研究

2013/01/01～
2016/12/31

2018-269 小林　直子 東病院
外来看護師を対象とした抗がん治療期からのアドバンス・ケア・
プランニングの実践に対するインタビュー調査

2018/12/13～
2023/10/31

2018-268 吉田　達哉 中央病院
免疫チェックポイント阻害剤による抗腫瘍効果と効果予測因子
の後方視的検討

2003/01/01～
2018/09/30

2018-267 (PDF) 髙島　淳生 中央病院
体細胞ゲノム解析に基づく肛門管扁平上皮癌の本態解明・ 治
療標的の同定を目指す研究

2006/01/01～
2017/12/31

2018-266 金光　幸秀 中央病院
肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性を評
価する後ろ向き試験 

2009/01/01～
2013/12/31

2018-265 朴　成和 中央病院 5-FU静注投与における個体間変動に関する研究
2019/01/01～
2019/12/31

2018-264 (PDF) 河野　隆志 研究所 胸部腫瘍の予後・治療効果予測に資する病理学的指標の探索
1962/01/01～
2028/03/31

2018-263
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究22 
免疫チェックポイント阻害剤の治療効果に関与する腸内細菌の
解析 

2015/07/13～
2019/10/31

2018-262 矢野　友規 東病院
10mm以下の十二指腸非乳頭部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

2018/11/08～
2020/07/09
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2018-261 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
前立腺がんに対する強度変調放射線治療の多施設前向き登録 2019/01/09～

2020/10/31

2018-260 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸内視鏡検査の検査支援機能に関する前向き観察研究
2019/01/18～
2020/03/31

2018-259 岩本　義弘 東病院
国立がん研究センター東病院における薬剤総合評価調整加算
算定を目的とした基礎調査

2018/07/01～
2018/07/14

2018-258 前田　優香 研究所

「悪性腫瘍局所・末梢における免疫抑制機構の解明（研究課題
番号：2015-101））」における付随研究3　免疫・ゲノムデータに基
づく バイオインフォマッティックス解析 

2015/07/01～
2021/12/31

2018-256 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

結腸がんにおける漿膜弾性板浸潤の診断的有用性に関する国
際共同研究

2006/01/01～
2010/12/31

2018-255 朴　成和 中央病院
切除不能進行・再発胃癌に対するNivolumab単剤療法における
Hyperprogressive disease (HPD)の後方視的検討 

2017/09/22～
2018/10/31

2018-254 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

乳がんおよび膀胱がんにおけるネオアンチゲンを標的とした個
別化がんペプチドワクチン療法の開発を目指した前臨床研究

2018/11/29～
2022/03/31

2018-253 後藤　悌 中央病院
ALK 融合遺伝子陽性、PS 不良の進行再発非小細胞肺癌に 対
するアレクチニブの長期的な予後に関する後ろ向き研究 

2015/03/23～
2019/07/31

2018-252 山﨑　直也 中央病院
EGFR阻害薬による遷延する痤瘡様皮疹に対する過酸化ベンゾ
イル外用薬の有用性に関する探索的検討

2018/12/04～
2018/12/31

2018-251
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

抗P D - 1 抗体治療に抵抗するメラノーマ病変の腫瘍細胞と 
浸潤リンパ球の解析

2016/04/01～
2021/03/31

2018-250 (PDF) 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

消化管内視鏡における測長デバイス開発に関する研究
2019/01/10～
2023/12/31

2018-249 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
我が国における担がん患者の循環器疾患診療実態に関する研
究

2011/10/01～
2016/12/31

2018-248 藤田　武郎 東病院
食道切除術再建術における再建胃管の血流評価における 
酸素飽和度イメージングの有用性に関する研究

2018/12/13～
2022/09/30

2018-247 荒川　博文 研究所 肝腫瘍の臨床像に関与する因子の免疫染色を含む解析
2018/10/26～
2022/12/31

2018-246 山本　昇 中央病院
希少がんを対象とした循環腫瘍DNAを用いた遺伝子パネル検
査研究 
-MASTER KEYレジストリ研究（NCCH1612）附随研究-

2018/10/30～
2019/03/31

2018-245 井垣　浩 中央病院
子宮頸がんに対するA群：腔内照射とB群：組織内照射併用腔内
照射の遡及的比較研究（国際多施設共同遡及的観察研究） 

2000/01/01～
2016/12/31

2018-244
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における
付随研究23

2015/07/13～
2022/09/30

2018-243 柳　朝子 中央病院
がん免疫療法を行う患者に対する包括的支援の検討 
～多職種医療者の視点より～ 

2018/11/28～
2019/09/30
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2018-242 今岡　大 東病院
切除不能膵退形成癌の治療成績に関する 
多施設共同後ろ向き観察研究

2007/01/01～
2017/12/31

2018-240 福田　隆浩 中央病院
「ハプロタイプ一致ドナー由来T細胞除去造血幹細胞移植後の
HSV-TK遺伝子導入Tリンパ球“Add-back”療法」試験登録患者
の前方視的観察研究

2018/11/06～
2018/12/31

2018-239 栁下　薫寛 研究所 呼吸器マイクロバイオーム研究
2018/10/15～
2023/03/31

2018-238 南　陽介 東病院
初回標準治療不耐容または再発難治の急性骨髄性白血病にお
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 
Hematologic Malignancies (HM)-SCREEN-Japan 01

2019/01/09～
2021/07/31

2018-237
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ONO-4538-31第Ⅱ相試験進行期悪性黒色腫に対する多施設共
同無作為化非盲検試験における血球サブセット及びTCRレパト
アの測定 

2016/03/01～
2018/08/21

2018-236
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ONO-4538-39第II相試験　子宮頸がん、子宮体がん及び軟部肉
腫に対する多施設共同非盲検非対照試験における血球サブ
セット及びTCRレパトアの測定

2016/06/01～
2017/04/30

2018-235 (PDF) 小島　隆嗣 東病院

「臨床病期Ⅱ/Ⅲ期(T4を除く)胸部食道扁平上皮癌を対象とした 
Docetaxel+CDDP+5-FU (DCF) 併用療法によるchemoselection
後に化学放射線療法あるいは外科切除の第Ⅱ相試験（CROC
試験,UMIN試験ID 8086）」の生体試料からの遺伝子発現プロファ
イルを用いた食道癌サブタイプ分類と治療効果および治療成績
との関連に関する付随研究実施計画書

2012/04/18～
2022/04/17

2018-234 井垣　浩 中央病院
NCCH1810：遠隔転移を認めない根治切除不能膵癌に対する
MRI搭載放射線治療機器を用いた体幹部定位放射線治療の
Feasibility study

2018/12/04～
2020/06/30

2018-233 (PDF) 藤森　麻衣子 がん対策研究所
全国がん登録を用いたがん患者の自殺に関する記述疫学的研
究

2016/01/01～
2022/12/31

2018-232
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ONO-4538-17併用第Ⅱ相試験 
進行期悪性黒色腫に対する多施設共同非盲検非対照試験にお
けるプロテインアレイ解析 

2015/07/01～
2016/10/31

2018-231 (PDF) 設樂　紘平 東病院
消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究付随研究21Ds-8201a投与患者における免疫
応答と耐性機序の解析

2018/11/06～
2024/03/31

2018-229 池田　公史 東病院
75歳以上の進行膵癌患者に対するゲムシタビン+ナブパクリタキ
セル併用療法の安全性に関する後ろ向き研究

2014/12/01～
2016/12/31

2018-228 (PDF) 近藤　格 研究所
腹膜偽粘液腫における腫瘍組織を用いた抗がん剤感受性試験
による既存治療薬の適応拡大による治療法の開発研究

2018/12/13～
2029/12/31

2018-227 松井　礼子 東病院
マルチキナーゼ阻害薬投与患者の甲状腺機能低下に関する実
態調査

2017/01/01～
2017/06/30

2018-226 青景　圭樹 東病院
尿中微量蛋白断片解析による早期肺扁平上皮癌 
診断マーカーの探索的研究 

2018/10/01～
2022/03/31
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2018-225
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

Pembrolizumab投与後縮小した病変と増悪した病変の比較検討
研究 

2018/10/15～
2019/03/31

2018-224 髙島　淳生 中央病院
実臨床における治癒切除不能進行再発結腸直腸癌に対する初
回治療としてのFOLFOXIRI/FOLFOXIRI+Bevacizumab療法の効
果 と安全性を評価する多施設共同観察研究

2015/07/07～
2018/01/01

2018-223 木下　敬弘 東病院
胃癌・食道胃接合部癌患者の生検,手術組織を用いた臨床病理
学的研究

2005/04/01～
2028/12/31

2018-222 木下　貴之 中央病院 化学療法誘発脱毛症の重症度と影響に関する質問紙の開発
2018/12/13～
2019/03/31

2018-221 八巻　知香子 がん対策研究所
AYA世代がん経験者による体験談収集とその意義および負担
に関する研究

2018/11/06～
2027/03/31

2018-220 坪井　正博 東病院 近赤外光を用いた肺腫瘍診断用内視鏡の開発
2018/10/26～
2020/08/31

2018-219 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

内視鏡下大腸ポリープ診断におけるNarrow Band lmaging診断
に対するクリスタルバイオレット染色拡大内視鏡診断の上乗せ
効果：多施設前向き研究

2019/04/04～
2020/09/30

2018-218
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査
2013/01/01～
2016/12/31

2018-217 加藤　友康 中央病院
JGOG3017-A1 再発・再燃卵巣明細胞腺癌における予後に関す
る検討―JGOG 3017付随研究―

2006/09/01～
2011/02/28

2018-216 島田　和明 中央病院
アジア太平洋地域における肝細胞がん患者を対象とした臨床研
究 

2013/01/01～
2019/12/31

2018-215 金光　幸秀 中央病院
JCOG1502C-B「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」の個別バンキング

2017/05/09～
2023/11/30

2018-214 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

がん患者就労支援のためのアクションチェックリスト妥当性の検
討に関する研究 

2018/10/15～
2018/12/31

2018-213 髙島　淳生 中央病院

播種性血管内凝固症候群を併発した 
切除不能・再発胃癌に対する、一次化学療法の有効性と安全性
に関する後方視的検討 

2012/01/01～
2017/12/31

2018-212 後藤　悌 中央病院
J-TAIL：切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテ
ゾリズマブの多施設共同前向き観察研究 

2018/11/28～
2021/02/28

2018-211 齋藤　豊 中央病院
JCOG0607A1: 早期胃癌内視鏡治癒切除例における異時性多
発胃癌発生に関する研究

2007/06/08～
2010/10/04

2018-210 山本　昇 中央病院
NCCH1812:希少造血器腫瘍に対する遺伝子プロファイリングと
標的治療に関する前向きレジストリ臨床研究 

2018/10/15～
2023/09/30

2018-209 (PDF) 山本　昇 中央病院
ONO-4538臨床試験（胃がんに対する多施設共同無作為化試
験）における血球サブセットの測定

2018/10/01～
2019/12/31

2018-208 近藤　格 研究所
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるEGFR-TKIの耐性
メカニズムを明らかにする研究

2018/11/06～
2021/03/31
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2018-207 細野　亜古 東病院

横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2（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2.2 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相臨床試験実施計画書 

2018/10/16～
2019/12/31

2018-205 細矢　美紀 中央病院
看護師の介入を必要とする外来再診患者への介入率に関する
調査

2017/06/23～
2018/08/24

2018-204 河津　正人 研究所 ヒト造血幹細胞および造血器腫瘍幹細胞の分子機能解明
2018/10/15～
2020/12/31

2018-201 坂本　琢 中央病院
大腸内視鏡検査における病変拾上げ・鑑別AI開発に向けた 
画像および鑑別データ取得プロトコル

2018/10/15～
2019/12/31

2018-200 (PDF) 山本　雄介 研究所
血漿中細胞外RNA（ExRNA）プロファイルに基づく、新規がん診
断補助人工知能（AI）の開発研究

2011/05/13～
2023/03/31

2018-199 井上　真奈美 がん対策研究所 がん予防知識に関する世論調査
2018/10/01～
2019/03/31

2018-198 福田　隆浩 中央病院
ホジキンリンパ腫に対する同種移植前後のPD-1阻害薬投与の
安全性に関する全国調査 

2018/10/15～
2020/09/01

2018-197 南　陽介 東病院
ポナチニブのPK/PD/PGxに基づく適正使用と安全性情報に関
する研究

2018/10/01～
2020/03/31

2018-196 大幸　宏幸 中央病院
胸部食道がんにおける経胸壁超音波検査による術前胸腔内癒
着の評価

2015/05/01～
2017/10/31

2018-195 鈴木　茂伸 中央病院 網膜芽細胞腫全国登録
2018/10/01～
2019/12/31

2018-194 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
電子化医療情報を活用した疾患横断的コホート研究情報基盤
整備

1990/01/01～
2028/09/30

2018-193
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録を活用した胸膜プラークをもつ肺がん患者の実態
調査

2016/01/01～
2016/12/31

2018-191 平松　玉江 東病院
子育て時期にある看護師を支える看護師長による支援体制の
整備

2018/09/21～
2020/03/31

2018-190 石井　源一郎 東病院
術前治療後に外科的切除された原発性肺癌のがん微小環境に
おけるがん関連線維芽細胞と免疫炎症細胞との関係性につい
て

1992/01/01～
2021/12/31

2018-189 牧原　玲子 中央病院
シスプラチン含有レジメンにおけるプレハイドレーションのタイミ
ング変更に関する後ろ向き調査

2016/06/01～
2017/07/31

2018-188 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

血清マイクロRNAによる進行がん患者の機能予後不良の予測
式の開発に関する研究

2009/09/01～
2017/09/30

2018-187 澁木　康雄 中央病院 呼吸器細胞診報告様式に関する研究
2015/01/01～
2016/12/31

2018-186 久保木　恭利 東病院

進行胃癌における病理組織を用いた免疫環境のプロファイリン
グに関する研究 
 

2010/04/01～
2018/05/31

2018-185 (PDF) 河野　隆志 研究所
「ALK遺伝子異常を有する希少がんに対するアレクチニブの医
師主導治験」に附随するバイオマーカーの探索研究 

2018/09/21～
2021/06/30

110 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2018-200.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2018-194.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2018-185.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2018-183 (PDF) 渡部　大介 中央病院
造血幹細胞移植における免疫抑制剤タクロリムスの精密な個別
投与設計の実現に向けた後方視的調査

2005/01/01～
2018/07/31

2018-182 (PDF) 平岡　伸介 中央病院 胆道がんにおけるHER2発現に関する研究
1962/10/01～
2025/03/31

2018-181 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

非扁平上皮肺癌患者におけるプラチナ製剤+ペメトレキセド併用
療法時のビタミンB12投与法の検討

2013/05/01～
2017/12/31

2018-180 後藤　功一 東病院
切除不能な非小細胞肺癌に対する血中循環細胞を用いた診断
技術の開発 

2018/10/01～
2024/03/31

2018-179 (PDF) 吉本　世一 中央病院
頭頸部原発悪性腫瘍の予後、治療成績の網羅的な解析研究 1962/02/01～

2028/07/02

2018-178 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」における附随研
究 20 
がん免疫療法効果予測バイオマーカー探索のための基盤研究

2015/07/13～
2020/09/30

2018-177
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
石綿健康被害救済制度に認定された肺がん患者に関する院内
がん登録を活用した調査

2013/01/01～
2017/12/31

2018-176 (PDF) 里見　絵理子 中央病院
がん患者の苦痛症状およびその緩和支持療法に関する臨床的
特性および効果等に関する研究

2014/01/01～
2028/12/31

2018-175 山﨑　直也 中央病院
末端黒子型黒色腫における抗PD-1抗体の臨床効果に関する多
施設(JCOG皮膚腫瘍グループ)後ろ向き共同研究

2014/07/01～
2018/04/30

2018-174 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

Eye tracking system(Tobii X2-60Ⓡ)を用いた内視鏡検査の客観
的評価方法. 
Objective evaluation of endoscopy via eye-tracking. 

2015/01/01～
2017/12/31

2018-173 (PDF) 吉野　孝之 東病院
「TMB−Hの治癒切除不能な進行・再発の消化器悪性腫瘍患者
に対するニボルマブ単独療法の有効性及び安全性を評価する
多施設共同臨床第II相試験」に付随するTR研究

2018/09/04～
2024/03/31

2018-172 矢野　友規 東病院
早期リンパ球浸潤胃癌における臨床病理学的及び免疫組織学
的特徴の検討 

2011/01/01～
2018/06/30

2018-171 山﨑　直也 中央病院 希少がんの多施設共同レジストリ研究(皮膚科領域)
2019/01/30～
2022/03/31

2018-170 山﨑　直也 中央病院
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

2005/01/01～
2016/12/31

2018-169 (PDF) 山﨑　直也 中央病院 皮膚悪性黒色腫の臨床統計調査に関する研究
2006/01/01～
2025/12/31

2018-168 (PDF) 加藤　健 中央病院
頭頸部原発悪性腫瘍非外科的治療例における臨床病理学的な
特性と治療の効果・安全性に関する研究 

1962/02/01～
2028/07/02

2018-167 後藤　功一 東病院
T790M 変異によってEGFRチロシンキナーゼ阻害剤に耐性化し
たEGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌の遺伝子プロファイルを
次世代シークエンサーにて検討する観察研究

2014/04/01～
2016/06/30
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2018-166 福田　隆浩 中央病院
造血細胞移植レジストリデータの 品質管理および品質保証体制
の構築に関する検討

2017/05/26～
2020/03/31

2018-164 大槻　将 中央病院
胃上部癌、食道胃接合部癌に対する術後QOL向上に寄与する
胃切除術式、再建法に関する研究

2018/07/01～
2019/12/31

2018-163 後藤田　直人 東病院
膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)の検証　―多施設共同後ろ向き研究
―

1992/07/01～
2017/10/31

2018-162 後藤　温
社会と健康研究
センター

NDBデータを用いた糖尿病とがんの併存患者の実態に関する
疫学研究

2012/04/01～
2018/06/30

2018-161 伊藤　雅昭 東病院
大腸癌研究会プロジェクト研究 
虫垂癌の臨床病理学的研究 
虫垂腫瘍の臨床病理学的特徴に関する後ろ向き研究

2000/01/01～
2017/12/31

2018-160 柳　朝子 中央病院
マルチキナーゼ阻害薬の手足症候群に対するハイドロコロイドド
レッシング使用による予防効果の検証 

2018/09/21～
2022/01/20

2018-159 (PDF) 増田　均 東病院
泌尿器・後腹膜腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全
性等に関する研究 

1992/07/01～
2028/03/31

2018-158 (PDF) 赤澤　聡 中央病院
腫瘍切除後組織欠損や合併症に対する再建手術・創治療の臨
床学的な特性と治療の効果・安全性に関する研究

1961/07/13～
2028/07/13

2018-157 安川　弘平 中央病院
手術療法を受けた頭頸部がん患者の顔の外見変化に関する苦
悩とニーズについての質的研究

2018/09/21～
2018/11/01

2018-155 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院

HORIZON study: 高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学
的特徴と治療に関する多施設共同後方視的観察研究 
 

2007/01/01～
2016/12/31

2018-154 新井　美智子 中央病院
術後カペシタビン療法による手足症候群の実態と皮膚障害対策
の有効性の検討

2015/01/01～
2017/09/30

2018-153 山本　精一郎 がん対策研究所
がん検診受診率向上資材のeffectiveness(有用性)評価研究 2015/04/01～

2019/03/31

2018-152 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所 次世代シーケンスによる泌尿器科腫瘍のゲノム解析
2000/01/01～
2025/03/31

2018-151 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
セルライセートを利用した網羅的酵素解析による新規がん蛍光
マーカーの探索と診断技術の開発

2012/01/01～
2025/12/31

2018-149 (PDF) 奥坂　拓志 中央病院
肝胆膵腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に
関する研究

2018/07/19～
2028/05/15

2018-148 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵臓がん患者における悪液質の発症頻度について調べる後ろ
向きコホート研究

2008/06/06～
2017/03/31

2018-147 (PDF) 谷内田　真一 研究所
頭頸部領域腫瘍の網羅的ゲノム解析ならびに口腔内微生物叢
解析によるその発症メカニズムに関する研究

2018/12/26～
2024/03/31

2018-146 千歳　はるか 東病院
「がん予防 のため健康料理教室」 参加者のニーズ調査 2018/07/30～

2023/03/31

2018-145 後藤　悌 中央病院 費用対効果を考慮したがん診療のあり方研究-呼吸器内科-
2018/09/21～
2022/09/30
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2018-144 朴　成和 中央病院
進行胃癌に対する二次化学療法としてのパクリタキセル療法 
vs. パクリタキセル+ラムシルマブ療法の多施設共同後ろ向き観
察研究

2014/01/01～
2016/12/31

2018-143 田村　研治 中央病院

「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 

2010/03/01～
2011/09/30

2018-142 冲中　敬二 東病院
同種造血幹細胞移植後の肺炎球菌感染症の特徴およびリスク
因子：レジストリデータを用いた後方視的研究

2001/01/01～
2011/12/31

2018-141 上原　智子 中央病院
PRO-CTCAE導入後AC療法投与患者の有害事象に関する実態
調査

2017/11/20～
2018/05/31

2018-140 (PDF) 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌に対する光音響診断画像の検証
2018/08/14～
2023/03/31

2018-139 (PDF) 渡辺　宝 東病院
FDG投与時における尿中放射能測定と集積指標への影響に関
する研究 

2016/04/01～
2023/03/31

2018-138 髙橋　進一郎 東病院
腹腔動脈合併尾側膵切除術における長期・短期成績に関する
多施設共同後ろ向き研究

1998/01/01～
2017/12/31

2018-137 石井　和美 中央病院

高齢者消化器がん患者の腹部手術後のせん妄発症予防に関
する研究 
－術前外来における術後せん妄予防オリエンテーションの効果
－ 

2017/04/01～
2018/03/31

2018-136 大幸　宏幸 中央病院
胸部食道癌根治術後における外来リハビリテーション介入の安
全性・忍容性試験

2018/10/26～
2023/04/22

2018-135 中島　寿久 中央病院
造血幹細胞移植後の易感染性状態における抗MRSA薬の治療
薬物モニタリング評価

2010/01/01～
2020/08/31

2018-134 石井　源一郎 東病院
SWI/SNF複合体の異常を伴う非小細胞肺癌の臨床病理学的、
分子生物学的な特徴を明らかにする研究

2010/05/01～
2018/03/31

2018-133 小田　一郎 中央病院
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後出血リスクスコア
リングシステムの開発に関する研究

2013/11/01～
2016/10/31

2018-132 平山　貴敏 中央病院
AYA世代がん患者の心理社会的困難及び成長に関する調査研
究 

2018/07/19～
2020/12/31

2018-131 首藤　昭彦 中央病院
乳癌腋窩郭リンパ節清手術におけるハーモニック®使用による 
術後ドレーン排液減少効果に関する前向き観察研究 

2018/09/03～
2022/12/31

2018-130 (PDF) 松岡　弘道 中央病院
がん患者家族に対する精神腫瘍学的介入に関する評価につい
ての後方視的研究

2011/04/01～
2028/03/31

2018-127 山本　昇 中央病院
切除不能固形がん患者を対象としたTBI1401(HF10)と新規抗が
ん剤および化学療法併用患者における免疫応答解析の共同研
究

2018/07/11～
2023/12/31

2018-126 (PDF) 渡邉　俊一 中央病院
肺癌登録合同委員会：胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベー
ス研究 

2018/09/21～
2023/03/31
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2018-125 齋藤　義正 中央病院
小児がん患者の化学療法に伴う悪心・嘔吐の予防に対するアプ
レピタントとホスアプレピタントの有効性および安全性に関する
後方視的研究

2015/01/01～
2018/03/31

2018-124 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

甲状腺がん患者を対象に簡易懸濁法を利用しレンバチニブ懸濁
液を投与した時の薬物動態を確認する観察研究

2018/09/21～
2022/06/30

2018-123 藤森　麻衣子 がん対策研究所
抗がん剤治療中止時に備えるための患者質問支援プログラム
の開発に関する実施可能性研究

2018/09/21～
2019/03/31

2018-122 中島　寿久 中央病院
Rituximab再導入時におけるinfusion reactionに関する後方視的
調査研究

2007/07/01～
2016/12/31

2018-121 永田　浩一 中央病院
大腸CT検査の検査目的別陽性率、内視鏡受診率、および陽性
適中率の調査

2018/07/11～
2019/07/31

2018-120 (PDF) 加藤　友康 中央病院
婦人科腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に
関する研究

1962/05/23～
2028/03/31

2018-119 (PDF) 平岡　伸介 中央病院 腫瘍マーカーNCC-ST-439に関する研究
2002/01/01～
2023/12/31

2018-118 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院
造血細胞移植後二次がんの細胞遺伝学的特徴に関する多施設
後方視的研究 

2000/01/01～
2025/12/31

2018-117 津金　昌一郎 がん対策研究所
非アルコール性脂肪性肝疾患関連指標の妥当性研究 2009/02/01～

2013/12/31

2018-116 米盛　勧 中央病院
原発不明癌に対するNivolumab(ONO-4538)の有効性を検討す
る第II相試験｣における附随研究

2018/02/01～
2021/02/01

2018-115 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
造血器腫瘍における臨床ゲノム情報統合データベースの構築に
関する研究

2018/08/14～
2022/03/31

2018-114 設樂　紘平 東病院

Oxaliplatin, bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応のKRAS 
野性型進行・再発結腸・直腸癌に対する
FOLFIRI+Panitumumab(Pmab)併用療法 vs FOLFIRI+BV 併用療
法のランダム化第Ⅱ相試験(WJOG6210G)における各群で 
の治療効果(早期腫瘍縮小、depth of response、最良総合効果)
と生存期間の関連の後方視的検討

2011/04/01～
2014/02/28

2018-113 小室　亜由美 東病院
びまん性大細胞型B 細胞リンパ腫におけるR-CHOP療法の
Dose intensityを考慮した効果・安全性等に関する研究

2013/04/01～
2017/03/31

2018-112 矢野　友規 東病院
放射線治療後の食道扁平上皮癌遺残再発における 
分子マーカー発現頻度及び遺伝子変異の解明

2012/01/01～
2020/03/31

2018-111 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

Genetic and Epigenetic Analysis of Gastrointestinal Specimens 
消化器癌組織・血清のゲノム解析による予後予測因子の探索

2009/01/01～
2017/12/31

2018-110 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

U3-1402およびDS-8201投与におけるデリバリー効果と生体内
応答性の解析 
がん患者における生体分子の発現と投与薬物の代謝・生体応
答に関する研究付随研究02 
 
 

2018/08/17～
2023/03/31
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2018-109 (PDF) 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究20 
　｢進行胃癌患者を対象としたLenvatinibとPembrolizumab併用の
第II相臨床試験｣における患者免疫状態の解析

2015/07/13～
2020/10/30

2018-108 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌術前治療後症例における残存腫瘍面積測定を用いた組織
学的評価法の検討 

2002/01/01～
2021/10/31

2018-107 (PDF) 山本　雄介 研究所
サブタイプに基づいた卵巣がん細胞の新規3次元培養方法の確
立

2018/07/30～
2023/03/31

2018-105 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

がん微小環境を標的とした革新的治療法創出のための新しい1
細胞機能解析プロファイリングシステムの開発 
がん患者における生体分子の発現と投与薬物の代謝・生体応
答に関する研究付随研究01 

2018/06/25～
2023/03/31

2018-104 渡邉　俊一 中央病院
JCOG1708：特発性肺線維症（IPF）合併臨床病期I期非小細胞肺
癌に対する肺縮小手術に関するランダム化比較第III相試験

2018/05/01～
2026/04/30

2018-103 桑田　健 東病院

【2017－357 病理・臨床検査精度の維持・向上を目的とした研究
の付随研究】大腸癌ホルマリン固定パラフィン包埋標本を用いた
がん関連遺伝子プロファイリング検査の検査精度管理に影響す
る因子に関する研究

2011/07/01～
2019/03/31

2018-102 中嶌　明香 東病院 75歳以上におけるRam+PTX療法の安全性に関する研究
2015/06/01～
2018/03/31

2018-101 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
食道扁平上皮癌、大腸癌に対する放射線治療後のがん免疫応
答の解析

2012/01/01～
2024/05/02

2018-100 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
大腸腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関
する研究

2018/07/11～
2028/12/31

2018-098 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌術後排便機能障害の評価における直腸肛門内圧測定の
有用性等に関する研究

2014/10/01～
2016/03/31

2018-097 伊藤　雅昭 東病院
pT1直腸癌の術後長期成績とリンパ節転移診断における術前
CTの有用性等に関する研究

1993/01/01～
2017/02/28

2018-096 (PDF) 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌におけるリンパ節および臓器転移の危険因子
に関する検討

1994/01/01～
2017/12/31

2018-095 小西　大 東病院
腹腔洗浄細胞診陽性と診断された膵がん症例に 
関する後ろ向き観察研究

2007/01/01～
2015/12/31

2018-093
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究18 
新規がん免疫療法開発のための固形がん患者免疫状態の解
析

2015/07/03～
2019/03/31

2018-092 奥坂　拓志 中央病院
胆嚢癌の診断と 
治療方針・予後に関する前向き観察研究 

2017/10/01～
2019/09/30

2018-091 (PDF) 小林　望 中央病院
人工知能とデータ大循環によって実現する、大腸内視鏡診療の
革新的転換‐機械学習用ネットワーク構築‐

2017/10/01～
2022/09/30

2018-090 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
呼吸器内視鏡を用いた診断及び治療の有効性・安全性等に関
する研究

2000/01/01～
2028/03/31
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2018-089 設樂　紘平 東病院

｢進行性・転移性固形がん患者を対象とするTAS-116 Nivolumab
の同時併用療法第I相臨床試験｣に付随するバイオマーカーの
探索研究 

2018/08/14～
2019/05/31

2018-088 小室　亜由美 東病院
化学療法施行症例におけるサイトメガロウィルス再活性化とそ
のモニタリングの意義

2017/04/01～
2018/06/30

2018-087 吉田　朗彦 中央病院 骨軟部腫瘍の病理診断精度に関する研究
2017/04/01～
2019/03/31

2018-086 落谷　孝広 研究所 MicroRNAの呼吸器病態への関与
2012/06/04～
2018/06/30

2018-085 川井　章 中央病院
全国骨・軟部腫瘍登録データを用いた四肢・体幹部発生軟部肉
腫の予後因子解析および予後予測モデルの開発に関する研究 

2006/01/01～
2015/12/31

2018-083 秋元　哲夫 東病院
局所限局性前立腺がん中リスク症例に対する陽子線治療の多
施設共同試験 

2018/08/14～
2020/03/31

2018-082 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
内視鏡検査画像を用いた診断精度および 
新規所見分類作成に関する研究 

2018/09/03～
2028/04/20

2018-081 吉本　世一 中央病院
全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録されたHPV関連中咽頭癌を対
象とする一次治療最適化のための観察研究

2011/01/01～
2014/12/31

2018-080 落谷　孝広 研究所 前立腺癌骨転移の新規バイオマーカーに関する研究
2018/07/19～
2019/11/30

2018-079 庄司　広和 中央病院
切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後
の化学療法における有効性と安全性の前向き観察研究 
REVIVE study （CSPOR GC-01）

2018/09/03～
2020/09/30

2018-078 落谷　孝広 研究所 前立腺癌骨転移の新規バイオマーカーの探索
2016/10/31～
2018/09/30

2018-077 (PDF) 佐藤　哲文 中央病院
がん患者における周術期管理・集中治療の効果・安全性等に関
する研究

2011/01/01～
2028/03/31

2018-076 (PDF) 伊藤　昌司 東病院 放射線治療の効果・安全性等に関する研究
1992/07/01～
2027/12/31

2018-075 (PDF) 加藤　友康 中央病院
卵巣がん患者の予後と血清マイクロRNA発現の相関をレトロス
ペクティブに解析する研究

2007/01/01～
2018/09/30

2018-074 (PDF) 浜本　隆二 研究所 機械学習・深層学習を用いた胎児超音波検査システムの開発
2002/01/01～
2025/03/31

2018-072
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化器がん患者における、免疫応答に関する研究
2018/07/30～
2023/12/31

2018-071 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

結腸がんにおける漿膜弾性板浸潤判定の客観性に関する国際
共同研究

2018/06/25～
2022/12/31

2018-070 髙橋　進一郎 東病院
大腸癌肝転移に化学療法が与える影響に関する探索的観察研
究

2012/05/06～
2015/01/31
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2018-069 加藤　友康 中央病院
GOTIC-VTE trial/GOTIC-015 婦人科悪性腫瘍患者の静脈血栓
塞栓症に関する多施設共同前向き登録研究及び単群検証的臨
床試験　介入研究

2018/07/03～
2019/06/30

2018-068 加藤　友康 中央病院

GOTIC-VTE/GOTIC-015 
婦人科悪性腫瘍患者の静脈血栓塞栓症に案する他施設共同前
向き登録研究及び単群検証臨床試験 /観察研究 

2018/07/03～
2019/06/30

2018-067 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸腫瘍切除後の全大腸内視鏡検査によるサーベイランスに
関する検討

2000/01/01～
2017/12/31

2018-065 川井　章 中央病院
JMOG046:悪性骨軟部腫瘍に対する各種処理骨の長期成績に
関する多施設共同研究

2018/09/03～
2015/07/31

2018-064 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

がん患者における生体分子の発現と投与薬物の代謝・生体応
答に関する研究 

2018/06/25～
2023/03/31

2018-063 本田　一文 研究所
非小細胞肺がんの転移活性を評価し、術後補助化学療法の効
果を予測するバイオマーカーの実用化に関する研究 
-多施設共同研究-

2005/01/01～
2013/12/31

2018-062 野中　哲 中央病院
10mm以下の十二指腸非乳頭部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

2018/07/11～
2020/07/09

2018-060 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
肺がん患者におけるニボルマブ投与中の肺障害及び放射線肺
臓炎に関する研究

2015/12/01～
2017/03/31

2018-057 山本　昇 中央病院
膀胱癌における腫瘍微小免疫環境を反映する尿中バイオマー
カーの探索

2018/02/27～
2022/09/30

2018-056 荒川　歩 中央病院
NCCH1708:難治性悪性固形腫瘍または悪性リンパ腫の小児患
者を対象としたアレクチニブの医師主導第Ⅰ相試験附随研究 

2018/05/01～
2021/03/31

2018-055 山本　昇 中央病院
腎細胞癌における腫瘍微小免疫環境を反映するバイオマーカー
の探索

2017/11/29～
2022/09/30

2018-053 杉本　元一 東病院
肝胆膵外科手術症例における栄養状態および筋肉量の評価な
らびに術前リハビリ栄養療法の意義についての検討

2006/03/01～
2022/03/31

2018-052 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌に対する根治的化学放射線療法後の局所再発
における早期内視鏡診断についての検討 

2008/01/01～
2012/06/30

2018-050 内富　庸介 がん対策研究所 検診受診面談時の認知・生理・行動反応の検討
2018/06/29～
2021/05/30

2018-049 (PDF) 楠本　昌彦 中央病院
がん診療における各種画像検査・IVRの有用性・安全性等に関
する研究（中央病院放射線診断科単施設内診療情報調査） 

1992/07/01～
2030/03/01

2018-048
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録全国データとDPCデータを用いた、糖尿病併存の
有無によるがん診療の質評価指標の比較

2013/01/01～
2013/12/31

2018-046 (PDF) 山地　太樹 がん対策研究所 生活習慣と内臓脂肪量の関連に関する研究
2004/02/01～
2005/02/28
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2018-045 (PDF) 渡邉　俊一 中央病院
胸部腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関
する研究

1962/02/01～
2028/03/31

2018-044 伊丹　純 中央病院
前立腺癌の放射線治療に関する多施設共同試験のオープン
データ化と同データを利用した機械学習による予後予測システ
ムの確立

2003/11/01～
2013/09/30

2018-043 秋元　哲夫 東病院
放射線治療における皮膚・粘膜線量測定法の開発 2018/06/25～

2018/12/31

2018-042 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1503C：Stage III治癒切除大腸癌に対する術後補助療法と
してのアスピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較
試験

2018/05/18～
2028/04/30

2018-041 青景　圭樹 東病院 尿中微量蛋白断片による肺扁平上皮癌の診断精度の検証
2018/06/16～
2020/03/31

2018-040 坪井　正博 東病院
WJOG10317L:PD-L1 陰性または弱陽性の既治療進行非小細
胞肺癌に対するアテゾリズマブとドセタキセル・ラムシルマブ併
用療法のランダム化比較第III 相試験

2018/03/02～
2020/03/02

2018-039 藤田　武郎 東病院
食道切除術におけるhydroxyethyl starch 6% 130/0.4/9輸液によ
る術中・術後経過の比較検討 

2013/01/01～
2014/12/31

2018-038 向原　徹 東病院
WJOG9917BTR:HER2 陰性転移性乳癌に対するニボルマブ＋ベ
バシズマブ＋パクリタキセル併用療法の第II 相試験 付随研究

2018/06/08～
2018/10/23

2018-037 古川　孝広 東病院

JCOG0306A1「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

2004/06/14～
2005/04/15

2018-036 西田　俊朗 中央病院
十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術 
(laparoscopy and endoscopy cooperative surgery :LECS)に関す
る多施設後ろ向き研究

2008/01/01～
2016/12/31

2018-035 伊丹　純 中央病院
5cm以上の原発性肺・肝癌に対する体幹部定位放射線治療観
察研究

2010/04/01～
2015/03/31

2018-034 奥坂　拓志 中央病院
80 歳以上高齢者膵癌に対する適切な治療法を検証するための
アンケート調査

2007/01/01～
2014/12/31

2018-032 小川　朝生 東病院
認知症ケア加算１で実施されている認知症教育の妥当性と効果
の評価 

2018/06/16～
2019/05/10

2018-031 石井　源一郎 東病院
原発性肺扁平上皮癌のがん微小環境におけるがん関連線維芽
細胞と免疫炎症細胞との関係性について

2007/01/01～
2014/12/31

2018-030 石井　源一郎 東病院 大腸癌肺転移病変における病理組織学的特徴についての研究
1994/01/01～
2017/12/31

2018-029 大幸　宏幸 中央病院
胸腔鏡下食道切除における術前加温病衣による術中低体温症
の予防に関する検討

2016/11/01～
2018/04/30

2018-028 吉本　世一 中央病院
頭頸部癌におけるセンチネルリンパ節の微小転移に関する実態
調査 

2011/12/16～
2016/12/31

2018-027 青景　圭樹 東病院 尿中微量蛋白断片による肺腺癌の診断精度の検証
2018/05/25～
2020/03/31

2018-026 (PDF) 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺癌の遺伝子発現解析の生物学的特性ならびに診断・治療に
おけるバイオマーカーの研究

2011/11/08～
2025/03/31
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2018-024 (PDF) 濱田　哲暢 研究所
悪性腫瘍の臨床検体を用いた、ジェネティックおよびエピジェネ
ティック解析 

2011/05/01～
2028/03/31

2018-023 (PDF) 小島　隆嗣 東病院
臨床病理学的な特性や診断に関する院内がん登録データを用
いた研究

2007/01/01～
2028/03/31

2018-022 後藤　功一 東病院
1次治療の殺細胞性抗癌剤で早期に病勢増悪した進行・再発非
小細胞肺癌患者に対する2次治療 のNivolumabの有効性

2016/02/01～
2017/04/28

2018-021 坪井　正博 東病院
原発性肺腺癌のがん微小環境とPET-CT検査の関係性につい
ての研究

2006/01/01～
2012/12/31

2018-020 内藤　陽一 東病院
乳がん補助化学療法Dose-Dense AC療法中の肺障害に関する
リスク因子の検討

2015/11/01～
2017/06/30

2018-019 秋田　経理 東病院 頭頚部陽子線治療における患者位置精度の遡及的検討
2014/04/01～
2017/03/31

2018-018 山﨑　直也 中央病院
免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブが誘発する1型糖尿病、
間質性肺疾患の発症に関連する原因遺伝子多型・変異の探索
的研究

2014/09/01～
2020/03/30

2018-017 後藤　功一 東病院
肺癌における遺伝子変異数（Tumor Mutation Burden; TMB）の
意義及び、その測定法に関する研究

2018/06/08～
2023/03/31

2018-016 後藤　功一 東病院

超音波気管支鏡ガイド下針生検（EBUS-TBNA）におけるExpect 
Pulmonary 22G及び25G EBUS-TBNA針の 
有用性の前向き比較試験 

2018/06/16～
2020/12/15

2018-015 後藤　功一 東病院
cMET制御異常の非小細胞肺がんの実臨床における治療パター
ン及びその自然歴に関する後方視的カルテレビュー

2018/05/18～
2018/05/01

2018-012 坪井　正博 東病院

WJOG0105LFS 
切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する 
マイトマイシン/ビンデシン/シスプラチンと 
イリノテカン/カルボプラチンと 
パクリタキセル/カルボプラチンと同時放射線治療の 
第Ⅲ相無作為化比較試験の長期生存の追加解析

2001/09/01～
2006/03/31

2018-011 堀之内　秀仁 中央病院
臨床病期 III 期非小細胞肺癌(NSCLC)患者における標準治療の
実態調査（SOLUTION study）

2013/01/01～
2014/12/31

2018-010 (PDF) 後藤　功一 東病院
人工知能を用いた肺癌次世代シーケンス解析データのレポート
作成システムの開発

2013/01/29～
2018/02/28

2018-009 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
大腸疾患における腸内環境理解のための内視鏡的生検バンキ
ングの構築とそれらを用いた探索的研究

2018/05/30～
2028/03/31

2018-008 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「ミスマッチ修復機能異常のある希少がんに対するニボルマブ単
剤療法の医師主導治験」に附随するバイオマーカーの探索研究

2018/05/25～
2021/02/28

2018-007 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究17：治験実施計画書番号8951-CL-0104 「局所進行又は転移
性胃腺癌及び食道胃接合部（GEJ）腺癌の日本人患者を対象と
したIMAB362の第I相非盲検試験」における患者免疫状態の解
析

2018/05/18～
2019/12/31

2018-006 (PDF) 後藤　功一 東病院 呼吸器内視鏡での診断・治療に関与する因子の後方視研究
2014/04/01～
2028/03/31
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2018-005 加納　大輔 東病院
ドセタキセル水和物における製剤間の違いによる皮膚障害の発
現頻度の検証 

2013/05/01～
2017/12/31

2018-004 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「ONO-4538　第Ⅰ相試験　根治切除可能な悪性腫瘍患者（胃が
ん及び非小細胞肺がん）に対する多施設共同非盲検非対照試
験（ONO-4538術前治療第I相試験）」に附随するバイオマーカー
の探索研究

2018/05/18～
2020/12/31

2018-001 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

第2世代Narrow Band Imagingシステムを用いた大腸病変検出能
に関する多施設共同前向き観察研究

2018/05/28～
2019/12/31

2017-517 小谷　大輔 東病院

「V600E以外のBRAF遺伝子変異陽性、切除不能・再発大腸がん
患者を対象としたEncorafenib + Binimetinib + セツキシマブ併用
療法の有効性・安全性・proof-of-concept（POC）を検討する多
施設共同第II相臨床試験（略名: BIG BANG試験）」に付随するバ
イオマーカー研究

2018/05/09～
2025/03/31

2017-515 坪井　正博 東病院
JCOG1708：特発性肺線維症（IPF）合併臨床病期I期非小細胞肺
癌に対する肺縮小手術に関するランダム化比較第III相試験

2018/05/01～
2026/04/30

2017-512 矢野　友規 東病院
3D内視鏡を用いた早期胃癌および食道表在癌に対する内視鏡
的粘膜下層剥離術の安全性に関する前向き観察試験 

2018/05/18～
2019/05/17

2017-511 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

造血器腫瘍の臨床検体を用いた遺伝子プロファイリング・免疫
応答の解明と臨床的意義に関する研究

2007/01/01～
2024/03/31

2017-510 (PDF) 大幸　宏幸 中央病院
食道癌手術・縦隔郭清の基盤となる外科解剖の明確化のため
の人体発生に基づく同心円状モデル仮説の妥当性・有用性を検
証する観察研究

2015/01/01～
2020/03/31

2017-509 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌切除標本における部分環状切開法の妥当性に関する多
施設共同前向き観察研究

2018/04/11～
2018/07/14

2017-507 (PDF) 髙島　淳生 中央病院
HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS-
1+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

2018/06/15～
2023/12/31

2017-506 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所
骨髄系腫瘍における網羅的遺伝子解析 1999/01/01～

2025/03/31

2017-505 (PDF) 並川　健二郎 中央病院
悪性黒色腫や皮膚腫瘍の臨床病理学的・免疫学的な特性と治
療の効果・安全性や予後の国際比較に関する研究

1990/01/01～
2027/12/31

2017-504 松三　絢弥 中央病院
麻酔薬が肝切除術後肝障害に与える影響についてのランダム
化比較試験 

2018/11/06～
2022/10/31

2017-503 (PDF) 市川　仁 研究所
神経芽腫の新規病理・分子生物学的リスク分類の開発とゲノム
診療に向けた基盤構築

2007/01/01～
2023/01/11

2017-502 向原　徹 東病院 乳がん脳転移腫瘍における治療標的分子の発現解析研究
1983/01/01～
2018/06/30

2017-501 久保木　恭利 東病院
消化器癌におけるHER3 のプロファイリング 
に関する研究 

2005/04/01～
2020/03/31
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2017-499
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

原発性肺癌における腫瘍内免疫担当細胞浸潤とがん免疫療法
への奏効に関する後方視的研究

2012/04/01～
2017/12/31

2017-498
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

非小細胞肺癌における腫瘍内免疫担当細胞浸潤とがん免疫療
法への奏効に関する後方視的研究

2016/01/01～
2019/03/31

2017-497 五十嵐　隆志 東病院
胃がんの術後補助化学療法におけるS-1単剤レジメンを対象と
した高齢者の服薬アドヒアランスに関する実態調査

2016/01/01～
2017/12/31

2017-496 伊藤　雅昭 東病院
直腸腫瘍におけるTransanal total mesorectal excision(taTME)術
後の排尿機能障害に関する研究

2013/05/01～
2017/12/28

2017-494 朴　成和 中央病院
ベバシズマブを含む一次化学療法で早期の増悪をきたした、切
除不能・再発大腸癌に対するベバシズマブ継続投与の後方視
的検討

2007/04/01～
2016/12/31

2017-493 林　隆一 東病院 声門癌cT4aN0症例の予防的頸部郭清術の検討
1998/01/01～
2014/12/31

2017-490 坪井　正博 東病院
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

2017/10/01～
2023/09/30

2017-489 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究18 
 
　｢進行性・転移性固形がん患者を対象とするTAS-116と 
Nivolumabの同時併用療法第I相臨床試験｣における患者 
免疫状態の解析 
 

2018/04/02～
2020/06/30

2017-488 川井　章 中央病院
骨肉腫肺転移再発例の予後因子解析および予後予測モデルの
開発に関する多施設共同研究－骨軟部肉腫治療研究会
（JMOG）多施設共同研究－

1995/01/01～
2016/12/31

2017-487 中村　匡希 東病院
大腸・直腸癌患者のオリゴメタスタシスに対する放射線・陽子線
治療後予後予測バイオマーカーとしてcell free DNAの有用性を
検証する研究

2005/04/01～
2017/12/31

2017-483 (PDF) 後藤田　直人 東病院
肝胆膵領域の腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全
性等に関する研究

1992/07/01～
2028/05/07

2017-482 髙山　智子 がん対策研究所
がん相談支援センター利用者の「相談体験スケール」の開発 
に関する研究 

2018/05/08～
2019/01/31

2017-480 栁下　薫寛 研究所
胸部悪性腫瘍の新規創薬基盤研究 
〜肺がん、縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫に対する新薬開発のた
めの研究〜

2018/05/07～
2022/10/31

2017-478 齋藤　豊 中央病院
NCCH1717: 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術後の粘膜欠損部に
対する内視鏡的手縫い縫合法のpilot試験 

2018/03/29～
2018/11/30

2017-476 松本　禎久 東病院
J-HOPE4:遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研
究

2014/02/01～
2018/01/31
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2017-475 小山　隆文 中央病院
早期臨床試験における（将来的な探索的研究のための）臨床検
体採取および保存に関する研究 National Cancer Center 
Hospital （NCCH） Phase 1 Bank Study

2018/07/11～
2028/03/31

2017-474 藤森　麻衣子 がん対策研究所
急速進行性がん患者・家族と医師の共感的コミュニケーションを
促進するためのプログラムの有効性を研究する無作為化比較
試験

2018/07/03～
2021/03/31

2017-473 庄司　広和 中央病院
WJOG10417GTR 標準治療に不応不耐進行胃癌患者に対する
Nivolumab療法のBiomarker研究

2018/04/01～
2020/11/30

2017-472 赤澤　聡 中央病院
フレキシブル電子デバイスを用いた 
組織血流モニタリングシステムの検証

2018/07/03～
2020/02/28

2017-471 島田　和明 中央病院
Borderline resectable膵癌に対する先行化学療法としての 
S-1+イリノテカン+オキサリプラチン併用療法（S-IROX療法）の
第Ⅱ相試験

2018/05/25～
2021/04/30

2017-470 伊藤　雅昭 東病院 直腸癌術後の性機能障害に関する研究
2009/01/01～
2015/12/31

2017-469 大幸　宏幸 中央病院
ダ・ヴィンチ®Xi手術システムを用いた根治切除可能な食道癌に
対するロボット支援食道切除術の臨床応用に関する試験

2018/04/02～
2019/03/31

2017-468 (PDF) 青木　一教 研究所
DS-8201aを投与された固形腫瘍患者における 
免疫関連バイオマーカーおよび新規免疫学的機序についての
探索研究

2018/03/26～
2025/03/31

2017-462 石井　源一郎 東病院
原発性肺癌のがん微小環境におけるがん関連線維芽細胞と
MIB-1indexとの関係性についての研究

2016/01/01～
2017/12/31

2017-461 吉野　孝之 東病院 大腸癌患者におけるオキサリプラチン過敏症に関する研究
2005/11/01～
2017/03/31

2017-459 小谷　大輔 東病院
「BRAF V600E遺伝子変異陽性切除不能進行・再発大腸がん患
者を対象としたエリブリン療法の多施設共同第II相臨床試験（略
名: BRAVERY試験）」に附随するTR研究

2018/04/04～
2020/06/30

2017-458 伊藤　雅昭 東病院
後期高齢者低位直腸癌（高リスク pT1、低リスク pT2）に対する
準標準的治療を評価する多施設共同前向き観察研究

2018/04/13～
2026/09/30

2017-457 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

原発性肝がんにおける臨床病理学的特徴と免疫学的環境との
関連性解明を目的とした基礎検討

1997/01/01～
2019/12/31

2017-456 吉川　貴己 中央病院
残胃癌の臨床病理学的特徴と治療の効果・安全性に関する研
究

1962/01/01～
2015/12/31

2017-455 小林　望 中央病院
8K等高精細映像データ利活用研究事業：人工知能とデータ大循
環によって実現する、大腸内視鏡診療の革新的転換「転移/再
発予測ソフトウェア」

1997/04/01～
2017/09/30

2017-454 服部　奈緒子 研究所
悪性腫瘍患者の化学療法に伴う超低頻度突然変異の蓄積に関
する研究

2018/05/09～
2023/05/08

2017-453 伊藤　雅昭 東病院
吸収性組織補強材付自動縫合器を用いた直腸切除術の多施設
共同前向き観察研究

2018/05/18～
2019/11/17

2017-452 奥坂　拓志 中央病院
膵神経内分泌腫瘍に対するテモゾロミド＋カペシタビン療法に関
する実態調査

2008/01/01～
2017/12/31
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2017-451 東野　琢也 東病院
遊離空腸による咽頭再建術における漿膜を除去した腸管膜弁
による縫合不全予防効果に関する研究

2011/01/01～
2016/12/31

2017-450 坪井　正博 東病院
胃癌肺転移の術前診断と予後に関わる臨床病理学的な特性に
関する研究

2006/01/01～
2016/12/31

2017-448 (PDF) 成田　善孝 中央病院
再発膠芽腫患者を対象としたエリブリンの第Ⅱ相医師主導治験
（NCCH1507）附随研究

2018/03/26～
2023/12/31

2017-447 福田　隆浩 中央病院
移植後モガムリズマブ投与患者のモガムリズマブ血中濃度測定
-JSCT add ATLL12-

2013/07/09～
2016/06/30

2017-443 向原　徹 東病院
再発・転移を有する乳癌、前立腺癌に対するCTCを用いた診断
技術の開発研究

2018/03/27～
2020/01/31

2017-442 (PDF) 東野　琢也 東病院
形成外科的手技の臨床的な特性と同手技を用いた治療の効
果・安全性等に関する研究

1992/01/01～
2027/12/31

2017-440 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
放射線治療の効果・安全性等に関する研究 1992/07/01～

2027/12/31

2017-439 坪井　正博 東病院
原発性肺癌の腫瘍増大に関わる臨床病理学的な特性に関する
研究

2016/01/01～
2016/12/31

2017-437 (PDF) 金光　幸秀 中央病院
大腸腫瘍の臨床病理学的な特性と 
治療の効果・安全性等に関する研究

2018/02/21～
2028/01/31

2017-434 (PDF) 矢野　友規 東病院
消化管腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に
関する研究 

2018/04/02～
2029/01/04

2017-431 (PDF) 向原　徹 東病院
乳腺腫瘍・泌尿器腫瘍・婦人科腫瘍・希少がん・小児がん等の
臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関する研究

2003/07/01～
2025/12/31

2017-430 岩田　慎太郎 中央病院

日本人における軟部肉腫に対するトラベクテジンの有効性と安
全性 
- 骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 – 

2015/12/07～
2016/12/02

2017-428 石井　源一郎 東病院
浸潤性粘液腺癌(Invasive mucinous adenocarcinoma)の病理学
的浸潤径の検討

2004/01/01～
2015/12/31

2017-427 (PDF) 里見　絵理子 中央病院
国立がん研究センター中央病院緩和医療科・緩和ケアチーム診
療についての臨床病理学的特性および効果等に関する研究

2018/06/08～
2028/06/07

2017-426 落谷　孝広 研究所
抗体-薬物複合体の患者層別化/薬効評価マーカーとしての癌
関連エクソソームの有用性検証（Her2およびCD147発現エクソ
ソームの解析基盤構築）

2011/01/01～
2018/02/28

2017-425 木下　敬弘 東病院

胃癌治癒切除後の通常量腹腔内洗浄に対する大量腹腔内洗浄
の優越性を検証することを目的としたランダム化第III相多施設
国際共同研究 
Extensive Peritoneal Lavage after Curative Gastrectomy for 
Gastric Cancer: a Randomized Controlled Trial (EXPEL Study) 

2018/03/15～
2019/03/31

2017-423 清水　華子 中央病院 JGOG1078S 本邦における外陰悪性黒色腫に関する調査研究
1995/01/01～
2015/12/31
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2017-420 伊藤　雅昭 東病院 肛門管癌の病態解明とStagingに関する研究
1991/01/01～
2015/12/31

2017-419 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院
次世代医療機器開発へ向けた内視鏡外科手術における暗黙知
のデータベース構築

2009/04/01～
2019/03/31

2017-418 (PDF) 坪井　正博 東病院
胸部疾患の臨床病理学的な特性と、適切な診断および治療の
効果・安全性等に関する研究

2018/03/15～
2028/01/31

2017-417 野澤　桂子 中央病院
がん治療に伴う外見の変化とその対処に関する実態調査 2018/02/21～

2018/05/31

2017-416 (PDF) 木下　敬弘 東病院
胃悪性腫瘍の臨床病理学的な特性と 
治療の効果・安全性等に関する研究

1992/07/01～
2028/12/31

2017-414 小川　朝生 東病院
認知機能障害の併存する高齢がん患者の治療関連リスクに関
する研究

2018/04/02～
2020/03/20

2017-413 加藤　健 中央病院
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

2017/04/01～
2021/03/31

2017-411 中村　直樹 東病院
口腔扁平上皮癌術後（化学）放射線治療前に再発と判断され治
療方針が変更された症例の割合と特徴に関する遡及的研究 

2008/01/01～
2017/07/31

2017-410 伊藤　雅昭 東病院
直腸腫瘍に対する腹腔鏡下手術におけるICG蛍光造影法を用
いた術中腸管血流評価の有用性

2007/01/01～
2017/06/30

2017-409 落谷　孝広 研究所
網羅的血中マイクロRNA発現解析に基づく心理的ストレスの血
中バイオマーカーの探索

2016/08/24～
2018/03/31

2017-408 秋元　哲夫 東病院
出血を伴う胃癌への緩和的放射線治療の有効性を調べる多施
設前向き観察研究

2018/04/04～
2022/11/30

2017-407
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

抗原特異的TCR刺激によるT細胞のsignal伝達と 
移植後シクロフォスファミドを用いた造血幹細胞移植のGVL及び
GVHDとの関連性についての観察研究

2018/03/15～
2020/03/31

2017-405 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究15 
「標準的な治療の適用が困難な食道癌患者を対象としたOBP-
301・放射線併用療法による第I相臨床試験」などにおける患者
免疫状態の解析 

2018/04/20～
2020/12/31

2017-404
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド-デキサ
メタゾン（Rd）療法に効果不十分の症例に対しボルテゾミブを追
加するレスポンスガイドセラピーの有用性と安全性

2017/05/26～
2019/05/31

2017-403 松井　礼子 東病院
生体情報常時モニタリングによるがん性疼痛管理における医療
用麻薬の客観的有用性評価

2018/06/16～
2020/03/31

2017-402 米盛　勧 中央病院
切除不能・再発悪性腫瘍に対する、年齢別初回標準治療導入
割合とそれらに与える因子を明らかにする実態調査研究

2012/01/01～
2020/12/31
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2017-401 里見　絵理子 中央病院
緩和ケア介入中のがん患者におけるナルデメジンの有効性・安
全性に関する多施設レジストリ研究 

2018/04/17～
2019/04/16

2017-400 上野　尚雄 中央病院
化学療法や放射線療法に伴う口腔粘膜炎に対する新規口腔粘
膜保護剤の予備研究

2018/03/26～
2019/03/31

2017-399 首藤　昭彦 中央病院
エストロゲン受容体陽性リンパ節転移陰性で術後ホルモン療法
の施行された乳癌におけるCurebest™ 95GC Breastの有効性検
討(追加検討）

1989/01/01～
2010/12/31

2017-398 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌患者の尿中蛋白断片を用いた診断マーカーの研究
2018/02/08～
2019/03/31

2017-396 伊藤　雅昭 東病院
膀胱浸潤が疑われる局所進行大腸癌に対する膀胱合併切除を
伴う手術の治療成績についての研究

1993/01/01～
2013/12/31

2017-395 中村　直樹 東病院
中枢型Ⅰ期非小細胞肺癌に対する陽子線治療の有効性と安全
性に関する遡及的研究

1999/01/01～
2015/12/31

2017-394 東野　琢也 東病院
下顎区域切除後の下顎プレート再建術と軟性再建術における嚥
下障害発生割合に関する研究

2009/01/01～
2017/11/30

2017-393 東野　琢也 東病院 遊離皮弁移植術における再開創のリスク因子に関する研究
2004/01/01～
2013/12/31

2017-390 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

臨床試料に基づくがん免疫療法剤の評価システムの構築とその
応用　(GAPFREE1臨床研究) 

2018/02/21～
2020/03/31

2017-388 新野　真理子 がん対策研究所
院内がん登録を活用した石綿健康被害救済制度周知方法の 
検討に関する調査研究

2016/01/01～
2016/12/31

2017-386 金光　幸秀 中央病院

NCCH-1713 
8Kスーパーハイビジョン技術を用いた 
定点内視鏡手術の開発 

2018/02/07～
2018/03/31

2017-385 伊丹　純 中央病院

薬物治療抵抗性でカテーテルアブレーション治療不能の心房細
動を合併するがん患者に対するCyberHeart systemを用いた放
射線アブレーション治療の安全性及び有効性を確認するための
医師主導臨床試験 

2018/02/07～
2018/09/06

2017-380 竹野　美沙樹 東病院
ゲムシタビン（GEM）+アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-
PTX)療法 におけるRelative Dose Intensity（RDI）が有効性び安
全性に及ぼす影響

2014/12/01～
2017/03/31

2017-379 西田　俊朗 中央病院
我が国のGIST治療におけるイマチニブ使用の実態に関する研
究

2012/01/01～
2018/12/31

2017-378 土屋　雅子 がん対策研究所
一般市民における社会的がんスティグマ・がん知識・がん患者と
友人のコミュニケーションに関する研究

2018/02/22～
2018/03/30

2017-377 伊豆津　宏二 中央病院
新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視
的観察研究 

2018/03/07～
2021/02/28

2017-375 石木　寬人 中央病院
根治不能がん患者における緩和ケア介入時の筋筋膜性疼痛の
頻度を調査する多施設観察研究

2018/01/31～
2018/12/31
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2017-372 後藤　功一 東病院
J-SONIC：特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカ
ルボプラチン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボ
プラチン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第II相試験

2018/01/27～
2020/05/31

2017-370 堀之内　秀仁 中央病院
J-SONIC: 特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカ
ルボプラチン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボ
プラチン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第II相試験

2018/01/27～
2020/05/31

2017-367 (PDF) 石井　源一郎 東病院 癌関連線維芽細胞を標的とした治療法の開発
2006/04/01～
2023/12/31

2017-366 井垣　浩 中央病院 ラディオミクスによる脳腫瘍のバイオマーカー同定法の開発
2018/06/15～
2022/03/31

2017-365 坪井　正博 東病院 リンパ節転移個数を考慮した新N分類の提案
2003/01/01～
2012/12/31

2017-364 (PDF) 成田　善孝 中央病院
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）

2018/02/21～
2023/09/30

2017-363 坪井　正博 東病院 糖尿病患者における肺切除術後合併症の検討
2010/04/01～
2016/12/31

2017-362 山﨑　直也 中央病院
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

2018/03/01～
2023/09/01

2017-361 木下　敬弘 東病院
高度リンパ節転移を伴うHER2陰性胃癌・食道接合部癌に対する
術前SOX療法後のD2またはD2+限局的大動脈周囲リンパ節郭
清の有効性と安全性に関する第II相臨床試験

2018/03/15～
2019/10/19

2017-359 坪井　正博 東病院
間質性肺炎合併肺がんに対する縮小手術の妥当性についての
研究

2002/01/01～
2016/09/30

2017-358 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌に対する化学放射線療法の病理組織学的評価に関する多
施設共同研究

2006/01/01～
2017/12/31

2017-357 (PDF) 石井　源一郎 東病院 病理・臨床検査精度の維持・向上を目的とした研究
2005/04/01～
2027/03/31

2017-356 坪井　正博 東病院
原発性肺腺癌のがん微小環境におけるがん関連線維芽細胞と
免疫炎症細胞との関係性について

2011/01/01～
2012/12/31

2017-355 内藤　陽一 東病院
JBCRG-M06: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

2018/02/22～
2020/04/30

2017-354 下村　昭彦 中央病院
JBCRG-M06: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

2018/02/22～
2020/04/30

2017-353 (PDF) 河野　隆志 研究所
乳がん、卵巣がん、子宮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

2000/01/03～
2026/03/31

2017-351 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

非小細胞肺癌における微小管阻害薬および葉酸代謝阻害薬感
受性のバイオマーカー研究 

2012/01/01～
2015/12/31
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2017-350 伊藤　雅昭 東病院
腹腔鏡下直腸腫瘍切除における一時的ストーマ関連合併症の
発生頻度とリスク因子の検討

2014/01/01～
2016/12/31

2017-349 伊藤　雅昭 東病院
術前化学療法を行った直腸癌患者における直腸固有間膜リン
パ節の縮小と予後との関連性についての検討

2010/01/01～
2017/02/28

2017-348 片井　均 中央病院
高度リンパ節転移を伴うHER2陰性胃癌・食道接合部癌に対する
術前SOX療法後のD2またはD2+限局的大動脈周囲リンパ節郭
清の有効性と安全性に関する第II相臨床試験

2018/03/15～
2019/10/19

2017-346 小川　朝生 東病院 遺族調査
2018/01/01～
2020/03/31

2017-345 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
肝細胞がん・大腸がん・悪性黒色腫等の血中腫瘍マーカーの臨
床的有用性に関する研究

2012/01/01～
2023/12/31

2017-344 丸山　大 中央病院 濾胞性リンパ腫の形質転換に関する後方視的研究
2000/01/01～
2017/12/31

2017-343 宮本　慎平 中央病院
頭頸部再建 術後合併症評価に対するClavien-Dindo分類の有
用性の検討

2010/04/01～
2016/08/31

2017-342 (PDF) 前島　亜希子 中央病院 悪性リンパ腫の分子病理学的検索
1997/05/01～
2027/12/31

2017-341 柴田　大朗
研究支援センター
(築地)

個人データを利用したネットワークメタアナリシスに関する統計
的手法開発のための研究

1999/11/01～
2001/08/31

2017-340 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
先端イメージング技術を用いた、がん組織の代謝プロファイル技
術開発を目指した観察研究

2003/01/01～
2026/12/31

2017-339 松三　絢弥 中央病院
Sepsis-3敗血症診断における早期警告スコアの有用性に関する
検討

2014/04/01～
2016/06/30

2017-338 松三　絢弥 中央病院
状態悪化により集中治療を要した担がん患者及びがんサバイ
バーの予後研究 

2014/01/01～
2016/06/30

2017-337 (PDF) 河野　隆志 研究所
NCCオンコパネル検査と承認コンパニオン検査との一致割合の
検討

2011/05/13～
2022/12/31

2017-336 (PDF) 川井　章 中央病院
骨軟部腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関
する研究

1997/01/01～
2027/12/31

2017-333 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

JASCC CAX1701: 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

2018/02/08～
2021/03/31

2017-332 五十嵐　隆志 東病院
がん患者が必要とする適正なオピオイド投与量の試算前提に関
する研究

2015/04/01～
2017/03/31

2017-331 (PDF) 加藤　友康 中央病院
体細胞ゲノム解析に基づく子宮体がんの本態解明・治療標的の
同定を目指す研究

1997/01/01～
2026/03/31

2017-329 (PDF)
片岡　圭亮（クロス
アポ）

研究所 リンパ系腫瘍における網羅的遺伝子解析
1999/01/01～
2023/03/31

2017-328 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌術前治療後症例における組織学的評価法の検討
2002/01/01～
2021/10/31
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2017-326 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌肝転移の臨床分子病理学的検討
2006/01/01～
2015/12/31

2017-323 福田　治彦 中央病院
JCOG1705A JCOG0212およびJCOG0404登録患者の代表性お
よびJCOG0404の結果の一般化可能性に関する研究

2003/06/11～
2010/08/06

2017-322 池田　公史 東病院

切除不能進行胆道癌に対する一次化学療法としてのゲムシタビ
ン＋シスプラチン併用療法の効果予測因子に関する後ろ向き研
究 

2007/01/01～
2017/06/30

2017-321 田内　淳子 東病院
切除不能膵癌に対する化学療法中の血糖コントロールが治療
効果へ及ぼす影響の検討

2013/12/01～
2017/12/01

2017-319 (PDF) 鈴木　茂伸 中央病院 眼腫瘍全国登録に関する研究
2015/01/01～
2027/03/31

2017-318 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
JMDCレセプトデータベースを用いたがんや糖尿病などの非感
染性疾患に関する臨床疫学研究 

2005/01/01～
2019/03/31

2017-317 山本　昇 中央病院
NCCH1616：個別化医療に向けたマルチプレックス診断キットを
用いた遺伝子プロファイリング研究

2018/01/05～
2019/03/31

2017-316 関根　茂樹 中央病院

『pT1大腸癌のリンパ節転移の国際共同研究』 
大腸癌治療ガイトドラインに採用されているpT1 (SM)癌のリンパ
節転移リスク因子の意義に関する検証と、Nomogramを用いたリ
ンパ節転移リスク算出 toolの作成

2009/07/01～
2016/12/31

2017-315 後藤　温
社会と健康研究
センター

正確な死亡時記録に基づく糖尿病患者の死因・平均余命および
それらの規定因子の検討

1985/01/01～
2001/12/31

2017-314 木下　敬弘 東病院 胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態調査
2015/01/01～
2015/12/31

2017-313 石井　源一郎 東病院
浸潤性粘液腺癌(Invasive mucinous adenocarcinoma)の予後因
子の解明と微小環境の検討

2004/01/01～
2017/03/31

2017-308 武藤　倫弘 がん対策研究所
野沢菜漬け製品摂取による体重抑制効果確認試験（パイロット
スタディ）

2017/12/01～
2018/03/31

2017-306 片井　均 中央病院
Epstein-Barrウイルス関連胃癌(EBV関連胃癌)のリンパ節転移
危険因子に関する多施設共同後ろ向き研究

2000/01/01～
2016/12/31

2017-305 齋藤　豊 中央病院 画像集積を加えた“Enhanced-JED”
2017/01/01～
2020/12/31

2017-304 矢野　友規 東病院
食道表在癌の臨床病理像に影響を与えるがん間質細胞の生物
学的性状の解明

2011/01/01～
2019/03/31

2017-301 小西　大 東病院 膵癌切除例における術中細胞診陽性の意義についての検討
2010/01/01～
2015/12/31

2017-300 (PDF) 関根　茂樹 中央病院
pT1大腸癌のリンパ節転移のリスク因子に関する日英共同研究 2008/01/01～

2013/12/31

2017-299 鈴木　茂伸 中央病院 ヒト網膜血管内皮細胞のエピゲノム解析
2018/01/31～
2022/07/31
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2017-295 向原　徹 東病院
JCOG1607：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

2018/02/01～
2024/08/01

2017-294 米盛　勧 中央病院
JCOG1607：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

2018/02/01～
2024/08/01

2017-293
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

「消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）」と「胸部悪性疾
患における免疫状態および薬物治療による免疫状態の変動を
明らかにするための前向き観察研究（研究課題番号：2015-
361）」における付随研究14 
EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺がん患者の免疫状態の
解析

2018/01/27～
2021/02/28

2017-291 土屋　雅子 がん対策研究所

小児期，AYA期発症がん経験者に対する初めての就職活動時
の 
病気開示意思決定支援：大学の就職支援スタッフへのインタ
ビュー調査 

2018/02/07～
2018/03/31

2017-290 瀨尾　幸子 東病院
ドナー年齢が移植成績に及ぼす影響：日本造血細胞移植学会
一元化データを用いた後方視的解析

2010/01/01～
2015/12/31

2017-289 中村　匡希 東病院
限局期小細胞肺癌に対する根治的化学放射線治療後の脳転移
再発形式と予後に関する後方視的検討

2006/01/01～
2014/12/31

2017-288 小島　隆嗣 東病院
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

2018/02/01～
2022/08/01

2017-287 大幸　宏幸 中央病院
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

2018/02/01～
2022/08/01

2017-286 矢野　友規 東病院
食道内視鏡的粘膜下層剥離術後、全周性粘膜欠損例について
の臨床的検討 

2008/01/01～
2017/10/09

2017-285 小川　朝生 東病院
認知機能障害のある高齢者の急性痛-行動評価尺度 
Algoplus日本語版の信頼性・妥当性の検討

2018/01/01～
2021/03/31

2017-284 齋藤　豊 中央病院
内視鏡的粘膜下層剥離術における次世代強調画像の有用性に
関す多施設共同ランダム化比較試験

2018/01/31～
2017/07/14

2017-283 (PDF) 福田　治彦 中央病院
JCOG1105A1：MPB療法の治療効果と有害事象を予測するバイ
オマーカーの探索的研究

2017/12/04～
2025/04/30

2017-282 (PDF) 貞廣　良一 中央病院
外科的がん切除後のせん妄の発症及び続発的認知機能低下を
予測するバイオマーカーの開発

2018/03/29～
2022/07/31

2017-281 落合　大樹 中央病院
上皮間葉系移行が肝胆膵悪性腫瘍の予後に及ぼす影響につい
て 

2000/01/01～
2016/12/31
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2017-280 (PDF) 米盛　勧 中央病院

根治切除不能かつ化学療法歴を有するHER2：1+以上の 
進行・再発子宮癌肉腫に対するDS-8201aの医師主導治験 
附随研究 

2018/02/01～
2019/11/30

2017-279 吉野　孝之 東病院
切除不能進行・再発大腸癌患者に対するTAS-102+ベバシズマ
ブ併用療法の安全性と有効性に関する研究

2016/01/01～
2018/12/31

2017-278 (PDF) 首藤　昭彦 中央病院
乳腺腫瘍の臨床病理学的な特性、診断、治療の効果・安全性に
関する研究

1962/01/01～
2027/12/31

2017-277 矢野　友規 東病院
酸素飽和度イメージング内視鏡を用いた消化管がんに対する化
学療法および化学放射線療法の治療効果予測に関する臨床評
価試験

2017/12/26～
2020/03/31

2017-276 平山　貴敏 中央病院
我が国のうつ病のがん患者に対する行動活性化療法の有用性
に関する研究

2018/02/21～
2021/03/31

2017-272 奥坂　拓志 中央病院
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

2014/01/01～
2016/12/31

2017-271 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
NCCバイオバンクを用いた大腸癌の早期診断・予後予測を可能
にする新規血清バイオマーカーの検索

2010/01/01～
2027/12/31

2017-270 米盛　勧 中央病院
婦人科臓器原発癌肉腫の化学療法における予後因子に関する
研究

1998/01/01～
2017/12/31

2017-269 設樂　紘平 東病院
「前治療で増悪した進行胃癌患者を対象としたTAS-114とS-1併
用の第II相臨床試験」に付随するバイオマーカーの探索研究 

2018/01/15～
2018/04/30

2017-268 田村　研治 中央病院
卵巣、卵管、腹膜がんにおける術前化学療法の予後予測因子
の国際多施設共同研究

2003/01/01～
2014/12/31

2017-267 坪井　正博 東病院 cN1非小細胞肺癌の診断精度と治療戦略
2008/01/01～
2015/07/31

2017-265
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 国内の新薬の拡散過程に関する調査研究
2011/04/01～
2017/09/30

2017-264 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

腎癌における免疫チェックポイント阻害薬の有効性を予見する
neoantigen、HLAハプロタイプの同定

2003/04/01～
2021/04/26

2017-263 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌の治療標的遺伝子診断におけるOncomine™ Dx 
Target Testの臨床性能評価

2017/11/25～
2018/03/31

2017-261 吉本　世一 中央病院 頭頸部表在癌に対する経口的手術の第II/III相試験
2018/03/15～
2020/08/01

2017-260 林　隆一 東病院
頭頸部表在癌に対する経口的手術の第II/III相試験 2018/03/15～

2020/12/31

2017-259 向井　博文 東病院
術前化学療法を行った切除可能乳癌に対する遺伝子HSD17B4
のメチル化を用いた治療効果予測研究 

2011/01/01～
2015/12/31

2017-258 木下　敬弘 東病院 食道胃接合部癌手術組織を用いた臨床病理学的研究
1998/01/01～
2019/03/31
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2017-256
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの有効
性・安全性を検討し、有用なバイオマーカーの探索を目指した第
II相医師主導臨床試験における付随研究

2017/12/21～
2019/10/31

2017-255 島田　和明 中央病院
JCOG1315C:切除可能肝細胞癌に対する陽子線治療と外科的
切除の非ランダム化同時対照試験

2017/12/13～
2023/12/31

2017-250 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
次世代多目的コホート研究で収集されたアンケート・健診・追跡
などの匿名化された既存情報を用いたデータ解析研究 

2017/12/21～
2046/12/31

2017-249 山﨑　直也 中央病院
日本国内の悪性黒色腫におけるニボルマブ治療後のイピリムマ
ブ逐次治療の臨床研究：多施設後ろ向き観察研究

2015/08/31～
2017/03/31

2017-248 伊藤　雅昭 東病院
｢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

2010/01/01～
2011/12/31

2017-247 落谷　孝広 研究所 脳卒中発症リスクと関連する血清マイクロRNAの探索研究
2010/01/01～
2016/12/31

2017-246 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

アンケート調査による下部消化管内視鏡検査受診歴と大腸腫瘍
有病率の関係性の検討

2018/03/17～
2018/12/31

2017-245 小林　英介 中央病院
HOPES010「骨巨細胞腫に関する多施設共同レトロスペクティブ
研究」 

1989/01/01～
2017/07/31

2017-243 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
中高年者におけるヘリコバクター・ピロリ菌除菌の胃がん予防効
果を評価するための長期追跡研究

2011/01/01～
2019/03/31

2017-242 (PDF) 久野　博文 東病院
頭頸部癌におけるCT・MRI画像データを用いた最新の後処理技
術の臨床応用に関する探索研究

2008/04/01～
2023/12/31

2017-241 安田　俊太郎 中央病院
がん専門病院における終末期の苦痛緩和のための鎮静の施行
状況に関する後方視的調査

2015/04/01～
2016/03/31

2017-240 下村　昭彦 中央病院
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

1996/01/01～
2017/07/31

2017-239 清水　千佳子 中央病院
ユーエフティ特定使用成績調査（N・SAS-BC 01試験及びCUBC
試験転帰調査）

2016/04/01～
2018/03/31

2017-237 市川　仁 研究所
小児AMLの予後に関わる遺伝子群の同定とその臨床応用の研
究

2000/01/01～
2010/12/31

2017-236 平岡　伸介 中央病院
AI等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像 (WSI)の収集基
盤整備と病理支援システム開発

2003/01/01～
2016/12/31

2017-235 内藤　陽一 東病院 固形がんにおけるNTRK遺伝子融合に関する研究
2017/11/27～
2019/03/31

2017-234 菅野　雅人 東病院
胃癌におけるTumor Deposit (TD) 陽性症例の臨床病理学的研
究

2005/01/01～
2015/12/31

2017-233 (PDF) 設樂　紘平 東病院

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究11 
 ｢進行性・転移性固形がん患者を対象とするRegorafenibと
Nivolumabの同時併用療法第I相臨床試験｣における患者免疫状
態の解析

2017/11/20～
2019/09/30
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2017-232 加賀谷　優 中央病院 悪性腫瘍切除後腹壁自家組織再建に関する研究
2007/01/01～
2017/12/31

2017-230 工藤　礼子 中央病院
がん専門病院のストーマの傾向と管理状況の実態からみたケア
の重点課題

2011/04/01～
2017/03/31

2017-229 (PDF) 加藤　健 中央病院
消化管がんの臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関
する研究

2017/11/25～
2027/11/24

2017-228 岩田　慎太郎 中央病院
中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する研究 
-骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究-

2018/01/01～
2028/01/31

2017-227 加藤　友康 中央病院 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
2002/01/01～
2012/12/31

2017-226 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

婦人科がん患者の健康行動促進のためのリーフレット配布によ
る健康行動支援プログラムの評価 

2018/01/31～
2018/03/31

2017-224 髙山　智子 がん対策研究所
先進的な医療の情報に関する患者および家族のニーズ把握に
関する研究 

2017/11/25～
2019/03/31

2017-223 後藤　功一 東病院
非扁平上皮非小細胞肺癌に対するnivolumabの効果予測におけ
る複数の生検検体を用いたPD-L1発現の評価の有用性の検討

2016/01/01～
2017/08/31

2017-222 後藤　功一 東病院

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 
（LC-SCRUM-JAPANにおける「RET融合遺伝子等の低頻度の
遺伝子変化陽性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」及び「アジア人の非小細胞
肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニ
ングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究」（LC-
SCRUM-Asia）の付随研究

2017/12/12～
2022/10/31

2017-220 吉本　世一 中央病院
JCOG1601：Stage I/II舌癌に対する予防的頸部郭清省略の意義
を検証するランダム化比較第III相試験

2017/12/01～
2025/05/31

2017-219 篠﨑　剛 東病院
JCOG1601：Stage I/II舌癌に対する予防的頸部郭清省略の意義
を検証するランダム化比較第III相試験

2017/12/01～
2025/05/31

2017-218 川井　章 中央病院
大腿骨全置換術に関する多施設共同レトロスペクティブ研究 1990/01/01～

2016/12/31

2017-217 大江　裕一郎 中央病院
未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するペムブロリ
ズマブの単群検証的試験

2017/12/04～
2022/12/03

2017-216 里見　絵理子 中央病院 18歳未満の子どもをもつがん患者・家族への支援に関する研究
2017/11/27～
2018/12/31

2017-215 久保木　恭利 東病院

StageⅡおよび StageⅢA/B日本人結腸癌患者における術後補
助療法推奨へOncotype DXR Colon Recurrence Scoreの影響を
評価するレジストリ試験 

2017/12/13～
2018/09/30

2017-214 杉本　元一 東病院 膵癌における外科的切除可能性と予後の検討
2006/01/01～
2017/12/31
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2017-213 (PDF) 吉野　孝之 東病院
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

2017/11/14～
2024/03/31

2017-211 成田　善孝 中央病院
末梢血中MyD88遺伝子突然変異の検出による中枢神経系原発
悪性リンパ腫の診断補助に関する臨床研究

2017/12/12～
2018/08/31

2017-209 島津　太一 がん対策研究所
個別化予防のための累積リスク予測ツールの評価に関するラン
ダム化比較試験 

2017/12/07～
2018/05/31

2017-208 吉野　孝之 東病院

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） 
 

2017/12/12～
2020/09/30

2017-207 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

がん診断後のライフスタイルに関する情報支援ニーズ研究
2017/11/10～
2017/12/28

2017-205 並川　健二郎 中央病院
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

2017/11/01～
2024/04/30

2017-204 落谷　孝広 研究所 心理的ストレスと相関する血清マイクロRNAの探索研究
2011/04/01～
2015/06/30

2017-201 富岡　利文 東病院 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施
2017/10/20～
2021/12/31

2017-200 (PDF) 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

Cancer metabolic organ crosstalkの解明と応用―進行膵がんモ
デルを用いた基礎的研究―

2008/06/03～
2016/10/18

2017-198 東野　琢也 東病院
舌再建手術後の嚥下障害発生割合を検討する多施設共同前向
き観察研究

2017/11/20～
2020/08/31

2017-197 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵がんの切除検体における評価方法の臨床病理学的検討
2008/01/01～
2016/12/31

2017-196 石井　源一郎 東病院
UIP（usual interstitial pneumonia）の有無による原発性肺腺癌に
おける微小環境の違い

2004/01/01～
2013/12/31

2017-194 吉野　孝之 東病院
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 2013-01-CRC 付随研究

2017/11/14～
2022/03/31

2017-193 (PDF) 吉野　孝之 東病院

「HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者に
対する 
トラスツズマブおよびペルツズマブ同時併用療法の有効性およ
び安全性を 
評価する多施設共同臨床第II相試験」に付随するTR研究

2017/10/31～
2023/03/31

2017-192 小川　千登世 中央病院
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

2017/11/27～
2020/07/31

2017-190 (PDF) 河野　隆志 研究所
婦人科がん患者試料を用いた婦人科がん分子機構の解明と新
規治療法の探索 

1999/01/01～
2026/03/31

2017-189 坪井　正博 東病院 非小細胞肺癌に対するサルベージ手術の有用性に関する検討
2001/01/01～
2015/05/31
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2017-188 坪井　正博 東病院 縮小手術後の再発検討
2003/01/01～
2009/04/30

2017-187 八巻　知香子 がん対策研究所
がん経験者の体験談筆記前から公開後までの心理的反応に関
する研究

2018/01/05～
2023/03/31

2017-186 八巻　知香子 がん対策研究所
がん経験者の体験談筆記・公開に伴う心理的反応に関する研
究

2018/01/05～
2021/09/30

2017-185 吉本　世一 中央病院
頭頸部扁平上皮がん化学療法における予後因子 
および耐性獲得機序の解明に関する研究

2017/11/20～
2032/09/14

2017-184 庄司　広和 中央病院
WJOG9216G 切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に
対するFOLFIRI+ramucirumab療法とFOLFOXIRI+ramucirumab療
法のランダム化第II相試験

2017/11/10～
2023/06/30

2017-183 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

思春期・若年成人(AYA)期発症がん経験者における 
情報支援ウェブコンテンツのプライオリティ調査 

2017/10/13～
2019/03/31

2017-182 後藤田　直人 東病院 膵管内乳頭粘液性腫瘍における経過観察症例の検討
2017/10/31～
2016/12/31

2017-181 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

経皮経食道胃管挿入術(PTEG)の安全性に関する他施設共同
後ろ向き研究 

2009/10/01～
2014/09/30

2017-180 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

Serrated pathwayから発生する大腸鋸歯状病変における腫瘍局
所免疫状態の検討 

2007/08/01～
2017/07/31

2017-179 池田　公史 東病院 進行肝細胞癌治療に関する多施設後ろ向きコホート研究
2017/10/20～
2018/12/31

2017-178 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院

「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—

2018/01/05～
2022/08/31

2017-177 坂本　はと恵 東病院 医療機関におけるがん患者の就労支援体制に関する実態調査
2017/09/26～
2017/10/13

2017-176 福田　隆浩 中央病院 同種造血幹細胞移植後患者の就労に関する実態調査
2017/10/20～
2020/03/31

2017-173 髙島　淳生 中央病院

切除不能進行再発大腸癌の2次治療患者を対象とした
fluoropyrimidine+iirinotecan+bevacizumab療法と
trifluridine/tipiracil+bevacizumab療法のランダム化比較第２/3相
試験

2017/10/31～
2022/03/31

2017-170 齋藤　豊 中央病院 大腸T1癌の予後に関する多施設共同前向きコホート研究
2017/11/10～
2020/12/31

2017-169 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院
造血幹細胞移植における細胞遺伝学的特徴と予後についての
後方視的研究

1998/04/01～
2025/03/31

2017-168 (PDF) 松井　喜之 中央病院
泌尿器・後腹膜腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全
性に関する研究

2017/10/04～
2027/09/01

2017-167 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
データ統合のための妥当性研究で収集されたアンケート・生体
試料・食事記録などの情報を用いた解析研究計画書 

2012/11/01～
2014/11/30
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2017-166 成田　善孝 中央病院

脳腫瘍患者の手段的日常生活動作(I-ADL)を測定する質問紙
の開発 
Development of a questionnaire to measure instrumental 
activities of daily living (I-ADL) in patients with brain tumors

2017/10/31～
2026/09/30

2017-164 海藤　章郎 東病院
胃癌におけるGene-Protein Assay（GPA）法を用いたHer2 
Heterogeneityの研究 

2011/06/01～
2016/12/31

2017-163 庄司　広和 中央病院
WJOG8916G:抗EGFR 抗体に不応となったRAS 野生型の切除不
能・進行再発結腸/直腸癌を対象としたTAS-102＋セツキシマブ
療法の有効性・安全性の検討(臨床第II 相試験)

2017/11/10～
2021/12/31

2017-162 庄司　広和 中央病院
WJOG8916GTR 抗EGFR抗体に不応となったRAS野生型の切除
不能・進行再発結腸/直腸癌を対象としたTAS-102+セツキシマ
ブ療法の有効性・安全性の検討（臨床第II相試験）付随研究

2017/11/10～
2022/05/09

2017-161 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
造血器腫瘍の診断、臨床病理学的な特性および治療の効果・
安全性に関する研究

1998/01/01～
2027/12/31

2017-160 松岡　豊
社会と健康研究
センター

乳がんサバイバーの再発恐怖と血中脂肪酸・腸内細菌叢バラン
スに関する探索的研究

2017/10/31～
2018/09/30

2017-159 後藤　悌 中央病院
切除不能な非小細胞肺癌患者における免疫チェックポイント阻
害剤の薬剤経済学的研究

2017/11/25～
2019/03/31

2017-158 石井　源一郎 東病院
小型の末梢肺扁平上皮癌における臨床病理学的特徴に関する
研究

2004/04/01～
2013/12/31

2017-157 成田　善孝 中央病院
Amide proton transfer imagingの悪性脳腫瘍もしくは脊髄腫瘍の
診断および治療効果判定における有用性の評価に関する研究 

2017/10/31～
2019/02/15

2017-152 元井　紀子 研究所
非小細胞肺癌におけるALK阻害剤に対する診断薬としての性能
評価

2002/01/01～
2017/06/30

2017-150 土屋　雅子 がん対策研究所
小児期・AYA期発症がん経験者における，初めての就職活動時
の病気開示意思決定支援に関する研究 

2017/10/04～
2018/03/31

2017-149 渡邊　ともね がん対策研究所 CAHPSによる患者体験調査に関する研究
2017/10/13～
2020/03/31

2017-147 (PDF) 藤元　博行 中央病院
患者サポートセンターにおけるサポート業務活動およびその評
価についての後方視的研究

2017/11/20～
2027/12/31

2017-146 今岡　大 東病院 膵管内乳頭粘液性腫瘍の術後再発の予後予測モデルの開発
1996/01/01～
2017/06/30

2017-145 里見　絵理子 中央病院
進行がん患者のがん関連倦怠感に対するデキサメタゾン8mg内
服、または、デキサメタゾン6.6mg注射の多施設共同第Ⅱ相試験

2018/01/15～
2018/12/31

2017-144 南　陽介 東病院
初発時よりニロチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2 年
間以上維持した慢性期の成人慢性 
骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験（N-STOP216 試験）

2017/12/21～
2019/03/31
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2017-143 伊豆津　宏二 中央病院
初発時よりニロチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2年
間以上維持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する
薬剤中止試験（N-STOP216試験）

2017/12/21～
2019/06/30

2017-142 南　陽介 東病院
初発時よりダサチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2年
間以上維持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する
薬剤中止試験（D-STOP216試験）

2017/12/21～
2020/03/31

2017-141 伊豆津　宏二 中央病院
初発時よりダサチニブが投与され分子遺伝学的完全寛解を2年
間以上維持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する
薬剤中止試験（D-STOP216試験）

2017/12/21～
2019/11/22

2017-140 加賀谷　優 中央病院
超音波血流計を用いたflow-through吻合による血流速度増加に
関する研究

2017/09/06～
2020/03/31

2017-138 髙島　淳生 中央病院
JCOG1503C:Stage III治癒切除大腸癌に対する術後補助療法と
してのアスピリンの有用性を検証する二重盲検ランダム化比較
試験

2017/09/27～
2028/04/30

2017-137 川井　章 中央病院
JCOG1610：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

2017/09/27～
2023/03/31

2017-136 (PDF) 井垣　浩 中央病院
体細胞ゲノム解析に基づく子宮頸がんの本態解明・ 
治療標的の同定を目指す研究

2005/01/01～
2022/07/31

2017-135 吉田　輝彦 中央病院
多層オミックス解析による精神疾患の治療標的分子の同定と新
たな治療法開発

2010/04/01～
2016/12/01

2017-134 土屋　雅子 がん対策研究所
病気開示後のがん患者と友人とのコミュニケーション支援プログ
ラムの構成要素に関する研究

2017/10/04～
2018/03/31

2017-133
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
がん対策指標改定の一環としてのがん患者の日常生活に関す
るインタビュー調査

2017/10/20～
2020/03/31

2017-132 後藤　功一 東病院
進行非扁平上皮・非小細胞肺癌におけるNivolumabの免疫関連
有害事象と有効性に関する検討

2016/01/01～
2016/11/30

2017-131 五十嵐　隆志 東病院 麻薬事故状況報告書に係る事故要因の定量的解析
2014/10/01～
2016/09/30

2017-130 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

多職種医療者によるがん就労支援促進のためのアクション
チェックリストの開発に関する研究 

2017/09/26～
2017/12/31

2017-129 早川　雅代 がん対策研究所
わが国におけるがん情報データベースのあり方と評価に関する
研究-患者や家族等から寄せられる情報ニーズの抽出と構造化
-

2017/04/01～
2019/06/30

2017-128 坪井　正博 東病院
間質性肺炎合併肺癌切除患者における 
術後ADL評価スタディ

2017/10/04～
2020/09/04

2017-127 米盛　勧 中央病院
NCCH1701: 手術不能・再発乳がん患者に対するパルボシクリブ
のPK/PD/PGxに基づく有効性・安全性予測に関する探索的研
究

2017/10/31～
2022/12/30

2017-126 齋藤　豊 中央病院
内視鏡診断支援ソフトウェアによる大腸病変の診断能に関する 
性能評価試験 -多施設validation study-

2017/09/06～
9999/12/31
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2017-125 吉野　孝之 東病院
結腸および直腸がんにおける原発部位別遺伝子プロファイル解
析 
GI-Screen 2013-01-CRC 付随研究

2015/02/01～
2016/06/30

2017-124 井垣　浩 中央病院
転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射の遡及的多施設共同研
究

2013/01/01～
2015/12/31

2017-122
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

成人T細胞白血病リンパ腫に対するモガムリズマブ治療中の免
疫モニタリング　附随研究

2012/08/01～
2019/07/31

2017-121 落合　大樹 中央病院
上皮間葉系移行が大腸癌予後に及ぼす影響について 2000/01/01～

2016/12/31

2017-120 (PDF) 吉野　孝之 東病院
消化器腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関
する研究 

1993/01/01～
2025/12/31

2017-119 髙山　智子 がん対策研究所
AYA世代に向けた情報提供および情報提供ネットワークのあり
方に関する研究 

2017/09/06～
9999/12/31

2017-118 久保木　恭利 東病院

切除不能進行再発大腸癌の2次治療患者を対象とした 
fluoropyrimidine+irinotecan+bevacizumab療法と 
trifluridine/tipiracil+bevacizumab療法のランダム化比較第2/3相
試験 

2017/10/31～
2022/03/31

2017-117 内藤　陽一 東病院

A Study Exploring the Common Epidemiological and 
Clinicopathological Features of Female Breast Cancer and 
Other Cancers in Asian Countries 
アジア諸国における乳がんの疫学的・臨床病理学的背景に関す
る研究

2017/12/05～
2018/03/31

2017-116 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1502C: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

2017/09/26～
2031/05/10

2017-115 小林　英介 中央病院 “脱分化型”骨肉腫の治療成績に関する臨床研究
1991/01/01～
2016/12/31

2017-114 桑田　健 東病院 残胃癌手術組織を用いた臨床病理学的研究
1998/01/01～
2019/03/31

2017-112 大江　裕一郎 中央病院
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

2016/04/01～
2016/12/31

2017-111 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究
2017/04/01～
2019/03/31

2017-110 落合　大樹 中央病院
Stage Ⅱ大腸癌細分類に関する検討 1997/01/01～

2016/12/31

2017-109 加藤　友康 中央病院
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 canceer：geneTic TEsting of BRCA

2017/12/04～
2018/06/30

2017-107 (PDF) 吉本　世一 中央病院 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施
2012/01/01～
2031/12/31
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2017-106 三浦　智史 東病院
栄養評価の指標であるPatient-generated subjective global 
assessment (PG-SGA)日本語版の妥当性に関するパイロット調
査

2017/10/04～
2017/12/31

2017-105 坪井　正博 東病院
肺悪性腫瘍の断端再発予防に対する迅速断端洗浄細胞診の有
効性

2017/09/26～
9999/12/31

2017-102
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

がん治療による副作用の免疫学的機序を解明するための多施
設共同研究 

2017/10/20～
2020/09/30

2017-100 (PDF) 南　陽介 東病院 造血器腫瘍における検体保存の基盤構築
2017/11/14～
2027/03/31

2017-098 加賀谷　優 中央病院
乳房自家組織再建における２種類の皮弁（DIEP/SIEA）に関する
比較研究

2017/09/18～
9999/12/31

2017-097 小川　千登世 中央病院

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 

2018/02/07～
2018/12/31

2017-096 小川　千登世 中央病院
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、シクロフォスファミド1.2g/m2)/VA療法の有効性
及び安全性の評価 第II相試験

2016/08/01～
2019/03/31

2017-093 岩崎　基 がん対策研究所 熊本県早産予防対策事業に係る追加調査
2013/04/01～
2023/03/31

2017-092 千葉　育子 東病院

外来で化学療法を受けるがん患者におけるがんに伴う倦怠感
の改善に有効とされるセルフマネジメント行動の実施状況と健康
信念モデルの構成要素との関連 

2017/09/18～
2017/11/30

2017-091 (PDF) 井垣　浩 中央病院
放射線治療の効果・安全性に関する研究 1980/01/01～

2025/12/31

2017-090 (PDF) 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管腫瘍性病変の内視鏡画像を用いた自動画像診断装置構
築に関する研究 

2007/01/01～
2022/08/31

2017-089 伊藤　雅昭 東病院
直腸腫瘍術後排尿障害の発生頻度と長期経過の追跡及びリス
ク因子と発症予測因子の検討

2017/08/28～
9999/12/31

2017-088 坪井　正博 東病院  肺がん外科治療後の在宅酸素についての研究
2002/01/01～
2016/08/31

2017-085 吉野　孝之 東病院

大腸癌、大腸癌以外の消化器・腹部悪性腫瘍、肺癌における免
疫関連遺伝子発現のプロファイリングの多施設共同研究 
SCRUM-Japan 付随研究 

2017/09/27～
2019/03/31

2017-082 (PDF) 山﨑　直也 中央病院
悪性黒色腫や皮膚腫瘍の臨床病理学的・免疫学的な特性と治
療の効果・安全性や予後に関する研究

1990/01/01～
2027/12/31

2017-081 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院 濾胞性リンパ腫の網羅的遺伝子解析
1999/01/01～
2023/03/31
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2017-080 小田　一郎 中央病院
抗凝固薬内服が胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）の後出血に及ぼす影響の検討

2017/08/16～
9999/12/31

2017-079 道家　由行 中央病院
造血器腫瘍に対して入院で実施される複数日連続投与となる抗
がん剤治療における予防制吐療法の薬剤経済学的評価

2014/01/01～
2017/03/31

2017-078 森　泰昌 中央病院 皮膚付属器腫瘍の分子病理学的検索
2002/01/01～
2022/03/31

2017-077 (PDF) 吉川　貴己 中央病院
胃腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関する
研究 

1990/01/01～
2027/12/31

2017-076 (PDF) 小川　千登世 中央病院
小児およびAYA世代の悪性腫瘍の臨床病理学的な特性と治療
の効果・安全性に関する研究

2000/01/01～
2025/12/31

2017-075 福田　治彦 中央病院 JCOG1702A:大腸癌切除後の再発・二次がんに関する統合解析
2017/08/28～
9999/12/31

2017-074 冲中　敬二 東病院 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の臨床疫学的検討
2017/10/20～
2018/03/31

2017-073 坪井　正博 東病院
I期肺癌切除例におけるEGFR遺伝子変異と予後との関係―肺
がん切除後の個別化アジュバント治療の開発に向けてー

2003/01/01～
2011/12/31

2017-072 矢野　友規 東病院
食道悪性狭窄に対するself-expanding metallic stent(SEMS)留
置の長期成績

2017/08/09～
9999/12/31

2017-069 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

抗CD4抗体のCD4陽性細胞除去効果におけるFcレセプターの一
塩基多型の役割の解析 

2014/08/20～
2019/03/31

2017-068 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

国立がん研究センター東病院におけるJNET分類に基づく大腸
上皮性腫瘍の内視鏡診断成績とその特徴 

2011/01/01～
2017/06/30

2017-067 朴　成和 中央病院
切除不能胃癌に対する2次治療におけるパクリタキセル+ラムシ
ルマブとパクリタキセルを腹水量別で比較検討する後方視的研
究

2017/09/27～
2018/12/31

2017-066 坪井　正博 東病院
肺癌新分類第8版における肺がんのすりガラス影と組織亜型の
関係

2017/07/26～
9999/12/31

2017-064 林　隆一 東病院 化学放射線療法後の救済頸部郭清術における検討
2004/01/01～
2014/12/31

2017-063 石井　源一郎 東病院
UIP（usual interstitial pneumonia）の有無による肺扁平上皮癌に
おける微小環境の違い

2004/01/01～
2013/12/31

2017-061 (PDF) 大幸　宏幸 中央病院
食道腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関す
る研究

2017/07/26～
9999/12/31

2017-060 小島　隆嗣 東病院
術前化学療法無効な進行食道癌症例を同定するための血清バ
イオマーカー探索（パイロット研究）

2017/09/26～
2018/03/31

2017-059 瀨尾　幸子 東病院 ヘルペスウィルス再活性化誘因因子の同定
2017/08/09～
2018/09/30
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2017-058 石木　寬人 中央病院

悪液質を有するがん患者のQOL評価におけるEORTCがん悪液
質モジュール （EORTC QLQ-CAX24 ）  ならびにEORTC QLQ-
C30質問票の信頼性と有効性についての国際共同研究　 
（Phase IV study ）

2017/08/28～
9999/12/31

2017-057 田中　緑 中央病院
超音波気管支鏡ガイド下経気管支針生検における新型生検針
の有用性に関する観察研究 

2017/10/13～
2019/04/13

2017-056 (PDF) 木下　敬弘 東病院
JCOG1001A1 ：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

2010/06/01～
2015/03/31

2017-055 加賀谷　優 中央病院
頭頸部遊離皮弁再建術後、吻合血管血栓形成のリスクファク
ターに関する研究

2017/09/06～
9999/12/31

2017-053 大野　康寛 東病院 HER2陽性胃癌に対する適切な生検部位に関する検討
2017/08/16～
9999/12/31

2017-051 小川　朝生 東病院 看護必要度を用いたせん妄の重症度評価に関する検討
2017/07/26～
9999/12/31

2017-050 金光　幸秀 中央病院
右側結腸癌のリンパ節転移に関する多施設 
前向き観察研究 

2017/12/07～
2021/12/08

2017-049 稲本　賢弘 中央病院
造血細胞移植後二次がんの予後の後方視的検討 2017/08/09～

9999/12/31

2017-048 金光　幸秀 中央病院
骨髄移植後の二次発癌（大腸がん）の腫瘍細胞の起源の解明 2000/01/01～

2015/03/31

2017-047 岸　達也 中央病院
同種造血幹細胞移植後患者の身体活動量の実態及び関連因
子の検討 

2017/07/20～
9999/12/31

2017-046 (PDF) 庄司　広和 中央病院
消化管がんの臨床検体を用いたリン酸化タンパク質・遺伝子・免
疫プロファイリングの有効性の検討 

2017/04/01～
2025/03/31

2017-045 坪井　正博 東病院 肺切除後肺静脈断端の血栓形成に関する前向き観察研究
2017/08/28～
2018/12/31

2017-044 加藤　健 中央病院
血清中マイクロRNAによる疾患横断的早期診断技術開発研究
における前向き検証研究

2017/07/12～
2021/07/20

2017-042 小林　英介 中央病院 淡明細胞型軟骨肉腫の治療成績に関する多施設共同研究
1985/01/01～
2017/09/06

2017-040 小島　隆嗣 東病院
「進行性又は転移性固形がん患者を対象としたOBP-301と
Pembrolizumab併用療法の第I相臨床試験」に附随するバイオ
マーカーの探索研究

2011/06/13～
2022/05/31

2017-038 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌に対する経肛門的全直腸間膜切除術の短期成績に関す
る比較研究

2017/07/20～
9999/12/31

2017-037 小川　朝生 東病院

抗がん治療中のせん妄の発症と重症化の予防に対する通常ケ
アと多職種せん妄初期対応プログラムとの多施設クラスターラン
ダム化比較試験 

2017/10/20～
2019/06/30
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2017-036 金光　幸秀 中央病院

本邦と米国における結腸癌の外科治療とその成績を比較する
多施設共同後ろ向きコホート研究 
Comparison between the surgical management and treatment 
outcome of colon cancer  in the US and Japan: a multicenter 
retrospective cohort study 

2017/08/16～
9999/12/31

2017-035 金光　幸秀 中央病院

本邦と米国における直腸癌の治療成績を比較する多施設共同
後ろ向きコホート研究 
Comparison between the treatment outcome of rectal cancer in 
the US and Japan: a multicenter retrospective cohort study 

2017/08/16～
9999/12/31

2017-034 池田　公史 東病院
切除不能進行・再発膵癌患者を対象にしたS-1、イリノテカンお
よびオキサリプラチン併用療法（S-IROX療法）の第I相臨床試験

2017/08/28～
9999/12/31

2017-033 麻生　智彦 中央病院 3Dマッピング機能の表示及び形態に関する研究
2016/11/01～
2019/03/31

2017-032 (PDF) 野村　恵一 東病院
Ｘ線CT検査における各被検者に対する被ばく線量評価に関する
研究

2013/04/01～
2025/03/31

2017-031 山本　昇 中央病院
PI3K-AKT-mTOR pathwayを含む新規抗がん薬の感染リスクに
対する後方視的研究

1995/07/01～
2017/02/28

2017-030 矢野　友規 東病院

高齢者食道表在癌の内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除
例における追加治療の意義についての検討—多施設共同後ろ
向き研究— 

2010/01/01～
2014/06/30

2017-029 矢野　友規 東病院
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

2017/07/20～
2020/07/31

2017-028 齋藤　豊 中央病院
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

2017/07/10～
2022/07/10

2017-027 大西　達也 東病院
JCOG1505：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

2017/07/10～
2035/12/31

2017-026 首藤　昭彦 中央病院
JCOG1505：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

2017/07/10～
2035/12/31

2017-025 吉野　孝之 東病院 消化管がんの代謝機構を解明する研究
2011/06/13～
2020/03/31

2017-023 向井　博文 東病院
HER2陽性HR陰性乳癌における 
遺伝子HSD17B4高メチル化の有用性評価試験

2017/08/04～
2020/10/31

2017-022 金光　幸秀 中央病院
直腸癌術後縫合不全予防における経肛門ドレーン(WING 
DRAIN)の安全性・有用性に関する第Ⅱ相試験 

2017/06/27～
2018/06/22

2017-021 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌術後縫合不全予防における経肛門ドレーン (WING 
DRAIN)の安全性・有用性に関する第Ⅱ相試験

2017/06/27～
2018/06/22
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2017-017 川﨑　敏克 東病院
職業的抗がん薬曝露および抗がん薬の環境曝露に関する多施
設共同研究 

2017/07/26～
2017/12/31

2017-015 原野　謙一 東病院

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 

2018/01/27～
2019/03/31

2017-014 田村　研治 中央病院
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

2017/04/01～
2019/03/31

2017-013 橋本　裕輔 東病院

切除不能膵癌の癌性疼痛に対する 
超音波内視鏡下腹腔神経叢融解術（EUS-CPN）の除痛効果を
調べる 
後ろ向き研究 

2014/11/01～
2017/03/31

2017-012 矢野　友規 東病院
粘膜筋板もしくは粘膜下層浅層に浸潤した食道癌に対する 
内視鏡切除後のアウトカム研究

2017/09/06～
2027/09/05

2017-011 内藤　陽一 東病院
エベロリムスによる口内炎に対するデキサメタゾン含嗽液の研
究

2016/06/01～
2020/03/31

2017-010 (PDF) 小室　亜由美 東病院
第一世代抗ヒスタミン剤禁忌症例に対するリツキシマブのイン
フュージョンリアクション予防薬としてのロラタジンの評価

2013/01/01～
2016/12/31

2017-007 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究1３ 
腸内細菌叢のがん免疫応答への関わりの解明によるがん治療
への展開

2015/07/13～
2022/03/31

2017-005 (PDF) 中山　富雄 がん対策研究所
子宮頸がん検診における細胞診とHPV検査併用の有用性に関
する研究

2019/03/13～
2028/03/31

2017-006 柳　朝子 中央病院 EGFR阻害薬による爪囲炎の実態調査
2017/07/20～
2017/08/19

2017-003 (PDF) 坂東　英明 東病院
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

2017/05/23～
2024/03/31

2017-002 牧原　玲子 中央病院 EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の毒性および効果の関係
2017/05/23～
9999/12/31

2017-001 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

硬さセンサーを用いた乳がん術後リンパ浮腫計測に関する初期
検討

2017/07/26～
2019/07/25

2016-504 黒澤　彩子 中央病院 洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査
2017/05/09～
9999/12/31

2016-503 成田　善孝 中央病院 中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究
2014/12/04～
2022/03/31

2016-502 近藤　俊輔 中央病院
切除不能局所進行膵癌に対する一次治療としての化学療法と
放射線化学療法のレトロスペクティブの検討

2017/08/16～
9999/12/31

2016-498 櫻田　直也 中央病院
造血幹細胞移植時の口腔状態と移植後早期の細菌感染症との
関連

2017/05/23～
9999/12/31
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2016-497 本田　一文 研究所
血液バイオマーカー apoA2アイソフォームによる膵がん検診の 
臨床研究実施に向けたフィージビリティ研究：単群・介入研究 

2017/06/05～
2027/03/31

2016-496 (PDF) 浜本　隆二 研究所 人工知能を用いた統合的ながん医療システムの開発
2017/07/01～
2024/12/31

2016-494 (PDF) 後藤　悌 中央病院
胸部悪性腫瘍患者の予後と血清マイクロRNA発現の相関をレト
ロスペクティブに解析する研究 

2002/01/01～
2025/03/31

2016-492 松本　禎久 東病院
専門的緩和ケアチームが介入したがん患者の症状スコアの変
化と関連する因子の探索に関する後方視的検討

2015/04/01～
2017/03/31

2016-491 下村　昭彦 中央病院
進行乳癌に対するカペシタビンの有効性・安全性に関する単施
設後方視的検討 

2017/04/26～
9999/12/31

2016-486 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

癌の硬さ測定の基盤技術の開発と臨床導入に向けた検討
2017/02/01～
2027/01/29

2016-485 川﨑　敏克 東病院
呼吸器悪性腫瘍患者の吃逆に対する柿蔕(シテイ)の治療効果
および効果寄与因子に関する研究

2009/01/01～
2021/03/31

2016-484 小川　千登世 中央病院
難治小児悪性固形腫瘍およびホジキンリンパ腫患者を対象とし
たニボルマブの医師主導第I相試験(NCCH1606)附随研究

2017/04/01～
2021/07/31

2016-483 久保木　恭利 東病院
消化管の複合型腺神経内分泌癌手術症例を対象とした、臨床
病理学的特徴に関する研究

2005/04/01～
2016/12/31

2016-482 中村　直樹 東病院 間質性肺炎合併肺癌に対する放射線治療の全国実態調査
2017/04/26～
9999/12/31

2016-481 全田　貞幹 東病院

J-SUPPORT 1602: 化学放射線療法を受ける頭頸部癌患者にお
ける放射線皮膚炎に対する基本処置とステロイド外用薬を加え
た処置に関するランダム化第3相比較試験 

2017/04/26～
2020/04/25

2016-480 加藤　友康 中央病院
子宮頸癌に対する化学療法同時放射線療法時における、治療
開始時からの栄養サポートチームの介入による影響に関する研
究

2017/07/20～
9999/12/31

2016-479 髙橋　由美子 中央病院
転職を経験し、がん専門病院に入職した中堅看護師の職場適
応の現状とキャリア形成の課題

2017/06/05～
9999/12/31

2016-478 朴　成和 中央病院
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

2017/06/08～
9999/12/31

2016-477 西田　俊朗 中央病院
消化管間質腫瘍 (GIST) 病理診断に関する研究 2017/05/09～

9999/12/31

2016-476 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

日本人大腸がん組織におけるLewis b（ Leb）抗原の発現頻度と
強度の解析

2011/01/01～
2012/09/30

2016-475 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植における 
移植成績予測モデルに関する検討 

2017/07/10～
9999/12/31
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2016-474 坪井　正博 東病院
デジタルドレナージシステムを用いた胸腔ドレナージ管理におけ
る術後遷延性肺瘻の予測

2017/03/28～
9999/12/31

2016-472 澤田　典絵 がん対策研究所
Web自動化24時間食事思い出しシステムによる食事調査　コ
ホートでの活用に関するパイロット研究

2017/05/09～
2025/03/31

2016-471 清水　陽一 中央病院
終末期がん患者の家族介護者の精神的健康とレジリエンスの
関係に関する研究

2017/05/09～
2018/01/31

2016-470 三浦　智史 東病院
進行がん患者のがん関連倦怠感に対するデキサメタゾン8mg内
服、または、デキサメタゾン6.6mg注射の多施設共同第Ⅱ相試験

2017/08/01～
2018/12/31

2016-469 中村　直樹 東病院
根治治療適応外の頭頸部扁平上皮癌に対する緩和照射 30 Gy 
10分割の効果と安全性に関する遡及的な検討

2017/04/26～
9999/12/31

2016-468 福田　隆浩 中央病院
ATL に対する同種移植における 
GVHD発症リスクと移植成績に関する検討 

2017/07/26～
9999/12/31

2016-466 伊丹　純 中央病院
前立腺がんに対する高線量率組織内照射単独放射線療法の安
全性と有効性を評価する多施設共同検証試験 

2018/01/05～
2024/11/30

2016-464 山田　真善 中央病院
大腸有茎性病変のポリープ摘除後出血に寄与する内視鏡所見
についての多施設共同後ろ向き観察研究

2013/04/01～
2016/09/30

2016-463 矢野　友規 東病院
粘膜筋板もしくは粘膜下層浅層に浸潤した食道癌に対する内視
鏡切除後のアウトカム研究

2000/01/01～
2014/03/31

2016-461 後藤　功一 東病院
LOGIK1603 / WJOG9116L 脳転移(放射線未治療)のあるT790M
陽性非小細胞肺癌 に対するオシメルチニブの第II相試験

2016/10/01～
2021/06/30

2016-460 (PDF) 山本　昇 中央病院
NCCH1612 希少がんに対する遺伝子プロファイリングと標的治
療に関する前向きレジストリ研究（MASTER KEY）

2017/05/09～
2027/03/31

2016-458 藤井　誠志 東病院
Short segment Barrett’s esophagusに発生したBarrett食道腺癌
の臨床病理学的検討

1992/07/01～
2016/12/31

2016-457 奥坂　拓志 中央病院
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

2017/04/04～
2020/08/31

2016-456 池田　公史 東病院
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

2017/04/04～
9999/12/31

2016-455 小林　達伺 東病院
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

2008/01/01～
2017/12/31

2016-454 山本　昇 中央病院
胃癌患者を対象とした新規抗がん剤投与患者における免疫応
答解析の共同研究

2016/10/01～
2019/06/30

2016-453 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

「抗PD-1抗体治療患者における個別免疫担当細胞レベルの免
疫応答の解析研究」における患者免疫状態の解析　
(GAPFREE2臨床研究)

2017/02/20～
2018/04/30

2016-452 大幸　宏幸 中央病院
２期分割手術を施行した高齢者食道がん手術症例における術
後活動量に関する検討

2017/04/26～
2022/04/25
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2016-451 荒川　歩 中央病院
小児患者の腫瘍の診断における経皮的針生検の有用性の検討
の為の後方視的研究

2017/02/27～
9999/12/31

2016-450 成田　善孝 中央病院
頭蓋内胚細胞腫における(1)bifocal tumorの意義、(2)髄液細胞
診陽性症例の治療についての後方視的研究

2017/04/26～
9999/12/31

2016-449 伊藤　雅昭 東病院 当院における限局性前立腺癌の治療成績
2017/03/15～
9999/12/31

2016-448 小川　朝生 東病院
高齢のがん患者とその介護者の 
体験に関する調査

2017/03/28～
9999/12/31

2016-447 (PDF) 齋藤　豊 中央病院
内視鏡検査と内視鏡治療を施行した患者の診療記録と検査・画
像所見から構築したデータベースを用いた包括的後ろ向き研究

2017/03/28～
2026/03/31

2016-443 加藤　友康 中央病院
初発進行卵巣癌の治療前病理診断における胸腹水セルブロッ
クの有用性に関する検討

2010/01/01～
2018/12/31

2016-442 温泉川　真由 中央病院
難治性卵巣癌における診断、治療、経過観察に関する臨床的検
討

2017/03/15～
9999/12/31

2016-440 齋藤　豊 中央病院
80歳以上の高齢者における食道・胃ESDの安全性と有効性の検
討

2017/03/16～
9999/12/31

2016-439 平野　勇太 東病院
日本で外来化学療法を受ける大腸がん患者のがんと診断され
る前と化学療法継続中の活動量の違いに関連する要因の探索

2017/03/28～
9999/12/31

2016-438 後藤田　直人 東病院
大腸癌肝転移高齢患者に対する外科的切除とラジオ波焼灼、
放射線照射治療法との治療成績の比較検討 

2017/02/28～
9999/12/31

2016-436 伊丹　純 中央病院
JCOG1402：子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射
線治療（IMRT）を用いた術後同時化学放射線療法の多施設共
同非ランダム化検証的試験

2018/03/14～
2028/03/14

2016-435 米盛　勧 中央病院
HER2陽性乳癌におけるペルツズマブとトラスツズマブエムタンシ
ンを用いた術前療法の検討（ランダム化第Ⅱ相試験：Neo-peaks
試験）付随研究長期予後観察研究

2014/08/01～
2016/02/29

2016-430 髙山　智子 がん対策研究所 ラジオドラマを用いたがん情報普及の効果に関する研究
2017/02/15～
9999/12/31

2016-428 津金　昌一郎 がん対策研究所
食物摂取頻度調査票による単純糖質摂取量の妥当性研究 1995/02/01～

1996/02/29

2016-427
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ATLLにおける抗腫瘍免疫応答の本態解明に関する研究
2012/04/11～
2019/12/31

2016-426 松本　禎久 東病院 がん疼痛に対する脊髄鎮痛法に関する後方視的検討
2007/12/01～
2019/12/31

2016-425 山口　雅之 東病院 人工知能CARTAを用いた肺癌画像解析の有効性の検討
2006/01/01～
2016/12/31

2016-423 清水　研 中央病院
がん患者の周術期精神症状に対する抑肝散の有効性および安
全性に関する二重盲検ランダム化比較試験

2017/04/01～
2019/03/31

2016-422 吉田　朗彦 中央病院
Molecular and immunohistochemical characterization of 
undifferentiated round cell sarcomas (URCS) with Ewing-like 
morphology and negative EWSR1 rearrangement.

1995/01/30～
2006/08/30
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2016-421 落谷　孝広 研究所
網羅的血中miRNA発現量を用いた乳房良性疾患と乳癌判別
マーカー探索・検証研究

2017/07/01～
2019/06/30

2016-420 吉田　裕 中央病院
組織細胞構築のデジタル画像解析による形態学的バイオマー
カーの探索

1962/01/01～
2021/03/31

2016-418 髙橋　進一郎 東病院
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

2017/03/16～
9999/12/31

2016-416
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ONO-4538第Ⅲ相試験　フルオロピリミジン系薬剤及びプラチナ
系薬剤を含む併用療法に不応又は不耐の食道がんに対する多
施設共同無作為化非盲検試験における血球サブセット及びTCR
レパトアの測定

2015/12/01～
2017/05/31

2016-415 林　隆一 東病院 臼後部癌手術症例の臨床病理学的検討
2017/02/28～
9999/12/31

2016-414 秋元　哲夫 東病院
局所限局性前立腺癌に対する陽子線治療の多施設共同後方視
的研究 

2017/02/20～
9999/12/31

2016-412 工藤　礼子 中央病院
がん専門病院における排尿自立支援患者の現状 2017/02/02～

9999/12/31

2016-411 杉本　元一 東病院
膵頭アーケード発達症例に対する膵頭十二指腸切除術の問題
点に関する後方視的検討

2017/02/02～
9999/12/31

2016-410 加藤　友康 中央病院
Prognostic factors for synchronous ovarian and endometrial 
endometrioid carcinomas: a retrospective study

1997/01/01～
2016/06/30

2016-409 小田　一郎 中央病院
食道がん内視鏡治療後のヨード不染帯程度別の異時性他臓器
がんの発生状況を調査する多施設共同前向きコホート研究

2016/04/01～
2024/03/31

2016-406 松井　礼子 東病院
プロトコールに基づく経口抗がん薬 
治療管理の効果を実証する調査　 

2017/02/02～
9999/12/31

2016-405
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 眼腫瘍患者の診療経験に関する研究
2017/03/07～
9999/12/31

2016-404 西田　俊朗 中央病院
KIT・PDGFRA遺伝子に変異を認めない消化管間質腫瘍（wild 
type GIST）の次世代シーケンシング（NGS）による網羅的遺伝子
検索

2012/12/25～
2020/03/31

2016-403 (PDF) 谷田部　恭 中央病院
検査精度に影響を与える要因に関する基礎的及び臨床的研究 2007/01/01～

2026/06/30

2016-401 堤田　新 中央病院
皮膚悪性腫瘍のリンパ節転移例に対するリンパ節郭清の意義
の検討

2017/02/16～
9999/12/31

2016-400 矢野　友規 東病院
食道がん内視鏡治療後のヨード不染帯程度別の異時性他臓器
がんの発生状況を調査する多施設共同前向きコホート研究

2016/04/01～
2024/03/31

2016-399 坪井　正博 東病院
術前TSCT(Thin Slice CT)に基づく末梢小型肺癌の病理学的非
浸潤癌の予測

2017/01/25～
9999/12/31
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2016-398 堀田　健二 東病院
頭頸部癌陽子線治療における線量計算方法の違いによる線量
分布の変化に関する遡及的検討 

2010/04/01～
2015/03/31

2016-396 髙丸　博之 中央病院
血漿中アミノ酸濃度に基づく大腸がんスクリーニング技術の早
期大腸腫瘍に対する探索的研究

2017/02/04～
2021/03/31

2016-395 朴　成和 中央病院 腎機能に基づくS-1用量算出式「B-B formula」の検証試験
2016/12/20～
2018/10/31

2016-394 増田　万里 研究所
肺がんの個別化医療を目指したACTN4遺伝子増幅検出機器の
開発 

1997/12/01～
2001/03/31

2016-393 加藤　護 研究所 胸部悪性腫瘍の発症・転移・再発にかかわる因子の探索
2010/10/13～
2022/03/31

2016-392 後藤　功一 東病院
WJOG-6911L 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

2012/08/21～
2018/08/20

2016-391
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

造血器腫瘍・難治性腫瘍の治療感受性を規定する遺伝学的宿
主側因子、腫瘍側因子の探索研究

2011/06/27～
2019/11/30

2016-390 石井　源一郎 東病院
Carbonic Anhydrase 9（CA9）陽性癌関連線維芽細胞が形成す
る悪性微小環境に関する検討

1999/08/01～
2003/07/31

2016-387 小林　英介 中央病院
骨軟部腫瘍のゲノム・エピゲノム解析による病態解明 2001/04/01～

2016/03/31

2016-386 伊藤　雅昭 東病院
直腸肛門管悪性腫瘍に対する骨盤内手術後の会陰創部感染に
関するリスク因子の検討

2017/01/25～
9999/12/31

2016-385 細野　亜古 東病院 小児固形腫瘍観察研究
2015/04/07～
2024/12/31

2016-384 野村　久祥 東病院
食道がんDCF療法による好中球減少と抗腫瘍効果に関係する
遺伝子多型の遡及的解析 

2011/07/01～
2016/11/30

2016-383 金光　幸秀 中央病院
右側結腸と左側結腸の局所再発と予後に関するレトロスペク
ティブの検討

2017/01/25～
9999/12/31

2016-380 林　隆一 東病院
救済TPLE(total pharyngeal-laryngeal-esophageal resection with 
free jejunum reconstruction)後の嚥下機能の解析

2017/01/25～
9999/12/31

2016-377 坪井　正博 東病院 肺がん再発に対する手術の有効性についての研究
2017/01/15～
9999/12/31

2016-376
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録を用いた我が国におけるAYA世代のがんの実態
に関する研究

2017/01/25～
9999/12/31

2016-375 上野　秀樹 中央病院
化学療法もしくは化学放射線療法を受けた切除可能境界膵癌を
含む局所進行膵癌に関する治療成績の後方視的検討

2017/01/25～
9999/12/31

2016-374
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
希少がん対策にむけたがん対策情報センター病理診断コンサ
ルテーションデータの解析研究

2007/07/01～
2016/11/30
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2016-373 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における付随研
究10:TAS-116の腫瘍細胞および免疫細胞への免疫学的影響の
検討 

2017/01/01～
2020/05/31

2016-372 福田　隆浩 中央病院
骨髄バンクドナー登録とバンクコーディネートに関するソーシャ
ルマーケティング手法を用いた調査研究 
：骨髄バンク登録者を対象としたインタビュー調査

2017/01/26～
9999/12/31

2016-371 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸神経内分泌腫瘍症例に対する多施設共同前向き症例登録
追跡研究

2016/12/20～
2019/12/31

2016-370 小島　隆嗣 東病院

J-SUPPORT1604：シスプラチンを含む高度催吐性化学療法に
よる化学療法誘発性悪 
心・嘔吐の予防に対する標準制吐療法＋オランザピン5ｍｇの有
用性を検証するプラ 
セボ対照二重盲検ランダム化第Ⅲ相比較試験　J-
SUPPORT1604(NCCH1604) 

2017/03/16～
9999/12/31

2016-369 橋本　浩伸 中央病院

J-SUPPORT1604：シスプラチンを含む高度催吐性化学療法に
よる化学療法誘発性悪 
心・嘔吐の予防に対する標準制吐療法＋オランザピン5ｍｇの有
用性を検証するプラ 
セボ対照二重盲検ランダム化第Ⅲ相比較試験　J-
SUPPORT1604(NCCH1604) 

2017/03/15～
2019/09/14

2016-367 堀　圭介 東病院
咽喉頭表在癌内視鏡的切除症例における 
多重癌の検討 

2016/12/28～
9999/12/31

2016-366 野村　久祥 東病院
中程度以上の腎機能低下胃癌患者におけるS-1 / オキサリプラ
チン療法の有効性と安全性の調査 

2017/01/06～
9999/12/31

2016-365 伊豆津　宏二 中央病院
HBs抗原陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者における、
リツキシマブ併用化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化関連
肝障害に関する多施設共同後方視的観察研究

2004/01/01～
2014/12/31

2016-363 朴　成和 中央病院
フッ化ピリミジン系薬剤及びタキサンに不応・不耐となった切除
不能・進行胃がん患者に対する3次治療以降のRamucirumab単
剤療法の効果についての後方視的観察研究

2017/02/20～
9999/12/31

2016-362 矢野　友規 東病院
食道癌化学放射線療法後局所遺残再発に対する、レザフィリン
を用いた光線力学的療法の有効性および安全性の検討

2012/12/01～
2019/03/31

2016-360 稲本　賢弘 中央病院
悪性リンパ腫に対する造血細胞移植において 
細胞遺伝学的特徴が予後に及ぼす影響

2000/01/01～
2018/03/31

2016-359
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
我が国のがん医療におけるがん対策進捗管理指標による医療
の実態に関する研究

2015/01/01～
2016/12/31

2016-358 茂木　厚 東病院 頭頸部扁平上皮癌における低侵襲試料採取法の検討
2016/10/26～
2017/10/26

2016-357 石井　源一郎 東病院
肺腺癌におけるlepidic growth（肺胞上皮置換性増殖）の有無と
微小環境の違い

2003/01/01～
2013/12/31
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2016-356 内藤　陽一 東病院 原発不明がんにおける遺伝子解析に関する研究
2010/01/01～
2016/11/30

2016-355 内富　庸介 がん対策研究所
抗がん剤治療を積極的には勧められない状況についての話し
合う際の質問促進リストの開発研究

2017/01/25～
9999/12/31

2016-354 村上　直也 中央病院
JCOG0701A2：T1-2N0M0声門癌におけるEpCAMと放射線治療
の予後に関する研究

2007/09/05～
2013/01/25

2016-351 石井　源一郎 東病院 肺腺癌における浸潤部の簡易的な測定法
2012/01/01～
2014/12/31

2016-350 矢野　友規 東病院
早期胃癌の内視鏡画像を用いた自動画像診断装置構築に関す
る研究

2010/01/01～
2015/12/31

2016-349 木下　敬弘 東病院
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

2016/12/28～
9999/12/31

2016-348 片井　均 中央病院
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

2016/12/28～
2027/06/27

2016-346 朴　成和 中央病院
進行結腸・直腸癌に対する用量調節Regorafenib投与法の有効
性および薬物動態に関する第Ⅱ相試験

2016/12/01～
2018/03/16

2016-345 朴　成和 中央病院
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
に対する一次化学療法の実施内容・有効性・安全性に関する多
施設共同レトロスペクティブ研究

2017/01/25～
9999/12/31

2016-344 坪井　正博 東病院
TNM第8版におけるearly stage NSCLC（Non-small cell lung 
cancer）の再発予測因子の研究

2003/01/01～
2012/12/31

2016-342 成田　善孝 中央病院
原発性悪性脳腫瘍患者の家族が生活の変化に適応するための
対処を促す看護介入と看護支援モデルの洗練

2017/01/06～
9999/12/31

2016-341 松原　伸晃 東病院

化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺がんにおけるアビラテロ
ンからエンザルタミド、エンザルタミドからアビラテロン、アビラテ
ロンまたはエンザルタミドからドセタキセルの順次投与の有効性
を評価するための後方視的研究

2017/02/16～
9999/12/31

2016-340 森實　千種 中央病院

肝胆膵原発の神経内分泌癌に対する二次治療 
以降のイリノテカンまたはアムルビシンの 
有効性と安全性の後方視的検討 

2016/12/28～
9999/12/31

2016-339 石井　源一郎 東病院
腫瘍径３cm以上の肺腺がんにおけるがん促進的微小環境につ
いて

1999/08/01～
2003/06/30

2016-338 岩佐　悟 中央病院 性差に基づく至適薬物療法の検討
2009/01/01～
2026/03/31

2016-337 庄司　広和 中央病院
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

2016/10/01～
2019/03/31

2016-336 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

原発巣病理情報に基づく患者固有シグネチャ構築と細胞診への
展開

1962/01/01～
2017/09/30

2016-335 市川　智里 東病院
ナースステーションの環境整備と看護師の動線の改善による効
果測定

2016/12/20～
9999/12/31
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2016-334 小田　一郎 中央病院
食道表在癌に対する従来法ESDおよび糸付きクリップによる牽
引ESDの無作為化比較第III相試験

2017/01/25～
9999/12/31

2016-333 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

癌性悪液質早期検出バイオマーカー開発のための基盤研究
2016/11/14～
2017/11/14

2016-332 片野田　耕太 がん対策研究所 乳がんのリスク判定に関するニーズ調査研究
2016/12/13～
2017/03/31

2016-331 (PDF) 首藤　昭彦 中央病院 乳癌の原発巣と再発巣における網羅的発現解析の検討
2000/01/01～
2020/12/31

2016-330 米盛　勧 中央病院
切除不能の明細胞肉腫又は胞巣状軟部肉腫に対するニボルマ
ブの医師主導治験　附随研究

2016/12/01～
2020/11/30

2016-329
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究0９ 
「特定の局所進行または転移性の癌患者を対象としたPF 
04518600の単独投与またはPF 05082566との併用投与を検討
する，非盲検，用量漸増第1相試験」における患者免疫状態の
解析

2016/12/01～
2018/05/31

2016-328 小林　英介 中央病院
粘液型脂肪肉腫転移症例の治療成績の後方視的検討 
（多施設共同後ろ向き観察研究）

2016/12/13～
9999/12/31

2016-327 松井　喜之 中央病院
転移性副腎腫瘍症例の診断、治療経過に関する臨床研究 2017/01/25～

9999/12/31

2016-326 三浦　智史 東病院
高度がん専門病院における緩和ケアサービス利用時のがん患
者の症状の強さに関する検討

2016/11/30～
9999/12/31

2016-323 秋元　哲夫 東病院
切除不能かつ化学療法非奏効または不耐例の肝内胆管癌に対
する陽子線治療の多施設共同研究

2017/03/29～
9999/12/31

2016-322 伊藤　雅昭 東病院
腹腔鏡下直腸低位前方切除術における一時的人工肛門の 
臨床的意義の検討

2016/12/11～
9999/12/31

2016-321 池田　公史 東病院
切除不能膵癌患者に対するゲムシタビン+ナブパクリタキセル併
用療法後の二次化学療法としてのS-1療法の有効性と安全性に
関する後ろ向き研究

2013/04/01～
2016/03/31

2016-320 (PDF) 近藤　俊輔 中央病院
Information and Communication Technologyを用いたがん患者
情報の収集と解析研究

2017/01/13～
2019/05/16

2016-319 下村　昭彦 中央病院
BRCA1/2変異を有する症例に対する乳房/卵巣スクリーニング
と予後に関する後方視研究

2004/04/01～
2016/03/31

2016-318 坪井　正博 東病院
 Pirfenidoneを内服した特発性肺線維症合併肺癌切除例の治療
成績

2017/01/25～
9999/12/31

2016-317 秋元　哲夫 東病院
切除不能/拒否I期非小細胞肺癌に対する陽子線治療の多施設
共同後向き観察研究

2016/12/13～
9999/12/31

2016-316 坪井　正博 東病院
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測 
リスクスコアバリデーションスタディ

2017/01/11～
2023/06/30

2016-315 矢野　友規 東病院 食道癌術後胃管癌の臨床的な特徴についての検討
2007/01/01～
2016/09/30
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2016-313 松原　伸晃 東病院 日本人前立腺癌患者におけるPTEN発現の検討
2010/01/01～
2015/12/31

2016-312 久保木　恭利 東病院
進行固形癌患者を対象とした第1相試験における 
SAE発生に関連する因子の解析研究 

2016/12/13～
9999/12/31

2016-311 橘　英伸 東病院
前立腺癌における前立腺の位置変動や変形に関する研究 2016/12/13～

2018/06/30

2016-310 坪井　正博 東病院 拡大気管支形成術を施行した原発性肺癌の治療成績
2016/11/30～
9999/12/31

2016-309 後藤　功一 東病院
術後局所再発を認めた非小細胞肺癌に対する同時化学放射線
療法の検討

2016/12/11～
9999/12/31

2016-308 今岡　大 東病院
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

2016/12/13～
9999/12/31

2016-307 橘　英伸 東病院 320列マルチスライス4DCTを用いた肺機能イメージング
2016/12/13～
9999/12/31

2016-306 松三　絢弥 中央病院
術前に肺間質影を認める症例の肺切除術後経過についての研
究

2016/11/30～
9999/12/31

2016-305 山地　太樹 がん対策研究所
全国のコホート検体による日本人全ゲノムリファレンスパネルの
充実

2013/04/01～
2018/03/31

2016-304 (PDF) 奈良　聡 中央病院
早期がん診断のための血液バイオマーカーの探索と臨床性能
の検証

2016/12/28～
2026/03/31

2016-303 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

「進行・再発固形がん患者を対象としたIT1208の安全性、忍容性
及び薬物動態を検討する用量漸増第Ⅰ相臨床試験」に付随す
る 
IT1208投与による免疫系の変化を観察する探索的研究 

2017/03/01～
2019/03/31

2016-302 齋藤　豊 中央病院 大腸Ｔ１癌の脈管侵襲と内視鏡所見の関連に関する検討
2016/12/13～
9999/12/31

2016-301 川井　章 中央病院
中高齢者骨肉腫における化学療法の奏効性に関する多施設共
同レトロスペクティブ研究 

2016/12/20～
9999/12/31

2016-300 加藤　友康 中央病院
「子宮ポリープ状異型腺筋腫(atypical polypoid adenomyoma, 
APAM)の治療法確立に向けた臨床病理学的研究」付随研究 〜
追加予後調査〜

1997/01/01～
2006/12/31

2016-299 木下　敬弘 東病院
傍大動脈リンパ節転移陽性の進行胃癌に対する、根治的胃切
除後の予後予測因子および再発形式に関する検討 

2017/01/25～
9999/12/31

2016-297 川井　章 中央病院 骨軟部腫瘍における画像下針生検のレトロスペクティブ研究
2016/12/22～
9999/12/31

2016-296 三浦　智史 東病院
緩和ケア病棟に入院中の進行がん患者における倦怠感・食思
不振の関連因子の同定を目的とした探索的調査 

2016/10/07～
2019/10/10

2016-295 朴　成和 中央病院
G-SOX試験登録例におけるB-B formulaによって算出されるS-1
の投与量からみた実際のS-1投与量と治療効果および毒性との
関連性の検討

2017/02/16～
9999/12/31
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2016-294 後藤　悌 中央病院
オシメルチニブのPK/PD/PGxに基づく適正使用と安全性情報に
関する研究

2016/08/01～
2019/12/31

2016-293 桑田　健 東病院
ホルマリン固定パラフィン包埋病理組織標本中DNA断片化 
の経年的変化に関する研究 

2007/01/01～
2016/12/31

2016-292 渡邉　俊一 中央病院
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

2016/11/30～
2021/11/30

2016-291 坪井　正博 東病院
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

2016/11/30～
2033/11/30

2016-290 金光　幸秀 中央病院
NCCH-ALA-CC:大腸癌の原発巣、リンパ節転移、腹膜播種診
断に対するアミノレブリン酸（ALA）の有用性に関する検討-Pilot
試験

2017/08/04～
2019/10/31

2016-288 (PDF) 後藤　功一 東病院
肺癌における遺伝子異常とその臨床病理学的、分子生物学的
特徴およびがん治療薬の耐性機序を明らかにするための前向
き観察研究

2011/06/13～
2026/12/31

2016-287 (PDF) 白石　航也 研究所
肺がんの発症と治療効果予測に資する要因の同定を目指す研
究

1993/01/01～
2018/12/31

2016-286 中村　能章 東病院
大腸癌におけるHER2ステータスのプロファイリングおよびHER2
遺伝子増幅とHER2発現の相関に関する研究

2005/01/01～
2020/03/31

2016-285 松原　伸晃 東病院
去勢抵抗性前立腺がんにおけるアビラテロンおよびエンザルタミ
ド投与開始時のNLR値とPSA奏効の相関についての後ろ向き研
究

2017/01/15～
9999/12/31

2016-284 加藤　友康 中央病院
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治療的意義に関するランダム化第III相試験

2016/11/30～
2027/05/29

2016-283 東野　琢也 東病院 舌喉頭全摘術を施行した症例の検討
2016/12/20～
9999/12/31

2016-282 古川　孝広 東病院
エリブリンメシル酸塩投与時の発熱性好中球減少症へのリスク
因子の検証

2011/07/01～
2017/08/31

2016-281 後藤　功一 東病院
進行非小細胞肺癌におけるドライバー変異とニボルマブの有効
性に関する後方視的検討

2016/12/13～
9999/12/31

2016-280 坪井　正博 東病院 肺がん再発治療後の長期成績についての研究
2016/11/29～
9999/12/31

2016-279 森實　千種 中央病院
切除不能進行・再発膵がんに対するFOLFIRINOX療法の後方視
的検討

2011/04/01～
2016/03/31

2016-278 小林　幸夫 中央病院
T(11;18)(q21;q21)転座を有すMALT(Mucosa associated lymphoid 
tissue)リンパ腫に関する後方視的調査研究

1997/01/01～
2014/12/31

2016-277 野中　哲 中央病院
十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡的切除の安全性と有用
性に関する検討—多施設共同後ろ向き研究—

2016/11/11～
9999/12/31

2016-276 堀之内　秀仁 中央病院
A study to determine the concordance of key actionable 
genomic alterations as assessed in tumor tissue and plasma 
from patients with non small cell lung carcinoma (NSCLC)

2015/01/01～
2018/12/31
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2016-275 設樂　紘平 東病院
胃癌治癒切除後患者を対象としたカペシタビン＋オキサリプラチ
ン（CapeOX）及びS-1＋オキサリプラチン（SOX）併用療法の第II
相臨床試験の追跡調査

2016/12/15～
9999/12/31

2016-274 藤井　誠志 東病院
乳がん組織における核—細胞質間物質輸送制御、および核輸送
因子の機能の解明

1992/01/01～
2012/12/31

2016-273 後藤　功一 東病院

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 
LC-SCRUM-Japan附随研究 
Immuno-Oncology Biomarker Study

2016/12/01～
2018/12/31

2016-272 松三　絢弥 中央病院
麻酔薬が肝切除術時の虚血再灌流障害に与える影響について
の後ろ向き研究

2016/12/11～
9999/12/31

2016-271 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

NBI観察による大腸平坦・陥凹型病変の視認性の検討
2016/11/30～
9999/12/31

2016-270 橘　英伸 東病院

陽子線治療における画像誘導技術の違いにおける照射精度に
関する観察研究 
 

2012/01/01～
2018/11/29

2016-269 藤　重夫 中央病院
造血幹細胞移植サバイバー患者の身体機能やQOLに影響を与
える因子の検討

2017/01/25～
9999/12/31

2016-268 矢野　友規 東病院
化学放射線療法後の食道癌遺残・再発病変に対するサルベー
ジ治療における内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の安全性と有用
性の検討

2016/11/29～
9999/12/31

2016-267 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

MI-001（膵・胆道癌の診断用マイクロRNA発現パターン解析キッ
ト）の臨床性能試験

2016/06/20～
2020/06/19

2016-266 金光　幸秀 中央病院

"EORTC-1527-GITCG-IG/JCOG 1609INT" Diffusion-Weighted 
Magnetic REsonance Imaging Assessment of Liver Metastasis 
to Improve Surgical Planning] 
化学療法にて消失した大腸癌肝転移病変に対する DW-MRI の
術前診断能の妥当性に関する研究

2016/11/01～
2027/03/31

2016-265 南　陽介 東病院
JCOG1411：未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリ
ツキシマブ療法早期介入に関するランダム化比較第III相試験

2016/11/22～
2023/06/08

2016-264 伊豆津　宏二 中央病院
JCOG1411：未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリ
ツキシマブ療法早期介入に関するランダム化比較第III相試験

2016/11/22～
2021/12/08

2016-263 後藤田　直人 東病院
大腸癌肝転移切除例における患者背景の経時的変化、および
治療成績、予後因子の検討 

2016/11/02～
9999/12/31

2016-262 庄司　広和 中央病院

RAS野生型切除不能進行・再発大腸がんに対する 
early tumor shrinkage(ETS)評価に基づくFOLFIRI+cetuximab 
(Cmab) 導入化学療法→FOLFIRI+bevacizumab(BV)維持療法の
第Ⅱ相試験 

2016/12/22～
2021/06/21

2016-261 藤井　誠志 東病院 食道がん組織における代謝酵素TALDO1の動態・機能解析
2000/01/01～
2011/12/31
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2016-260 (PDF) 吉田　裕 中央病院
子宮体がんの発生と進展に関する病理学的研究：多様性の解
明と診断・治療選択への応用 

1962/01/01～
2025/03/31

2016-259 (PDF) 池田　公史 東病院
JCOG1202A1：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

2013/09/09～
2017/09/09

2016-258 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

固形癌における免疫応答解析に基づくがん免疫療法の効果予
測診断法確立に関する多施設共同研究

2016/02/10～
2024/03/31

2016-257 加藤　健 中央病院
根治切除不能・転移性粘膜黒色腫に対するﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞの第II相試
験

2016/12/28～
2018/06/30

2016-256 (PDF) 秋元　哲夫 東病院
先進医療陽子線治療患者の統一治療方針による観察研究 
―　全国症例登録　― 

2016/11/13～
2026/03/31

2016-255 関谷　浩太郎 東病院
Dual-energy CTによる定量的解析を用いた甲状腺腫瘍の新た
な診断法に関する探索的研究

2017/01/25～
9999/12/31

2016-254 金光　幸秀 中央病院
JCOG1502C：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

2016/11/11～
9999/12/31

2016-253 本間　義崇 中央病院
食道原発神経内分泌癌（NEC）におけるマイクロRNA発現 
プロファイルを用いた分子生物学的サブクラスの同定と 
治療効果予測分子マーカーセットの探索

1980/01/01～
2013/12/31

2016-252 坪井　正博 東病院
新TNM分類における主気管支への浸潤はT2因子として妥当か
どうかの検討

2016/11/30～
9999/12/31

2016-251 茂木　厚 東病院

切除不能で、根治的X線治療施行が困難と判断されたⅢ期非小
細胞肺癌に対する化学陽子線治療と、化学療法単独療法の治
療成績の遡及的比較検討 

2016/12/11～
9999/12/31

2016-250 後藤田　直人 東病院
腫瘍破裂消化管間質腫瘍 (GIST) の臨床および病理組織学的
特徴に関する研究

2016/12/13～
2022/09/30

2016-249 (PDF) 山本　雄介 研究所
国立がん研究センターバイオバンクおよび国立長寿研究医療セ
ンターバイオバンク検体などを用いた血清中マイクロRNAによる 
疾患横断的早期診断技術開発研究

2017/05/09～
2022/04/20

2016-248 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

皮膚腫瘍における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診
断法の確立

2014/07/01～
2025/03/31

2016-247 坪井　正博 東病院 残肺全摘術の安全性と予後
2016/10/26～
9999/12/31

2016-246 丸山　大 中央病院
CODOX-M/IVAC療法±rituximabを受けた悪性リンパ腫患者に
関する包括的調査研究

2016/11/14～
9999/12/31

2016-245 齋藤　豊 中央病院
造血幹細胞移植後の小腸の観察に用いる 
カプセル内視鏡の有用性についての検討 

2016/11/30～
9999/12/31

2016-244 荒川　歩 中央病院
再発小円形細胞型肉腫の予後及び治療成績に関する後方視的
研究

2016/11/02～
9999/12/31

2016-243 (PDF) 田原　信 東病院  頭頸部がんに対する診療の遡及的研究
1992/07/01～
2024/12/31
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2016-242 村上　直也 中央病院
高齢者I期肺癌に対する炭素線治療症例と 
定位放射線治療の臨床結果評価

2016/12/11～
9999/12/31

2016-240 川井　章 中央病院
本邦における脱分化型軟骨肉腫の治療成績 
-骨軟部肉腫治療研究会多施設共同研究-

2016/12/20～
9999/12/31

2016-239 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG-APL204成人急性前骨髄球性白血病を対象とした第III
相臨床試験、APL204、の長期予後調査（観察研究）

2017/01/25～
2020/03/31

2016-237 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

上部消化管内視鏡的バルーン拡張術における偶発症および抗
血栓薬の取り扱いに関する多施設後ろ向き研究 

2010/04/01～
2015/03/31

2016-235 松本　禎久 東病院
進行肺がん患者に対するスクリーニングを組み合わせた看護師
主導による治療早期からの専門的緩和ケア介入プログラムに関
する研究：ランダム化比較試験

2016/12/28～
2019/12/31

2016-234 田村　研治 中央病院
非消化器原発肺外小細胞癌におけるアムルビシンの効果と安
全性の検討 

2017/03/28～
9999/12/31

2016-233 大橋　健 中央病院
糖尿病、血糖値と進行膵癌化学療法の有効性、安全性に関す
る単施設後方視的検討 

2016/11/02～
9999/12/31

2016-232 大江　裕一郎 中央病院
既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボルマブ
の単群検証的試験 

2017/02/23～
2021/02/22

2016-230 後藤田　直人 東病院
後期高齢者直腸癌に対する準標準治療（放射線化学療法＋局
所切除）の確立に向けた地域サーベイランスの実施 

2016/11/13～
9999/12/31

2016-229 鈴木　真也 東病院
頭頸部癌化学療法におけるCetuximabによる皮膚障害のリスク
因子についての検討

2012/12/01～
2016/12/31

2016-228 丸山　大 中央病院 悪性リンパ腫の病期診断に関する後方視的調査研究
2016/10/23～
9999/12/31

2016-226 伊丹　純 中央病院
単発性転移性脳腫瘍に対する腫瘍摘出術＋術後放射線治療の
予後因子に関する後ろ向き研究

2016/10/23～
9999/12/31

2016-225 鈴木　真也 東病院 薬剤師レジデントによる外来診察同席業務の実態調査
2016/06/01～
2021/03/31

2016-223 加藤　友康 中央病院
子宮体癌手術での子宮全摘術における腟摘出法と再発・予後と
の関連の検証

1962/01/01～
2015/12/31

2016-222 加藤　友康 中央病院
下方進展（子宮頸部・腟および傍子宮結合織）する子宮体癌の
臨床病理学的検討

1962/01/01～
2015/12/31

2016-221 加藤　健 中央病院
消化管がん患者の予後と血清マイクロRNA発現の相関をレトロ
スペクティブに解析する研究

2007/01/01～
2018/09/30

2016-220 石井　源一郎 東病院 器質化肺炎様肺腺癌における病理学的評価の検討
2002/01/01～
2014/12/31

2016-219 齋藤　豊 中央病院
プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡施行時の 
フルオレセインの至適用量決定のためのdose finding study 

2017/01/25～
9999/12/31
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2016-218 後藤田　直人 東病院
SYNAPSE VINCENT®を用いたEOB-MRIによる肝機能評価の検
討 

2013/09/01～
2016/12/31

2016-217 三浦　智史 東病院
緩和ケア病棟における医療の実態を明らかにする多施設共同
研究

2016/10/23～
9999/12/31

2016-216 森實　千種 中央病院 消化管・肝胆膵原発の神経内分泌新生物の診療実態調査
2016/10/23～
9999/12/31

2016-215 山﨑　直也 中央病院 がん免疫療法の分子マーカー発現確認法開発
2013/05/20～
2018/05/31

2016-214 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

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

2016/11/13～
9999/12/31

2016-213 坪井　正博 東病院
Prognostic impact of Pleural Lavage Cytology: Review of 3594 
Cases

2016/11/14～
9999/12/31

2016-212 坪井　正博 東病院
JCOG0201A1:臨床病期IA期かつ充実性成分優位の原発性肺癌
における臨床的・画像的因子を利用した病理学的リンパ節転移
の予測式の確立と妥当性の検討

2016/10/26～
9999/12/31

2016-211 藤井　誠志 東病院
食道がんにおけるがん・間質相互作用因子発現の臨床病理学
的意義の解析

2000/01/01～
2011/12/31

2016-210 片井　均 中央病院
胃癌漿膜浸潤診断に対するアミノレブリン酸(ALA)の有用性に関
する検討

2017/07/01～
9999/12/31

2016-209 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌悪液質の病態を反映する悪液質早期検出バイオマーカー
の構築

2008/06/03～
2016/03/31

2016-208 後藤　悌 中央病院
既治療の進行・再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ治
療に 
おける、効果と至適投与期間予測に関する観察研究

2016/11/30～
2018/01/12

2016-207 野上　由貴 中央病院
小児再発・難治リンパ系腫瘍に対するボルテゾミブを含む多剤
併用療法の後方視的研究 

2016/10/11～
9999/12/31

2016-206 坪井　正博 東病院 頭頚部癌肺転移切除例の予後・予後因子
2016/10/23～
9999/12/31

2016-205 阿部　清一郎 中央病院
FUSE（full-spectrum endoscopy）上部消化管内視鏡を用いた十
二指腸乳頭観察の視認性を検討した単施設前向き観察研究

2016/11/02～
2018/03/31

2016-203 近藤　俊輔 中央病院
免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象に関するレ
トロスペクティブの検討

2016/10/26～
9999/12/31

2016-202 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

個別化T細胞受容体遺伝子導入T細胞療法の臨床応用を目指し
た肝胆膵領域がんにおけるネオアンチゲンおよびそれを認識す
るＴ細胞受容体のスクリーニング

2016/11/30～
2025/03/31

2016-201 植原　貴史 中央病院
女性内性器に存在する異所性子宮内膜様組織と女性内性器が
んの関連の検証

2016/11/17～
9999/12/31

2016-200 堀口　沙希 中央病院 AYA世代の希少がん患者の苦痛に関する後方視的実態調査
2016/04/01～
2017/03/31

2016-199 松田　智大 がん対策研究所
地域がん登録データと院内がん登録全国集計データを用いたが
ん診療実態の把握

2012/01/01～
2012/12/31
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2016-198 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

術前化学放射線療法もしくは術前化学療法施行後の膵がん切
除検体と手術単独の膵がん切除検体を用いた免疫組織化学染
色法によるがん局所の免疫応答ならびに膵がん細胞及び間質
の形態変化とそれらの治療効果との関連についての検討

1994/04/01～
2018/12/31

2016-197 小川　千登世 中央病院
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

2015/12/01～
2017/11/30

2016-196 髙橋　進一郎 東病院
膵癌術後残膵再発に対する残膵全摘術の意義に関する後方視
的検討

2016/10/09～
9999/12/31

2016-195
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究（研究課題番号：2015-048）における
付随研究08、「転移性または局所進行性の固形癌患者を対象に
MSB0011359C（M7824）の安全性、忍容性、薬物動態、生物学
的活性および臨床的活性を検討する用量漸増パート、および選
択された固形癌患者を対象とした拡張パートからなるアジア人
対象、非盲検、第I相試験」などにおける患者免疫状態の解析

2016/10/01～
2018/05/31

2016-194 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と 
臨床的意義に関する研究等（研究課題番号：2015-048、2015-
361、2015-105、2015-180、2015-101）における付随研究07 
新規免疫療法や併用療法開発を目指した固形癌患者の免疫状
態の解析

2016/04/06～
2020/12/31

2016-193 杉本　元一 東病院
膵頭十二指腸切除および膵体尾部切除における 
膵漏予測と対策の検討

2010/01/01～
2019/12/31

2016-192 青木　一教 研究所
免疫チェックポイント阻害剤を受ける肺がん患者における免疫モ
ニタリング

2016/08/01～
2020/06/30

2016-190 加藤　友康 中央病院
進行卵巣・卵管・腹膜癌における化学療法感受性に関係する体
液中エクソソーム関連バイオマーカーの同定および化学療法抵
抗性機序の解明

2017/03/06～
2021/03/05

2016-189 坪井　正博 東病院 肺癌新分類第8版の妥当性の検討―画像と病理の対比―
2016/10/11～
9999/12/31

2016-188 池田　公史 東病院
ゲムシタビン耐性胆道癌患者を対象としたアキシチニブ単剤療
法

2016/09/01～
2018/09/30

2016-187 奥坂　拓志 中央病院
ゲムシタビン耐性胆道癌患者を対象としたアキシチニブ単剤療
法

2016/09/01～
2018/09/30

2016-186 小川　千登世 中央病院
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

2015/10/01～
2025/09/30

2016-185 上野　尚雄 中央病院
術後頭頸部がんサバイバーの口腔機能状態および口腔関連の
諸問題とその対処における質的研究

2016/09/30～
9999/12/31

2016-184 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

SM１食道癌の定義と病態に関する検討
2003/04/01～
2011/12/01

2016-183 平岡　伸介 中央病院
悪性疾患、自己免疫疾患、感染症等を対象とした、血液体外診
断用医療機器、ならびにそれを用いた体外診断薬の開発

2016/07/16～
2019/12/31
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2016-182 本田　一文 研究所 Plasma-based markers for early detection of pancreatic cancer
1992/01/01～
2000/12/31

2016-181 川井　章 中央病院
国際連携による骨肉腫の予後予測ノモグラムの開発と外的妥当
性の検証に関する多施設共同研究－骨軟部肉腫治療研究会
（JMOG）多施設共同研究－

1990/01/01～
2015/12/31

2016-180 久保木　恭利 東病院
「切除不能・再発結腸・直腸癌患者を対象としたBBI608と
Pembrolizumabの同時併用療法第Ib /ll相臨床試験」に付随する
バイオマーカーの探索研究

2016/10/01～
2021/02/28

2016-179 飛内　賢正 中央病院
初発の移植非適応多発性骨髄腫患者を対象とした週1回ボルテ
ゾミブ＋レナリドミド＋デキサメサゾン併用（Once weekly BLd）療
法における有効性・安全性の第Ⅱ相試験

2016/07/13～
2021/04/30

2016-178 富樫　裕子 中央病院 ニボルマブ投与後の副作用に関する実態調査
2016/11/30～
9999/12/31

2016-177 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

婦人科がんにおける個別化腫瘍免疫療法開発を目指した患者
由来腫瘍のin vivoモデルの構築と腫瘍浸潤リンパ球の基礎的
検討 

2015/10/01～
2017/12/31

2016-176 (PDF) 吉野　孝之 東病院
術前化学放射線療法および術後補助化学療法の実施状況・安
全性と、術後のQuality of life (QOL)および排便・排尿・性機能障
害、長期予後に関する観察研究

2016/06/11～
2026/03/19

2016-175 吉野　孝之 東病院

｢切除可能局所進行直腸癌を対象とした、術前化学放射線療法
後の逐次治療としてのニボルマブ単独療法の安全性・有効性・
proof-of-concept (POC)を検討する多施設共同臨床第Ⅰb/Ⅱ
相試験｣に付随するバイオマーカーの探索研究 

2016/06/01～
2021/12/31

2016-174 小西　大 東病院

膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法と
S-1療法の第Ⅲ相比較試験（JASPAC 01）」の附随研究-膵がん
切除例における補助化学療法の効果予測因子および予後因子
に関する研究 

2007/03/01～
2013/03/31

2016-173 落谷　孝広 研究所
乳癌患者における病理組織学的因子と血清マイクロRNA発現の 
相関を後ろ向きに解析する研究 

2008/01/01～
2016/08/31

2016-172
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

悪性グリオーマに対するテモダール／アバスチン併用療法にお
ける免疫監視機構関連分子の発現機構の解析

2016/01/13～
2019/12/31

2016-171 古川　孝広 東病院
HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンとS1の
health-related quality of life(HRQoL)を比較するランダム化第III
相試験

2016/04/01～
2019/04/30

2016-170 伊豆津　宏二 中央病院
骨髄系腫瘍におけるcancer panelの構築を目的とした分子遺伝
学的検索

2002/01/01～
2023/03/31

2016-168 坪井　正博 東病院 当院における異時多発肺癌切除症例の検討
2016/11/13～
9999/12/31

2016-167 (PDF) 市川　仁 研究所
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

2000/01/01～
2024/02/29
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2016-166 (PDF) 小林　望 中央病院
国立がん研究センターにおけるがん検診モダリティーの有効性
評価に関する研究 

2004/02/01～
2030/03/31

2016-165 津金　昌一郎 がん対策研究所
食事由来の炎症能と血中高感度CRP濃度および大腸腺腫の関
連に関する研究

2016/10/09～
9999/12/31

2016-164 井上　雅晴 東病院
金属尿管ステントResonanceの腫瘍性尿管狭窄に対する有用性
の検討

2016/11/06～
9999/12/31

2016-163 全田　貞幹 東病院
放射線治療に伴う口内炎グレーディングアトラス作成　 
前向きコホート研究 

2016/10/23～
9999/12/31

2016-162 伊丹　純 中央病院
頸部食道癌化学放射線療法後の再発形式に関する後ろ向き研
究

2016/09/17～
9999/12/31

2016-161 増田　均 東病院
JCOG1403：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

2016/10/03～
2021/10/31

2016-160 藤元　博行 中央病院
JCOG1403：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

2016/09/04～
2021/09/03

2016-159 木下　敬弘 東病院
JCOG1509：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

2016/09/04～
2022/03/03

2016-158 片井　均 中央病院
JCOG1509：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

2016/09/04～
2022/03/03

2016-157 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

術前化学放射線療法もしくは術前化学療法施行後の下部直腸
がん切除検体と手術単独の下部直腸がん切除検体を用いた免
疫組織化学染色法によるがん局所の免疫応答ならびにミスマッ
チ修復タンパク発現の評価とそれらの治療効果との関連につい
ての検討

2000/01/01～
2014/12/31

2016-155 伊藤　雅昭 東病院
直腸腫瘍に対する体腔内走査超音波装置を使用した術中腸管
血流評価の前向き観察研究

2016/11/02～
2018/11/01

2016-154 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホート研究による衛星データを用いた大気汚染と健康
影響との関連を明らかにするための研究

2016/09/04～
2024/03/31

2016-153 米盛　勧 中央病院 希少がん患者のメディカルアンメットニードに関する研究
2016/08/23～
9999/12/31

2016-152 成田　善孝 中央病院
JCOG1308C:再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバ
シズマブ逐次併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共
同ランダム化第III相試験

2016/09/20～
9999/12/31

2016-151 松元　祐司 中央病院
走査型卓上電子顕微鏡を用いた新規細胞検査法に関する共同
研究

2011/05/01～
2018/11/30

2016-150 坂東　英明 東病院 新規マイクロサテライト不安定性検査キットの臨床性能試験
2015/10/19～
2017/03/31

2016-149 原　智彦 中央病院
胚細胞性腫瘍および精巣腫瘍症例の診断、治療経過に関する
臨床研究

2016/09/17～
9999/12/31
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2016-148 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

がん患者の抱える社会生活上の困難と援助要請行動
2016/09/04～
9999/12/31

2016-146 (PDF) 馬場　大海 東病院
陽子線治療における正常組織有害事象発生予測に関する観察
研究

1999/04/01～
2018/03/31

2016-145 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
切除不能または再発胸腺癌に対するニボルマブの多施設共同
第Ⅱ相試験（NCCH1505）附随研究

2016/07/01～
2018/07/31

2016-143 坪井　正博 東病院 気管支肺カルチノイド手術症例の臨床病理像
2016/09/04～
9999/12/31

2016-141 秋元　哲夫 東病院
JCOG1315C：切除可能肝細胞癌に対する陽子線治療と外科的
切除の非ランダム化同時対照試験

2016/09/04～
2029/03/03

2016-140 石井　源一郎 東病院
Crush artifactにより小細胞癌類似像を示す肺の神経内分泌腫
瘍に対するMIB-1染色の有用性

2016/08/23～
9999/12/31

2016-139 瀨尾　幸子 東病院
成人T細胞性白血病に対する腫瘍抗原特異的T細胞受容体遺
伝子導入細胞療法の開発

2016/07/15～
2018/03/31

2016-138 坪井　正博 東病院
肺がん外科治療後の長期成績についての研究 2016/09/03～

9999/12/31

2016-137 黒澤　彩子 中央病院
同種造血幹細胞移植後の二次がん 
に関する単施設後方視的研究

2016/09/03～
9999/12/31

2016-136 黒澤　彩子 中央病院
急性骨髄性白血病における非血縁骨髄ドナーの年齢、性別の
移植予後への影響

2016/09/03～
9999/12/31

2016-135 中井　俊之 中央病院
胸腔内悪性腫瘍に対する局所麻酔下胸腔鏡検査の有用性に関
する観察研究

2016/09/04～
9999/12/31

2016-134 大江　裕一郎 中央病院
JCOG1404/WJOG8214LA1 EGFR チロシンキナーゼ阻害剤へ
の耐性獲得機構解析とLiquid biopsy の有用性を検討するバイ
オマーカー研究

2015/12/17～
2021/12/16

2016-133 里見　絵理子 中央病院
高齢がん疼痛患者おける経口オキシコドン徐放製剤の効果と副
作用に関する検討

2016/10/26～
9999/12/31

2016-132 奥坂　拓志 中央病院 肝胆道神経内分泌腫瘍例の後方視的検討
2016/09/03～
9999/12/31

2016-131 上野　秀樹 中央病院
切除不能進行・再発膵癌に対する一次治療としての
Gemcitabine+nab-Paclitaxel療法のレトロスペクティブの検討

2016/11/13～
9999/12/31

2016-130 後藤田　直人 東病院
腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討 
〜前向き観察多施設共同研究〜 

2016/09/17～
9999/12/31

2016-129 (PDF) 成田　善孝 中央病院 中枢神経系悪性リンパ腫の治療成績の検証と予後因子の解析
1995/01/01～
2025/12/31

2016-127 後藤　悌 中央病院
抗PD-1/PD-L1抗体のPK/PD/PGxに基づく適正使用と安全性
情報に関する研究

2016/06/01～
2020/05/31

2016-125 後藤　功一 東病院
非小細胞肺癌の生検検体における鑑別診断に免疫染色を用い
る有用性についての検討

2009/05/01～
2015/04/30

2016-124 (PDF) 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

多層的オミックスデータベース構築による腫瘍免疫システムの
解明と医薬品開発への応用

2015/08/01～
2024/02/28
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2016-123 伊丹　純 中央病院

前立腺癌に対するA群：外照射を併用した高線量率組織内照射
療法とB群：外照射単独の比較研究（多施設共同遡及的観察研
究） 

2016/08/23～
9999/12/31

2016-122 田村　研治 中央病院
試験不適格の転移性乳癌に対するエリブリン単剤療法の有効
性・安全性に関する単施設後向き観察研究

2016/09/04～
9999/12/31

2016-121 濱田　哲暢 研究所
婦人科がん初代培養細胞を用いた新規治療法の評価および効
果予測因子の探索

2016/04/13～
2023/09/30

2016-120 田村　研治 中央病院
乳癌患者の網羅的血中miRNA発現量を用いた腫瘍検出・治療
効果予測用マーカー探索・検証研究

2008/11/01～
2018/08/31

2016-119 片井　均 中央病院
治癒切除 (R0/R1)を施行したStage IV胃癌を対象とした 
多施設共同後向き観察研究 

2016/09/03～
9999/12/31

2016-118 片井　均 中央病院
StageIV胃がんにおけるConversion therapy -Adjuvant surgery
の意義に関する国際多施設共同後ろ向き研究

2016/09/04～
9999/12/31

2016-116 髙島　淳生 中央病院
消化管癌におけるB7-H3の発現および予後との関連を検討する
後ろ向き観察研究

2009/01/01～
2014/12/31

2016-115 伊藤　雅昭 東病院
術前治療が施行された進行直腸癌に対する適切な外科切除線
決定に関する前向き観察研究

2016/07/28～
9999/12/31

2016-114 田村　研治 中央病院
悪性黒色腫および非小細胞肺がん患者を対象とした64Cu-
DOTA-ニボルマブPETイメージング検査の探索的研究

2015/05/01～
2018/04/30

2016-113 櫻庭　実 東病院
肺がん切除後の気管支瘻孔膿胸に対する遊離組織移植による
再建症例の検討

2016/07/28～
9999/12/31

2016-112 野口　瑛美 中央病院 局所進行乳癌の臨床病理学的検討
2016/09/03～
2020/03/31

2016-111 坂東　英明 東病院
進行・再発大腸癌患者を対象としたLS52Rによる血漿中RAS遺
伝子変異検査の多施設臨床性能試験

2011/01/01～
2018/03/31

2016-110 岡本　康司 研究所
卵巣がん由来Cancer-Initiating Cellにおける 
増殖阻害ターゲットの同定 

2002/01/01～
2017/02/28

2016-109 小林　成光 東病院
外来で放射線療法を受ける就労がん患者の役割遂行に伴う健
康問題と取り組み

2016/09/30～
9999/12/31

2016-108 片井　均 中央病院
腹膜播種及び腹腔洗浄細胞診陽性胃癌を対象とした多施設共
同後向き観察研究

2016/09/04～
9999/12/31

2016-107 吉野　孝之 東病院
大腸癌を対象としたRASKET-B（BRAF及びRAS遺伝子変異検
出試薬）の臨床性能試験

2013/09/18～
2014/03/31

2016-106 池田　公史 東病院
切除不能消化管・膵神経内分泌腫瘍（G1、G2）におけるストレプ
トゾシン（STZ）＋テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配
合剤（S-1）の併用療法（STS療法）の第Ⅰ相臨床試験

2016/09/17～
9999/12/31

2016-105 菅原　俊祐 中央病院
肝切除術前の門脈塞栓術における無水エタノールとNBCAの比
較試験

2016/07/28～
9999/12/31
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2016-104 鈴木　真也 東病院
Cetuximab皮膚障害に対するアダパレンゲルの有効性と安全性
に関する前向き観察研究

2016/08/09～
9999/12/31

2016-103 福田　隆浩 中央病院 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
2016/04/22～
2026/04/22

2016-102 並川　健二郎 中央病院
ステロイド全身投与による悪性黒色腫患者のnivolumab治療へ
の影響に関する観察研究

2016/08/09～
9999/12/31

2016-101 菅原　俊祐 中央病院
腹膜病変に対する経皮的針生検の診断能と安全性についての
後ろ向き検討

2016/07/20～
9999/12/31

2016-100 平岡　伸介 中央病院
近赤外線イメージング技術を用いた新しい肉眼病理解剖・マクロ
病理学の展開

2016/05/09～
2017/12/31

2016-099 竹下　文隆 研究所
脳腫瘍患者の網羅的血中miRNA発現量測定結果に対する悪性
神経膠腫検出用マーカー探索・検証のためのデータ解析 

2007/08/01～
2017/03/31

2016-098 坪井　正博 東病院 臨床腫瘍径1cm以下の肺野末梢型肺癌の臨床病理像
2016/09/20～
9999/12/31

2016-097 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録・DPCデータと病理・放射線診断情報のデータの
一元化と活用に関する研究

2013/10/01～
2016/08/31

2016-096 内富　庸介 がん対策研究所 今後の見通しについての医師からの望ましい説明に関する研究
2016/07/28～
9999/12/31

2016-095 植原　貴史 中央病院
卵巣、卵管、腹膜がんにおけるIntervention radiologyによる治療
前組織生検の有用性の検討

2016/07/05～
9999/12/31

2016-094 伊藤　雅昭 東病院
術前化学療法を施行した進行下部直腸癌における肛門側壁内
腫瘍進展

2012/01/01～
2015/07/31

2016-093 小林　成光 東病院 働く世代のがん患者における経済的な問題に関する実態調査
2016/08/23～
9999/12/31

2016-092 高橋　秀明 東病院
膵がんに対するmodified FOLFIRINOX療法における好中球減少
症予測に関する後方視的検討

2016/10/23～
9999/12/31

2016-091 池田　公史 東病院
JCOG1407：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

2016/07/05～
9999/12/31

2016-090 奥坂　拓志 中央病院
JCOG1407：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

2016/07/05～
9999/12/31

2016-089 山﨑　直也 中央病院
悪性黒色腫脳転移例における放射線治療の有効性と適応の検
討

2016/07/11～
9999/12/31

2016-088 荒川　博文 研究所 Mieap不活性化が胃癌の生物学的特性へ及ぼす影響について
1986/01/01～
2014/12/31

2016-086 (PDF) 米盛　勧 中央病院
希少がんにおける腫瘍増殖や転移および/または治療効果に関
するバイオマーカーの探索的研究

2000/01/01～
2026/01/01

2016-085 中川　拓也 中央病院
乳房温存術後放射線治療における三次元体表面計測システム
を用いたセットアップエラーの検証と線量分布への影響

2016/07/11～
9999/12/31
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2016-084 濱田　哲暢 研究所
膵がんに対する最適な治療のためのマスイメージング技術を用
いた組織内薬物動態解析の有効性と安全性を検討する臨床研
究

2015/07/31～
2018/07/31

2016-083 木下　敬弘 東病院 T3N0M0とT1N2-3M0胃癌における予後の検討
2016/07/11～
9999/12/31

2016-082 坂本　康成 中央病院
切除不能消化管・膵神経内分泌腫瘍（G1、G2）におけるストレプ
トゾシン（STZ）＋テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配
合剤（S-1）の併用療法（STS療法）の第Ⅰ相臨床試験

2016/09/17～
2016/09/17

2016-081 上野　尚雄 中央病院 緩和ケアに資する口腔保湿ジェルの検討
2016/07/01～
2016/11/30

2016-080 奥田　生久恵 中央病院
同種造血幹細胞移植患者の筋力低下に影響を与える要因の検
討

2016/08/23～
2019/09/30

2016-079 木下　敬弘 東病院 腹腔鏡レンズ術中洗浄装置の有用性についての前向き研究
2016/07/01～
2017/12/31

2016-077 川澄　賢司 東病院
経口抗がん薬治療における重篤な有害事象（SAE）の発生状況
及び薬剤師の介入効果に関する研究

2014/12/01～
2015/11/30

2016-076
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

がん患者由来の組織を用いた新規がん免疫療法薬の免疫応答
の解析

2015/09/17～
2017/09/30

2016-075 田原　信 東病院
アンドロゲン受容体陽性唾液腺導管癌に対するアンドロゲン遮
断療法の臨床的有効性を検討する後方視的研究

1992/07/01～
2017/12/31

2016-074 吉本　世一 中央病院
JCOG1212 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

2016/07/20～
9999/12/31

2016-073
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 検診のデータと一般市民の選好に関する研究
2016/06/22～
9999/12/31

2016-072 (PDF) 後藤　功一 東病院 進行・再発肺癌に対する再生検の後ろ向き観察研究
2011/04/01～
2027/12/31

2016-071 清水　千佳子 中央病院
国立がん研究センター中央病院から聖路加国際病院生殖医療
センターへがん・生殖医療連携を行った患者の後方視的研究 

2016/07/11～
9999/12/31

2016-070 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

気管支鏡検査のための呼吸器内科初診時持参薬確認の実態
調査

2014/06/01～
2015/03/31

2016-069 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

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

2016/10/23～
9999/12/31

2016-068 上野　尚雄 中央病院
唾液中のメタボローム解析による、がん治療時の口腔合併症 
（薬剤関連顎骨壊死:MRONJ）の早期診断法の開発

2016/05/31～
2017/03/31

2016-067 (PDF) 工藤　千恵 研究所 がん進展を支持する免疫学的悪性要因の臨床解析
2010/01/01～
2023/12/31

2016-066 坪井　正博 東病院 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究
2016/06/14～
9999/12/31

2016-065 南　陽介 東病院 第12次ATL全国実態調査研究
2012/01/01～
2013/12/31
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2016-064 藤元　博行 中央病院

ロボット支援前立腺全摘除におけるIndocyanine Green（ICG）
navigatedリンパ節郭清に関する 
探索的臨床研究 

2017/02/01～
2021/01/31

2016-063 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

胃癌間質線維芽細胞の起源を同定する研究
2016/05/01～
2019/03/31

2016-062 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵臓の線維芽細胞マイクロアレイデータを用いた膵癌バイオ
マーカーの探索的研究 

2000/01/01～
2017/03/31

2016-061
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

免疫チェックポイント阻害剤の作用機序解析
2015/09/17～
2018/05/31

2016-060 後藤　悌 中央病院
「ALK融合遺伝子陽性、PS不良の進行再発非小細胞肺癌に対
するアレクチニブの第Ⅱ相試験」の付随研究 

2015/03/23～
2017/09/30

2016-059 関口　正宇 中央病院
大腸神経内分泌腫瘍症例に対する多施設共同前向き症例登録
追跡研究

2016/11/02～
2019/12/31

2016-058 伊丹　純 中央病院 膵がんに対する放射線治療の予後因子に関する後ろ向き研究
2016/06/22～
9999/12/31

2016-057 安井　直子 東病院
思春期・若年成人(AYA)の再発・難治軟部肉腫患者に対する
pazopanib投与の臨床経過に関する後方視的検討

2016/07/13～
9999/12/31

2016-056 黒澤　彩子 中央病院
骨髄バンクコーディネートにおける患者・ドナー側からみた実情
の把握を目的とした研究

2016/09/04～
9999/12/31

2016-055 坂本　康成 中央病院
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

2015/01/01～
2017/03/31

2016-054 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

進行膵癌患者における初回化学療法導入後の骨格筋量変化の
特徴に関する後方視的研究

2016/06/20～
2016/06/20

2016-053 (PDF) 柴　知史 研究所
血中・体液中遊離核酸検査装置に関する研究 2011/05/01～

2023/03/31

2016-052 木下　敬弘 東病院
進行胃癌に対する腹腔鏡手術と開腹手術の比較- 傾向スコア
解析を用いた多施設共同調査研究

2016/06/14～
9999/12/31

2016-050 秋元　哲夫 東病院
切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する陽子線治療の 
多施設共同臨床試験

2016/06/01～
2019/05/31

2016-049 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵・胆道癌患者の血清由来マイクロRNA発現を用いた検出マー
カーの研究

2016/06/20～
2020/06/20

2016-048 稲本　賢弘 中央病院
同種造血細胞移植後の消化管移植片対宿主病に対する経口ベ
クロメタゾン治療の単施設前方視的観察研究 

2016/04/01～
2031/12/31

2016-047 田原　信 東病院
分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のた
めのコホート研究

2016/06/22～
9999/12/31

2016-046 藤　重夫 中央病院
同種造血細胞移植後再発を来した骨髄系悪性疾患に対する
azacitidine治療成績の単施設後方視的解析

2016/06/14～
9999/12/31
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2016-045 山本　昇 中央病院
高齢・進行期のがん患者への医療の実態に関する研究 2016/07/05～

9999/12/31

2016-044 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
日中大規模コホート研究の統合解析によるイソフラボンとがんと
の関連を明らかにするための研究

2016/09/30～
2024/03/31

2016-041 清水　千佳子 中央病院 思春期・若年世代がん医療の包括的実態調査
2016/05/24～
9999/12/31

2016-040 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ONO-4538第Ⅱ相試験　卵巣がんに対する多施設共同非盲検
無作為化試験における血球サブセット及びTCRレパトアの測定

2015/10/01～
2017/12/31

2016-039 山﨑　直也 中央病院
進行期悪性黒色腫に対するニボルマブ投与患者の予後予測因
子の観察研究

2016/05/17～
9999/12/31

2016-038 田村　研治 中央病院
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 - ペルツズマブ再投与試験 -

2016/04/01～
2018/12/31

2016-037 伊丹　純 中央病院
子宮体癌術後膣単発再発に対する高線量率小線源治療に関す
る後ろ向き研究

2016/08/09～
9999/12/31

2016-036 大幸　宏幸 中央病院
臨床病期IB－III（T4を除く）食道癌に対するS-1術後補助療法の
第II相臨床試験

2016/01/22～
2019/01/21

2016-035 加藤　健 中央病院
臨床病期IB-III (T4を除く) 食道癌に対するS-1術後補助療法の
第II相臨床試験

2016/06/22～
2019/01/21

2016-034 麻生　智彦 中央病院
99mTc-HMDP注射液による骨Single photon emission computed 
tomography（SPECT）画像の定量評価に関する研究 

2016/06/20～
9999/12/31

2016-033 秋元　哲夫 東病院
JASTRO 放射線治療症例全国登録事業　（Japanese Radiation 
Oncology Database: JROD）

2016/07/28～
2025/03/31

2016-032 大幸　宏幸 中央病院
病衣に必要な機能とデザインの抽出　患者と医療従事者の両面
から 

2016/08/09～
2017/01/08

2016-031 吉野　孝之 東病院
EGFR阻害薬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

2016/08/08～
2019/08/07

2016-030 山﨑　直也 中央病院
EGFR阻害薬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 

2016/08/08～
2019/08/07

2016-029
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

ラムシルマブを含む化学療法施行胃癌患者における免疫状態
の研究

2015/07/03～
2018/03/31

2016-028 木下　敬弘 東病院
腹腔鏡下胃切除と開腹胃切除における 
胃癌術後補助化学療法開始時期の比較検討 

2016/06/14～
9999/12/31

2016-027
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

Azacitidineの宿主免疫応答および腫瘍に及ぼす影響の解析
2013/03/27～
2018/03/31

2016-025 庄司　広和 中央病院
WJOG8315G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

2016/06/14～
2019/06/13
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2016-024 (PDF) 米盛　勧 中央病院 固形腫瘍における循環腫瘍DNAを用いた遺伝子変異測定研究
2016/09/04～
2022/09/03

2016-023 吉本　世一 中央病院

JCOG 1008 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

2016/06/14～
2025/02/09

2016-022 坪井　正博 東病院
非小細胞肺癌完全切除症例に対する周術期ｈANP投与の多施
設共同ランダム化第Ⅱ相比較試験における遺伝子解析

2015/09/01～
2017/08/31

2016-021 小島　隆嗣 東病院
高齢者臨床病期IB－III食道癌に対するPaclitaxelと放射線併用
療法（PTX-RT)の第I/II相試験

2016/06/25～
9999/12/31

2016-020 加藤　健 中央病院
高齢者臨床病期IB－III食道癌に対するPaclitaxelと放射線併用
療法（PTX-RT)の第I/II相試験

2016/08/01～
2021/08/01

2016-019 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

MSイメージングを用いた新しい治療標的分子の探索と治療効果
予測法の開発

2016/06/14～
2025/03/31

2016-018 髙橋　進一郎 東病院 肝胆膵外科手術患者のQOL調査
2016/06/14～
2019/06/13

2016-017 山田　哲司 研究所
腋窩リンパ節転移陰性乳がんにおけるACTN4遺伝子増幅の臨
床意義の海外症例における検討

2016/03/30～
2016/03/31

2016-016 櫻庭　実 東病院 当院における尿路瘻治療の検討
2016/06/14～
9999/12/31

2016-015 庄司　広和 中央病院

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

2016/04/01～
2016/12/02

2016-014 (PDF) 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

リンパ性白血病ホーミング関連マーカーを標的にした抗体医薬
の開発 

2005/04/01～
2025/03/31

2016-013 小林　幸夫 中央病院
通常化学療法施行中に生じた腹痛が主訴であった全身型VZV
感染症

2016/04/28～
9999/12/31

2016-011 後藤田　直人 東病院 腹腔鏡下肝切除における手術体位工夫の有用性の検討
2016/06/14～
9999/12/31

2016-010 石川　光也 中央病院
子宮頸がんに対する根治目的の放射線治療または同時化学放
射線療法後の頸部腫瘍残存例における救済的子宮摘出術の実
施状況に関する調査研究

2016/06/14～
9999/12/31

2016-009 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

家族性・若年性のがんおよび遺伝性腫瘍を有する患者由来の
iPS細胞の作製と 
それを用いた疾患解析に関する研究 

2016/04/01～
2021/02/01

2016-008 近藤　格 研究所 転移性骨腫瘍の新しい治療法の開発を目指した基盤的研究
2016/01/08～
2020/03/31

2016-007 土屋　雅子 がん対策研究所
地域におけるリンパ浮腫予防指導に関する保健師アンケート調
査

2016/06/14～
9999/12/31

166 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2016-024.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2016-019.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2016-014.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2016-006 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
膵、胆道、肝領域腫瘍における臨床病理学的・分子病理学的探
索研究

1962/01/01～
2025/03/31

2016-004 川井　章 中央病院
切除不能あるいは遠隔転移を有する軟部肉腫（コホート1：悪性
末梢神経鞘腫瘍患者、コホート2：抗がん剤抵抗性軟部肉腫患
者）を対象としたpazopanibの第II相臨床試験

2016/03/14～
2021/03/14

2016-003 小林　英介 中央病院

腎癌骨転移に対する外科的療法における周術期管理と生命予
後の実態調査 
―多施設共同研究― 

2016/05/10～
9999/12/31

2016-001 石川　光也 中央病院 卵巣癌1期の予後に関する後方視的研究
2016/05/17～
9999/12/31

2015-376 (PDF) 山本　雄介 研究所
国立がん研究センターバイオバンクおよび国立長寿研究医療セ
ンターバイオバンク等の検体を用いた血液中マイクロRNAの測
定およびデータベース作成

2002/01/01～
2019/03/31

2015-375 菅原　俊祐 中央病院
Vater乳頭部をまたいだ胆管ステント留置術と膵炎発生について
の検討

2016/05/17～
9999/12/31

2015-374 加藤　友康 中央病院
子宮体部類内膜腺癌IIIC期症例における完全郭清の予後・再発
形式への影響に関する後方視的研究

2016/06/14～
9999/12/31

2015-372 坂東　英明 東病院
根治的化学放射線療法を施行した肛門扁平上皮癌症例を対象
とした、治療効果に関連する因子の解析研究

2007/01/01～
2016/12/31

2015-371 上杉　英生 東病院
がん診療連携拠点病院での進行がん患者と家族に対する在宅
療養支援と地域連携の質の評価に関する研究

2016/06/20～
9999/12/31

2015-370 伊丹　純 中央病院 気管支がん小線源治療における不均質媒質の線量変化の研究
2016/04/26～
9999/12/31

2015-369 山﨑　直也 中央病院 皮膚悪性腫瘍組織内における腫瘍抗原特異的免疫反応の解析
2015/04/14～
2018/03/31

2015-368 加藤　健 中央病院
食道がん患者におけるNivolumabの治療効果と血清マイクロ
RNA発現の相関をレトロスペクティブに解析する研究

2013/12/01～
2016/08/31

2015-367 中村　直樹 東病院
嗅神経芽細胞腫に対する陽子線治療の有効性および安全性に
関する遡及的研究

2016/05/23～
9999/12/31

2015-366 山本　昇 中央病院
免疫チェックポイント阻害剤による甲状腺機能異常に関するレト
ロスペクティブの検討 

2009/03/01～
2017/12/31

2015-365 木下　敬弘 東病院 胃癌腹膜播腫診断における審査腹腔鏡の有用性に関する検討
2016/05/17～
9999/12/31

2015-364 小林　幸夫 中央病院
慢性骨髄性白血病患者の骨髄におけるMajor BCR-ABL1 ISの
臨床的意義に関する研究

2016/02/09～
2017/03/31

2015-363 篠原　旭 東病院
術後再発胆道がんと進行胆道がんにおけるゲムシタビン+シス
プラチン併用療法の有効性と安全性の比較

2016/04/06～
9999/12/31

2015-362 設樂　紘平 東病院
レゴラフェニブおよびTAS-102以外の標準薬に不応／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

2016/04/06～
9999/12/31
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2015-361
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

胸部悪性疾患における免疫状態および 
薬物治療による免疫状態の変動を明らかにするための 
前向き観察研究

2016/02/10～
2021/03/31

2015-360 野澤　桂子 中央病院

フッ化ピリミジン系抗癌剤を用いた化学療法に伴う色素沈着に
対する医療用ファンデーションの開発へ向けた基礎データの計
測 

2016/05/17～
9999/12/31

2015-359 伊丹　純 中央病院
子宮頸がんに対する放射線治療の効果と合併症に関する後ろ
向き研究

2016/03/29～
9999/12/31

2015-358 三浦　智史 東病院

緩和医療科外来を受診中、および、緩和ケア病棟に入院中の進
行がん患者におけるがん悪液質・食思不振・倦怠感・痛み 
に関する横断調査 

2016/03/24～
9999/12/31

2015-357 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸腫瘍性病変に対するBipolar hot snare polypectomyと
Monopolar hot snare polypectomyの処置時間に関する 
前向き観察試験

2016/09/01～
2017/03/31

2015-356 森田　信司 中央病院
噴門側胃切除・空腸間置再建後とQOL及び胃切除後障害の実
態に関する調査

2016/09/04～
2018/09/03

2015-355 (PDF) 大江　裕一郎 中央病院
胸部腫瘍の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性に関す
る研究

2000/01/01～
2025/12/31

2015-353 小貫　恵理佳 中央病院
外来免疫治療を受けながら就労している悪性黒色腫患者の体
験の分析に基づく就労支援のあり方の検討

2016/06/14～
9999/12/31

2015-352 北條　隆 東病院
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

2016/05/17～
9999/12/31

2015-351 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵臓・胆道癌血清中マイクロRNA測定キット用癌検査アルゴリズ
ム構築

2009/09/28～
2014/08/25

2015-349 (PDF) 川井　章 中央病院 骨・軟部肉腫の診療実態の探索研究
2016/04/26～
2024/04/25

2015-348 木下　貴之 中央病院
エストロゲン受容体陽性リンパ節転移陰性で術後ホルモン療法
の施行された乳癌におけるCurebest™ 95GC Breastの有効性検
討

1989/01/01～
2010/12/31

2015-347 清水　千佳子 中央病院
がん治療中の患者の支援を目的としたスマートフォンアプリケー
ションの実行可能性と患者ニーズの探索

2016/03/18～
9999/12/31

2015-346 渡邉　俊一 中央病院 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究
2016/03/22～
2017/12/31

2015-345 後藤田　直人 東病院 膵癌切除症例における炎症性マーカーの意義についての検討
2016/03/22～
9999/12/31

2015-344 小林　幸夫 中央病院 成人急性リンパ芽球性白血病におけるトランスクリプトーム解析
2002/11/01～
2012/12/31

2015-343 山田　真善 中央病院
家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試
験の追加研究

2016/05/17～
2022/09/02

2015-342 新野　真理子 がん対策研究所
全国がん登録情報の利用及び提供に関するフォーカスグループ
研究

2016/03/22～
9999/12/31
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2015-341 矢野　友規 東病院 難治性食道良性狭窄の治療に関する多施設retrospective研究
2016/03/26～
9999/12/31

2015-340 設樂　紘平 東病院
国立がん研究センター東病院における切除不能進行再発胃癌
に対するRamucirumabを含む化学療法の有効性と安全性の検
討

2015/06/01～
2019/06/30

2015-339 (PDF) 矢野　友規 東病院 近赤外光を用いたGIST診断用内視鏡の開発
2016/04/28～
2023/07/27

2015-338 山本　昇 中央病院 第Ⅰ相臨床試験の患者背景についての後方視的検討
1990/01/01～
2015/12/31

2015-337
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

NY-ESO-1抗原を発現する成人T細胞性白血病/リンパ腫
(ATLL)に対するNY-ESO-1蛋白/Poly ICLCとモガムリズマブと
の併用療法に関する臨床研究（第Ⅰa/Ⅰb相）

2014/12/22～
2018/03/31

2015-336 濱田　哲暢 研究所
Frailtyを有するEGFR遺伝子変異陽性再発・進行非小細胞肺が
んに対する低用量エルロチニブの第II相試験（TORG1425）

2014/11/01～
2016/10/31

2015-335
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
がん登録による生存率推定における生存状況把握割合の影響
の検討

2016/03/22～
9999/12/31

2015-334 堀之内　秀仁 中央病院
肺癌患者を対象としたシスプラチン併用化学療法における 
短時間輸液療法の後方視的研究

2016/03/26～
9999/12/31

2015-333 小西　大 東病院 膵切除後消化剤の脂肪肝発生抑制効果　無作為比較試験
2016/10/11～
2020/10/09

2015-332 高本　健史 中央病院 膵切除後消化剤の脂肪肝発生抑制効果　無作為比較試験
2016/10/11～
2020/10/09

2015-330 後藤　悌 中央病院
EGFR-TKI耐性獲得後のEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌患者と
EGFR遺伝子野生型肺腺癌患者における初回化学療法の治療
効果に関する後方視的研究

2016/03/26～
9999/12/31

2015-329 堀之内　秀仁 中央病院
特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き
調査

2016/03/15～
9999/12/31

2015-328
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

同種造血幹細胞移植患者における、ステロイド抵抗性/依存性
急性腸管移植片対宿主病に対する便カプセルを用いた便微生
物移植（fecal microbiota transplantation）の安全性を検討するパ
イロットスタディ

2015/11/09～
2021/04/06

2015-327
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

同種造血幹細胞移植患者における、ステロイド抵抗性/依存性
急性腸管移植片対宿主病に対する便微生物移植（fecal 
microbiota transplantation）の有効性を検討する第Ⅱ相多施設
共同研究

2015/11/09～
2018/11/09

2015-326 (PDF) 川井　章 中央病院
転移性骨腫瘍患者の予後予測ツールPATHFxの外的妥当性の
検証とPATHFxの予測精度改善に関する多施設共同研究－骨
軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究－

2016/03/08～
2026/03/07

2015-325 石川　光也 中央病院
子宮頸癌に対する広汎子宮全摘出術の病理所見と予後の解析
および手術合併症の実態調査

2016/03/08～
9999/12/31

2015-324 清水　千佳子 中央病院 多職種連携のための臨床的因子に関する後方視的検討
2016/03/08～
9999/12/31
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2015-323 古川　孝広 東病院

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 
Hormonal therapy resistant estrogen-receptor positive 
metastatic breast cancer cohort study (HORSE-BC)

2016/03/15～
9999/12/31

2015-322 宮本　慎平 中央病院 65歳以上の高齢者に対する下顎再建術式の検討
2016/02/18～
9999/12/31

2015-321 中村　直樹 東病院
Ⅰ期肺癌に対する陽子線治療後の画像的肺変化に関する遡及
的研究

2016/03/01～
9999/12/31

2015-320 志田　大 中央病院 StageIV大腸がんの細分類に関する検討
2016/03/08～
9999/12/31

2015-319 土屋　雅子 がん対策研究所
退院後のリンパ浮腫予防行動の実態と継続的支援ニーズに関
する調査

2016/03/08～
9999/12/31

2015-318 坪井　正博 東病院 間質性肺炎合併肺癌の長期成績
2016/02/18～
9999/12/31

2015-316 伊藤　雅昭 東病院 大腸癌尿路浸潤の治療成績
2016/03/08～
9999/12/31

2015-315 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
東京都における対策型胃がん検診受診者の長期影響を評価す
るための追跡調査－東京胃がん検診追跡調査－ 

2016/10/23～
2020/03/31

2015-314 水口　萌香 東病院 3D-PSF模擬結節を用いた胸部CT-CADの性能評価法の研究
2016/03/01～
2018/03/31

2015-313 須藤　一起 中央病院
卵巣、卵管、腹膜がんにおけるdose-dense TC療法による術前
化学療法における治療成績の検討

2003/01/01～
2017/12/31

2015-312 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホート研究基盤を用いた認知症とがんとの関連に関す
る研究

2016/03/08～
2026/03/07

2015-311 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

胆道癌根治切除患者を用いた臨床病理学的な 
予後不良因子の検討 

2016/02/22～
9999/12/31

2015-310 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸Ipポリープに対するバイポーラ装置による粘膜切除術の有
効性と安全性の検討

2016/02/29～
9999/12/31

2015-309 後藤　功一 東病院 Cryoprobeによる気管支鏡下生検の安全性および有効性の検討
2016/02/29～
9999/12/31

2015-308 後藤　功一 東病院
非扁平上皮非小細胞肺癌におけるNTRK融合遺伝子の頻度お
よびその臨床病理学的、分子生物学的特徴を検討する疫学研
究

2013/09/26～
2015/02/22

2015-307 熊澤　名穂子 東病院
がん患者が必要とする適正なオピオイド投与量の試算前提に関
する研究

2016/04/06～
9999/12/31

2015-306 向井　博文 東病院
切除可能、ホルモン受容体陽性、HER2陰性乳がんにおける年
代別の予後を検証するための後方視的研究

2016/02/22～
9999/12/31

2015-305 加藤　祐一郎 東病院
肝外胆管癌治療における術後CA19-9値の予後に与える影響の
検討

2016/02/08～
9999/12/31

2015-304 藤　重夫 中央病院
同種造血幹細胞移植における移植前の骨髄鉄沈着と移植後予
後に関する研究

2006/01/01～
2013/12/31

2015-303 野村　久祥 東病院
外来化学療法ホットラインでの疼痛に関する問い合わせ内容の
実態調査

2016/01/26～
9999/12/31
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2015-302 中島　美文 東病院
慢性創傷における皮膚・排泄ケア認定看護師の組織横断的活
動のアウトカムの実態

2016/04/07～
9999/12/31

2015-301 林　隆一 東病院 化学放射線療法後の救済手術の検討
2016/01/26～
9999/12/31

2015-300 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

新規がん免疫療法開発のための健康人における免疫担当細胞
の解析

2016/04/06～
2024/03/31

2015-299 佐野　智望 がん対策研究所 稀少がんに対する化学療法のレジメン適正化に関する調査
2016/03/08～
2006/01/01

2015-298
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

PCR法による多発性骨髄腫の骨髄MRD測定法の妥当性の検討
についての臨床研究

2011/11/10～
2018/03/31

2015-297 篠原　旭 東病院
進行膵癌におけるmodified FOLFIRINOX療法による化学療法誘
発の悪心・嘔吐に関するリスク因子の検討

2016/01/28～
9999/12/31

2015-296 黒澤　彩子 中央病院
同種造血幹細胞移植成績の年代別推移 
に関する単施設後方視的研究 

2016/08/09～
9999/12/31

2015-295 高橋　秀明 東病院
UGT1A1遺伝子多型*28, *6ホモ接合体または複合ヘテロ接合
体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

2016/02/18～
9999/12/31

2015-294 大江　裕一郎 中央病院
JCOG0301A1「高齢者切除不能局所進行型非小細胞肺がんに
対する胸部放射線単独と低用量連日カルボプラチン+胸部放射
線同時併用療法とのランダム化比較試験」の附随研究

2016/02/18～
9999/12/31

2015-293 加藤　友康 中央病院
子宮頸癌術後再発高リスク例に対する三次元放射線治療
（3DRT）を用いた同時化学放射線療法の多施設共同後ろ向き観
察研究

2016/01/28～
9999/12/31

2015-292 清野　透
先端医療開発セ
ンター(柏)

ゲノム・エピゲノム解析による子宮頸癌前駆病変（CIN）患者の子
宮頸癌発癌リスクの特定とそれに基づくCIN患者の個別化リスク
低減法に関する研究

2015/11/16～
2018/11/15

2015-291 木内　大佑 中央病院 悪性腸腰筋症候群の後方視的カルテ調査
2016/01/28～
9999/12/31

2015-290 戸塚　ゆ加里 研究所
血中DNAメチル化を指標としたアルツハイマー病早期診断法の
開発

2012/04/01～
2019/03/31

2015-289 (PDF) 河野　隆志 研究所
胸部がんの腫瘍内多様性に関する病理学的研究：形態とゲノ
ム・エピゲノム異常の関連

1962/01/01～
2025/03/31

2015-288 木下　敬弘 東病院
食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下手術の短期成績に関する検
討

2016/03/22～
9999/12/31

2015-287 津金　昌一郎 がん対策研究所
食事記録票および食物摂取頻度調査票による食事由来の抗酸
化能・炎症能評価の妥当性研究 

1995/02/01～
1998/12/31

2015-286 眞鍋　知子 中央病院
卵巣明細胞癌：画像所見の典型例と非典型例では臨床的な違
いは存在するのか？

2016/02/10～
9999/12/31

2015-285 秋元　哲夫 東病院

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

2016/01/28～
2025/02/28
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2015-284 井垣　浩 中央病院

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

2016/01/28～
2023/01/27

2015-282 牧原　玲子 中央病院
Dried plasma spots methodを用いた抗悪性腫瘍薬の血中薬物
濃度測定法の開発研究

2015/10/30～
2021/03/31

2015-281 村上　直也 中央病院
CT画像を用いた気管腔内照射の線量分布と臨床成績に関する
研究 

2016/01/28～
9999/12/31

2015-280 塚崎　邦弘 東病院 ATL 発症高危険群の同定と発症予防法開発を目指す研究
2014/12/16～
2020/03/31

2015-279 森　泰昌 中央病院
がんによる神経障害の病態生理の解析とそれに基づく新たな疼
痛治療薬の探索

2011/05/13～
2018/03/31

2015-278 (PDF) 河野　隆志 研究所
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

2011/05/13～
2025/09/30

2015-277 久保木　恭利 東病院

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で切除不能進行再発
大腸癌患者に対するパニツムマブとTAS-102併用療法の安全
性及び有効性を検討する第I/II相試験 
 

2016/01/28～
2017/03/31

2015-276 齋藤　豊 中央病院

ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃癌ESD治癒切除後患者に
おける、ピロリ菌除菌による異時性胃癌抑制効果を証明する 
ランダム化比較試験 

2015/10/09～
2022/12/31

2015-275 矢野　友規 東病院
ヘリコバクター･ピロリ陽性かつ早期胃癌ESD治癒切除後患者に
おける、ピロリ菌除菌による異時性胃癌抑制効果を証明するラ
ンダム化比較試験

2015/10/09～
2022/12/31

2015-274 稲本　賢弘 中央病院
同種造血細胞移植後の血小板減少症に対するEltrombopagの
有効性、安全性に関する単施設後方視的解析

2016/01/06～
9999/12/31

2015-273 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

新規がん特異的抗原の探索と抗原特異的T細胞を使用した細
胞移入療法の開発ならびに非自己免疫応答の解析

2015/11/19～
2025/03/31

2015-272 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸平坦型腫瘍性病変の発見に関する自家蛍光内視鏡の有用
性を検討する多施設共同無作為化比較試験

2016/03/08～
9999/12/31

2015-271 松田　尚久 中央病院
大腸平坦型腫瘍性病変の発見に関する自家蛍光内視鏡の有用
性を検討する多施設共同無作為化比較試験

2016/03/08～
9999/12/31

2015-270 茂木　厚 東病院
Ⅲ期非小細胞肺癌に対する陽子線治療の線量分布、有害事象
の遡及的検討

2016/02/22～
9999/12/31

2015-269 茂木　厚 東病院
食道癌に対する陽子線治療の線量分布、有害事象に関する遡
及的検討

2016/02/18～
9999/12/31

2015-268 石井　源一郎 東病院
非小細胞肺癌に対する導入療法後切除例における病理学的評
価の検討

1993/02/01～
2015/11/30

2015-267 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録を用いた我が国の希少がん生存率に関する研究 2007/01/01～

2015/12/31
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2015-266 落谷　孝広 研究所

骨軟部腫瘍患者の網羅的血中miRNA発現解析に基づく 
腫瘍検出用マーカーの探索 
 

2007/01/01～
2015/10/08

2015-265 小川　朝生 東病院
認定・専門看護師がおこなうがん患者指導管理面接の評価に関
する検討

2016/01/26～
9999/12/31

2015-264 清水　研 中央病院 思春期・若年成人がん患者へのbad newsの説明に関する研究
2016/01/28～
2016/04/28

2015-263 篠原　旭 東病院
アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX) による治療に伴う化
学療法誘発性末梢神経障害 (CIPN) に関する実態調査

2016/01/04～
2019/03/31

2015-262 田原　信 東病院

甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの有効性及び安全性に 
関する第2相試験 
Phase II study assessing the efficacy and safety of lenvatinib 
for anaplastic thyroid cancer (HOPE)

2016/01/08～
2019/12/07

2015-261 池田　公史 東病院

JIVROSG-1302 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

2016/01/16～
2020/01/31

2015-260 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

JIVROSG-1302 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

2016/01/16～
2020/01/15

2015-259 温泉川　真由 中央病院 子宮体がん再発、予後に関する後方視的解析
2016/01/06～
9999/12/31

2015-258 山本　昇 中央病院 治験におけるプロトコール違反・逸脱に関する後方視的解析
2016/01/06～
9999/12/31

2015-257 森實　千種 中央病院

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

2016/01/01～
2022/12/31

2015-256 奥坂　拓志 中央病院
膵がん・胆道がん教室による患者教育の予備的有用性について
の探索的検討

2016/01/15～
2019/01/15

2015-255 新井　美智子 中央病院
レゴラフェニブによる手足症候群の実態および外来の予防対策
に関する研究

2016/01/06～
9999/12/31

2015-254 田村　研治 中央病院 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
2016/02/24～
9999/12/31

2015-253 中島　寿久 中央病院
造血幹細胞移植およびRituximab含有レジメン施行時のB型肝炎
ウイルススクリーニングおよびHBV-DNAモニタリングに関する多
施設共同実態調査

2016/01/15～
9999/12/31

2015-252 高田　博美 中央病院
未成年の子どもをもつがん患者・家族に必要な支援の後方視的
検討

2016/01/28～
9999/12/31
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2015-251 鈴木　真也 東病院
甲状腺がんLenvatinib治療における高血圧と降圧薬、及び蛋白
尿の実態と薬剤師の介入に関する調査

2011/01/01～
2019/12/31

2015-250 後藤　政広 研究所
C型肝炎ウイルス排除後の肝発がんに関与する遺伝子・エピゲ
ノムマーカーの探索

2015/09/10～
2018/12/31

2015-249 温泉川　真由 中央病院
JGOG3016A1卵巣漿液性腺癌の病理組織細分類に基づく治療
個別化の探索 

2015/01/01～
2016/09/30

2015-248 川澄　賢司 東病院 診療科専任薬剤師による外来化学療法支援の実態調査
2015/12/31～
9999/12/31

2015-247 福田　隆浩 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫に対する移植後シクロフォスファミド
を用いたHLA半合致移植の安全性･有効性検討試験

2016/03/08～
2019/03/07

2015-246 後藤田　直人 東病院
膵頭十二指腸切除術における術後感染症対策及びドレーン管
理に関する検討

2016/01/04～
9999/12/31

2015-245 松三　絢弥 中央病院 がん専門病院における重症敗血症の予後因子に関する研究
2016/01/06～
9999/12/31

2015-244 小西　大 東病院 肝胆膵手術閉創時における真皮縫合の有用性の検討
2016/01/18～
9999/12/31

2015-243 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

JIVROSG-1501 TSU-68臨床第III相試験終了後の観察研究 2010/12/01～
2013/11/30

2015-242 角甲　純 東病院 頭頸部がん患者の術後せん妄についての実態調査
2016/01/07～
9999/12/31

2015-241 長澤　宏文 中央病院
子宮頸がん術前患者を対象とした術前3D-CTA撮影と画像表示
方法の研究

2016/01/06～
9999/12/31

2015-240
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
がん診療の質評価指標による標準実施率の経時的観察研究 2011/01/01～

2018/12/31

2015-239 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホートにおける血液を用いた脳腫瘍のコホート内症例・
対照研究 

1990/01/01～
2012/12/31

2015-238 松三　絢弥 中央病院
がん専門病院における早期警告スコアリングシステムの有用性
に関する研究 

2015/12/25～
9999/12/31

2015-237 伊丹　純 中央病院 尿路上皮がん（腎盂尿管膀胱がん）の放射線治療に関する研究
2015/12/25～
9999/12/31

2015-236
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

慢性骨髄性白血病の分子病態解析ならびに新規治療法の開発
2014/09/29～
2019/09/30

2015-235 藤　重夫 中央病院
同種移植における低用量抗ヒト胸腺細胞抗体ウサギ免疫グロブ
リンの有用性に関する後方視的研究

2016/05/10～
9999/12/31

2015-234 井垣　浩 中央病院

NSABP B-51/RTOG 1304：ネオアジュバント化学療法前の腋窩
リンパ節陽性がネオアジュバント化学療法後に 病理学的陰性に
転じた患者を対象として、乳房切除後胸壁及び 所属リンパ節の
外部放射線治療、並びに腫瘤切除後所属リンパ節放射線治療
を評価する 第III相無作為化臨床試験

2015/09/01～
2020/08/31
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2015-233 松本　禎久 東病院
がん患者の神経障害性疼痛に対するデュロキセチンの有用性 
: 探索的無作為化二重盲検プラセボ比較試験

2016/03/08～
9999/12/31

2015-232 里見　絵理子 中央病院
がん患者の神経障害性疼痛に対するデュロキセチンの有用性 
: 探索的無作為化二重盲検プラセボ比較試験 

2016/03/08～
2018/03/31

2015-231 大江　裕一郎 中央病院
ALK陽性非小細胞肺がんにおける治療経過の診療録を用いた
後方視的検討

2015/11/24～
9999/12/31

2015-230 藤　重夫 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫における免疫調整因子の発現に関す
る研究

2000/01/01～
2015/10/31

2015-229 伊丹　純 中央病院
前立腺癌に対する外照射を併用した高線量率組織内照射療法
の 
多施設共同遡及的観察研究

2015/12/10～
9999/12/31

2015-228 鈴木　真也 東病院
薬剤師による入院時持参薬確認の実施方法変更前後の実態調
査

2016/01/04～
9999/12/31

2015-227 後藤田　直人 東病院
肝機能不良肝細胞癌例に対する腹腔鏡下と開腹下肝切除術の
比較検討

2015/12/07～
9999/12/31

2015-226 宮崎　允 研究所
肺腺がんとがん間質との相互作用によるがん悪性化メカニズム
に資する研究

2011/05/13～
2020/03/31

2015-225 小西　大 東病院

肝臓外科手術における腹腔ドレーン非留置の安全性に関する
無作為化比較臨床試験（多施設共同研究） 
The safety of liver surgery with No-Drain policy: 
a multicenter randomized controlled trial

2016/03/08～
9999/12/31

2015-224 島田　和明 中央病院

肝臓外科手術における腹腔ドレーン非留置の安全性に関する 
無作為化比較臨床試験（多施設共同研究） 
The safety of liver surgery with No-Drain policy: 
a multicenter randomized controlled trial

2016/03/25～
2019/06/24

2015-223 井垣　浩 中央病院
前立腺がんに対する高線量率組織内照射single fractionの第II
相臨床試験

2016/02/10～
2024/02/09

2015-221 金光　幸秀 中央病院
JCOG1506A1:多施設共同ランダム化比較試験に参加したStage 
II/III 進行大腸癌患者を対象とした予後予測および術後補助療
法の適正化を目的とした大規模バイオマーカー研究

2003/02/17～
2013/08/23

2015-220 小川　朝生 東病院
認定・専門看護師による診断・治療開始時期のオリエンテーショ
ン・プログラムの開発

2016/01/06～
9999/12/31

2015-218 山本　昇 中央病院
胸腺上皮性腫瘍の免疫学的背景の探索研究 
The immunological background of the thymic epithelial tumor

1980/01/01～
2015/08/31

2015-217 後藤田　直人 東病院
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〜 

2015/10/01～
2018/09/30

2015-216 加藤　祐一郎 東病院
肝外胆管癌進展範囲に伴うリンパ節転移好発部位の差異の検
討

2015/12/07～
9999/12/31
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2015-215 河本　博 企画戦略局(築地)
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

2015/09/14～
2018/03/14

2015-214 西渕　由貴子 中央病院
同種造血幹細胞移植後患者における長期フォローアップ 
服薬管理の向上を目指した薬剤師の取り組みに関する事前調
査~患者対象アンケート調査～

2016/01/06～
9999/12/31

2015-213 加藤　祐一郎 東病院
肝胆膵手術における筋肉量評価の意義および周術期リハビリ
テーションと栄養療法の有効性に関する検討 

2015/12/07～
9999/12/31

2015-212 橋本　浩伸 中央病院
アントラサイクリン／シクロホスファミド併用療法(AC, CEF療法)
施行乳がん患者からの外来化学療法ホットライン相談の実態調
査

2015/11/18～
9999/12/31

2015-211 朴　成和 中央病院
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

2016/01/06～
9999/12/31

2015-210 小西　大 東病院 膵温存十二指腸切除術と膵頭十二指腸切除術の比較検討
2015/12/15～
9999/12/31

2015-209 塚崎　邦弘 東病院
第11次ATL全国実態調査登録患者の「自己免疫疾患合併」に関
する附随研究調査

2015/12/30～
9999/12/31

2015-208 向井　博文 東病院

HER2陽性乳がんに対する術前トラスツズマブ＋化学療法にお
けるKi-67 indexを用いた治療選択研究-ランダム化第Ⅱ相試験
-付随研究 
トラスツズマブ併用化学療法における治療効果予測ならびに予
後予測に関する免役能評価による探索研究 

2011/08/12～
2016/12/05

2015-207 加藤　雅志
がん対策情報セ
ンター

がん患者の妊孕性に関する相談の調査研究
2015/12/10～
9999/12/31

2015-206 藤井　誠志 東病院
食道扁平上皮癌リンパ節転移節外浸潤についての臨床病理組
織学的検討 

2007/01/01～
2013/12/31

2015-205 後藤　功一 東病院

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またはオシメルチニブ単
剤療法とゲフィチニブまたはオシメル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

2015/12/17～
2020/12/16

2015-204 大江　裕一郎 中央病院

JCOG1404: 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またはオシメルチニブ単剤療法とゲ
フィチニブまたはオシメル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

2015/12/10～
2020/12/09

2015-203 内藤　陽一 東病院
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 - ペルツズマブ再投与試験 -

2015/07/04～
2019/07/31

2015-202 (PDF) 高阪　真路 研究所 悪性腫瘍のゲノム・エピゲノム解析による病態解明
1999/01/01～
2023/08/31

2015-201 安井　直子 東病院
線維形成性小円形細胞性腫瘍(Desmoplastic small round cell 
tumor: DSRCT)の臨床経過に関する後方視的研究

2016/03/15～
9999/12/31

176 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2015-202.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2015-200 稲本　賢弘 中央病院
GVHD予防試験に適した複合エンドポイントの検討:日本造血細
胞移植学会一元化データを用いた後方視的解析

2015/11/17～
9999/12/31

2015-199 河本　博 企画戦略局(築地)
難治性神経芽腫に対するValproic Acid (VPA) と 13-cis-
RA(isotretinoin)併用療法　第Ⅰb 試験

2015/10/01～
2016/10/17

2015-198 坪井　正博 東病院
非小細胞肺癌手術適応症例に対する周術期hANP投与の多施
設共同ランダム化第Ⅱ相比較試験

2015/10/01～
2017/10/31

2015-197
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

進行性腎細胞癌症例に対する薬物療法時の末梢血リンパ球の
測定および解析

2014/02/17～
2018/02/28

2015-196 早坂　和恵 東病院
がん専門病院における新人看護師の患者看取り経験に対する
教育・支援体制の構築

2015/11/18～
9999/12/31

2015-195 細野　亜古 東病院
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 

2016/01/04～
9999/12/31

2015-194
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

進行性腎細胞癌症例に対する制御性T細胞を考慮したサイトカ
イン療法による救済療法の検討および末梢血リンパ球の解析 
(Cyclophosphamide先行投与後Interleukin-2の療法) 

2015/05/29～
2017/03/31

2015-193 伊藤　美樹 中央病院 がん臨床試験についての患者の理解度評価に関する研究
2016/02/24～
2016/02/24

2015-192 久保木　恭利 東病院 手術検体を用いたFGFR2タンパク質発現、遺伝子増幅の調査
2006/04/01～
2013/12/31

2015-191 小川　朝生 東病院
身体・精神症状に関する自記式評価尺度　Edmonton Symptom 
Assessment System revised 日本語版 (ESAS-r-J)を用いた症
状モニタリングシステムの実施可能性の検討

2015/12/07～
9999/12/31

2015-190 小西　大 東病院 膵頭十二指腸切除後ロストステントの体内動態の検討
2015/11/18～
9999/12/31

2015-189 松本　聡子 中央病院
がんの予防情報の理解と実践を高めるための効果的な情報提
供手法の検討

2015/10/28～
9999/12/31

2015-188 木下　敬弘 東病院
75歳以上高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の短中期成績 2015/11/18～

9999/12/31

2015-187 増富　健吉 研究所
がん幹細胞評価による肝細胞がんの予後、薬剤感受性診断の
前向き評価試験

2016/04/01～
2026/03/31

2015-186 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌に対する術前化学療法後の原発巣における新
しい内視鏡的効果判定の検討

2001/01/01～
2014/12/31

2015-185 松田　尚久 中央病院
新世代内視鏡システム（330°広視野角内視鏡）を用いた大腸
病変検出能に関するランダム化比較試験

2016/01/06～
9999/12/31

2015-184 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

新世代内視鏡システム（330°広視野角内視鏡）を用いた大腸
病変検出能に関するランダム化比較試験

2016/01/06～
9999/12/31

2015-183 大幸　宏幸 中央病院 食道癌術後の胸腔ドレーン早期抜去の検討
2015/12/07～
9999/12/31

2015-182 山本　精一郎 がん対策研究所 大腸がんサバイバーシップコホート研究 NCC
2015/10/01～
2028/03/31
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2015-181 内藤　陽一 東病院
尿膜管癌に対するS-1/CDDP療法の有効性および安全性の後
方視的検討 

2015/11/02～
9999/12/31

2015-180 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

頭頸部がんにおける腫瘍に対する免疫細胞動態の解明に関す
る研究

1992/07/01～
2025/09/30

2015-179 松原　伸晃 東病院
化学療法未施行の去勢抵抗性前立腺がんにおけるアビラテロ
ンおよびエンザルタミド投与中のPSA値の推移についての後ろ
向き研究

2015/11/02～
9999/12/31

2015-178 谷口　浩和 中央病院
胃癌におけるEGFRタンパク発現と遺伝子増幅の相関に関する
検討

2011/05/13～
2013/12/31

2015-177 梅村　茂樹 東病院
閉塞性肺炎が病理病期T2N0M0非小細胞肺癌の予後に与える
影響の解析

2015/11/18～
9999/12/31

2015-176 瀨尾　幸子 東病院
胃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の予後、および病変の指摘
診断についての検討

2015/10/15～
9999/12/31

2015-175 小林　望 中央病院
バイオマーカーを用いた大腸がんおよび前がん病変の診断ツー
ル検証のためのフィールド構築

2015/11/13～
2030/03/31

2015-174 石井　源一郎 東病院
Lepidic Predominant type肺腺癌の進行と癌微小環境の変化に
ついて

2003/01/01～
2015/03/31

2015-173 三浦　智史 東病院
遺族による緩和ケア病棟および有床診療所における 
緩和ケアの質の評価に関する研究

2015/10/28～
9999/12/31

2015-172
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

腸管免疫反応とGVHD(移植片対宿主病)の関連の解析
2013/03/19～
2022/12/10

2015-171 久保木　恭利 東病院

標準化学療法に不応・不耐な切除不能・再発結腸・直腸癌患者
を対象としたTAS-102とBevacizumabの同時併用療法第Ib /ll相
臨床試験（医師主導治験)に関する 後続附随研究 (追跡調査) 

2015/10/28～
9999/12/31

2015-170 伊丹　純 中央病院
JROSG13-1 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：多施設共同第II相臨床試験

2015/08/01～
2018/10/17

2015-169 (PDF) 吉野　孝之 東病院
進行・再発消化器・腹部悪性腫瘍におけるmicrosatellite 
instability（MSI）を検討する多施設共同研究

2015/10/28～
2019/03/31

2015-168 栗原　美穂 東病院 がん治療を受ける患者の外見変化に対するケアの実態
2015/10/29～
9999/12/31

2015-167 川井　章 中央病院

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 - 

2006/01/01～
2015/07/31

2015-166 大幸　宏幸 中央病院
食道切除後頸部縫合不全に対する経皮経瘻孔ドレナージの有
用性に関する検討 

2015/10/05～
9999/12/31

2015-165 早川　雅代 がん対策研究所
がん患者における治療や療養の在り方に関する研究：「患者を
身近で支える人」の困りごとの多面的調査による情報ニーズの
把握と分析

2015/09/17～
9999/12/31
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2015-164 南　陽介 東病院
 JCOG1305 Interim PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫
に対するABVD療法およびABVD/増量BEACOPP療法の非ラン
ダム化検証的試験

2015/09/29～
2018/09/28

2015-163 伊豆津　宏二 中央病院

JCOG1305 Interim PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に
対するABVD療法およびABVD/増量BEACOPP療法の非ランダ
ム化検証的試験 

2015/11/20～
2018/09/28

2015-162 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

がん患者の病気と就労の両立に関する実態調査
2015/09/17～
9999/12/31

2015-161 米盛　勧 中央病院
A study evaluating the pregnancy outcomes and safety of 
interrupting endocrine therapy for young women with endocrine 
responsive breast cancer who desire pregnancy

2015/08/05～
2020/01/02

2015-160 成田　善孝 中央病院 原発性悪性脳腫瘍患者の家族の支援ニーズに関する質的研究
2015/09/29～
9999/12/31

2015-159 (PDF) 河野　隆志 研究所
AYA(Adolescence and Young Adult)世代がんの治療標的の同
定を目指した体細胞ゲノム解析研究

1999/01/01～
2025/09/30

2015-158 野口　一彦 中央病院
大腸癌手術患者を対象とした術前低栄養が術後合併症に与え
る影響の検討

2015/03/01～
2015/06/30

2015-157 上野　尚雄 中央病院

唾液中のメタボローム解析による、頭頸部がん放射線治療後の
口腔晩期障害に対する予防法、治療法の開発に関する
feasibility study 

2015/09/01～
2017/03/31

2015-156 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸腫瘍患者へのアスピリン(100mg/day)による発がん予防大
規模臨床試験

2015/09/14～
2024/03/31

2015-155 松田　尚久 中央病院
大腸腫瘍患者へのアスピリン（100mg/day）による発がん予防大
規模臨床試験

2015/09/14～
2025/03/31

2015-154 岩佐　悟 中央病院
消化器がんにおける ErbB ファミリーを中心としたがん増殖因子
受容体とリガンドに関する探索的バイオマーカー研究　（分子標
的治療薬の使用症例を対象とした後方視研究）

2008/01/01～
2015/03/31

2015-153 小田　夏実 東病院 外来化学療法導入オリエンテーションの効果の検討
2015/09/24～
9999/12/31

2015-152 冲中　敬二 東病院
造血幹細胞移植科におけるレジデントへの積極的な抗菌薬適正
使用の指導とStenotrophomonas maltophilia等の血流感染症発
生動向

2015/09/29～
9999/12/31

2015-151 大野　康寛 東病院
内反性増殖を呈する大腸SSA/P (sessile serrated 
adenoma/polyp)の内視鏡像と臨床病理学的特徴および遺伝子
背景の検討

2010/01/01～
2015/12/31

2015-150 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

小児期，思春期・若年成人期(AYA期)発症がん経験者の就職活
動の実態と情報・支援ニーズに関する研究

2015/09/10～
9999/12/31

2015-148 後藤田　直人 東病院 肝血管肉腫切除例に関する症例報告
2015/09/10～
9999/12/31

2015-147 松原　伸晃 東病院
化学療法未治療去勢抵抗性前立腺がんに対するアビラテロン
の治療成績における臨床試験と実臨床との差異を検証するため
の後方視的研究

2015/09/10～
9999/12/31
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2015-146 森實　千種 中央病院
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

2014/03/18～
2024/03/17

2015-145 河本　博 企画戦略局(築地)
小児がん長期生存者の女性における性腺機能と妊孕性に関す
る研究

2015/08/03～
2016/03/31

2015-144 角甲　純 東病院
進行がん患者の呼吸困難に対する送風の有効性についての無
作為化比較試験

2015/09/10～
9999/12/31

2015-143 (PDF) 米盛　勧 中央病院
早期臨床試験ビッグデータ分析の後ろ向き研究 1980/01/01～

2015/03/31

2015-142 後藤　悌 中央病院
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 

2015/10/21～
9999/12/31

2015-141 矢野　友規 東病院
胃上皮性腫瘍に対する従来法ESDおよびデンタルフロスクリップ
ESDの無作為化比較第Ⅲ相試験

2015/09/29～
9999/12/31

2015-140 小田　一郎 中央病院
胃上皮性腫瘍に対する従来法ESDおよびデンタルフロスクリップ 
ESD の無作為化比較第Ⅲ相試験

2015/09/29～
9999/12/31

2015-139 (PDF) 竹島　秀幸 研究所
既存試料を用いた一見正常組織におけるジェネティック及びエピ
ジェネティックな変化の研究 

2002/01/01～
2023/03/31

2015-138 髙山　智子 がん対策研究所 がん相談支援センターの利用者満足度に関する研究
2015/08/27～
9999/12/31

2015-137 岩本　桃子 がん対策研究所 がん予後因子として最適な併存症スコアの開発
2011/01/01～
2011/12/31

2015-136 佐藤　哲文 中央病院 全身麻酔管理中の人工呼吸器設定に関する観察研究
2015/08/26～
9999/12/31

2015-135 川澄　賢司 東病院
固形癌患者での好中球減少症に対するフィルグラスチムバイオ
シミラーの有効性の検討

2015/09/10～
9999/12/31

2015-134
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

造血器腫瘍における抗腫瘍免疫応答の解析
2015/08/01～
2020/03/31

2015-133 角甲　純 東病院
緩和ケア病棟入院時ESAS-r-Jの呼吸困難スコアとその関連要
因の探索

2015/08/27～
9999/12/31

2015-132 成田　善孝 中央病院
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 
JCOG1016登録患者の凍結組織・血液バンキング

2014/07/01～
2034/06/30

2015-131 成田　善孝 中央病院
JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 
JCOG1303登録患者の凍結組織・血液バンキング

2014/07/01～
2034/06/30

2015-129 植村　靖史
先端医療開発セ
ンター(柏)

人工多能性幹細胞に由来する免疫細胞を用いたがん免疫細胞
療法の開発

2015/11/04～
2025/03/31

2015-127 内富　庸介 がん対策研究所
がん患者における術後せん妄の罹患率と予測因子に関する研
究

2015/09/29～
9999/12/31

2015-126 丸山　大 中央病院 末梢性T細胞リンパ腫の治療成績に関する後方視的調査研究
2015/09/30～
9999/12/31
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2015-125 加藤　友康 中央病院

JCOG1311：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

2015/09/29～
2022/03/28

2015-124 伊藤　雅昭 東病院 下部直腸癌に対する経会陰的鏡視下手術についての検討
2015/09/24～
9999/12/31

2015-123 (PDF) 濱田　哲暢 研究所 創薬研究に有用な患者検体移植モデルの構築に関する研究
1999/01/01～
2025/08/25

2015-122 奥坂　拓志 中央病院
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の血清クロモ
グラニンA・NSEに関する研究

2015/06/01～
2022/12/31

2015-121 奥坂　拓志 中央病院
切除不能進行性消化管・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する前
向き観察研究

2015/06/09～
2022/12/31

2015-120 奥坂　拓志 中央病院
切除不能進行性消化管・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する後
向き観察研究

2012/01/01～
2020/12/31

2015-119 津金　昌一郎 がん対策研究所 JPHC研究を用いた、死亡場所の規定因子に関する研究
2015/09/29～
9999/12/31

2015-118 荒川　博文 研究所 ヒト血管腫瘍の分子病理学的研究
1962/01/01～
2019/12/31

2015-117 木下　敬弘 東病院

進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性
に 
関するランダム化II/III相比較研究 

2015/08/13～
2016/07/29

2015-116 内藤　陽一 東病院

手術可能乳癌患者を対象としたフローズングローブ、弾性ストッ
キングのnab-paclitaxelによる 
末梢神経障害予防効果の検討（Phase Ⅱ） 

2016/03/08～
9999/12/31

2015-115 後藤　功一 東病院
EGFR uncommon mutationを有する非小細胞肺癌患者における
化学療法及びEGFR-TKIの効果に関する後方視的検討 

2015/08/24～
9999/12/31

2015-114 (PDF) 谷内田　真一 研究所
網羅的ゲノム解析による消化器■■■■■腫瘍の原因解明と
新規診断・治療法の開発

2011/05/01～
2023/03/31

2015-112
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

同種造血幹細胞移植患者における、ステロイド抵抗性急性腸管
移植片対宿主病に対する便微生物移植（fecal microbiota 
transplantation）の安全性と有効性の検討

2015/05/11～
2017/05/11

2015-111 小川　朝生 東病院
高齢がん患者向け総合評価指標（Cancer-Specific Geriatric 
Assessment）の日本語版開発における言語的妥当性の検討

2015/08/13～
9999/12/31

2015-110 堀　芽久美 がん対策研究所
地域がん登録に基づく登録率補正罹患推移を用いたがん罹患
リスクの定量評価

2015/08/13～
2015/08/13

2015-109 坪井　正博 東病院
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相試験における付随バイオマーカー研究

2012/01/01～
2017/12/31
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2015-108 (PDF) 竹下　文隆 研究所 臨床検体からのゼノグラフト株・培養細胞株の樹立
2015/08/01～
2025/03/31

2015-107 片野田　耕太 がん対策研究所
たばこの健康影響、経済影響およびたばこ対策の効果に関する
包括的評価

2015/07/29～
9999/12/31

2015-106 濱田　哲暢 研究所
ヒトTリンパ球向性ウイルス（HTLV-1）陽性者および健常人にお
ける免疫動態解析

2015/04/06～
2017/03/31

2015-105 (PDF)
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

原発性肺癌における抗腫瘍免疫応答の解明
2015/07/01～
2018/03/31

2015-104 金井　弥栄 研究所 胆道・膵臓がん幹細胞の分離・培養と分子生物学的特性の解明
2015/09/01～
2017/07/31

2015-103 福田　隆浩 中央病院
アグレッシブATL前向きコホート研究 
多施設共同前方視的観察研究 
附随研究/検体バンキング

2015/10/29～
2018/03/31

2015-102
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

悪性リンパ腫患者における抗腫瘍免疫応答の解析
2013/11/11～
2016/11/10

2015-101 (PDF) 前田　優香 研究所 悪性腫瘍局所・末梢における免疫抑制機構の解明
2015/07/01～
2027/03/31

2015-099 東野　琢也 東病院
遊離前外側大腿皮弁移植における静脈吻合数が皮弁合併症に
与える影響に関する研究 

2015/09/29～
9999/12/31

2015-098 米盛　勧 中央病院 がん領域における疾患別薬物治療とその実態調査
2001/04/01～
2016/04/30

2015-097 小林　幸夫 中央病院
びまん性大細胞型・バーキット中間型分類不能B細胞リンパ腫
（iBL/DLBCL）の臨床病理学的予後因子の検討

1999/01/01～
2011/12/31

2015-096 酒井　康之 東病院 当院におけるロボット支援前立腺全摘除の初期経験
2015/08/06～
9999/12/31

2015-095 内藤　陽一 東病院
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

2015/08/01～
2017/07/31

2015-094 牧原　玲子 中央病院
電話による副作用モニタリングを導入した新たな薬-薬連携モデ
ルの有用性評価の研究 

2015/08/26～
9999/12/31

2015-093 澁木　康雄 中央病院 細胞診標本を用いた形態像観察と免疫細胞化学的検討
2002/01/01～
2017/03/31

2015-092 伊藤　雅昭 東病院 直腸癌に対する術前治療を併用した手術成績の検討
2015/08/17～
9999/12/31

2015-091 堀之内　秀仁 中央病院
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

2012/01/01～
2016/12/31

2015-090 岩崎　基 がん対策研究所
遺伝的・環境要因に応じた乳がん個別化予防のためのリスク評
価方法を確立する研究 

2001/01/01～
2013/12/31

2015-089
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

皮膚悪性腫瘍患者における抗腫瘍免疫応答の解析
2011/04/20～
2019/03/31
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2015-088 野村　久祥 東病院

食道がんに対するドセタキセル + シスプラチン + フルオロウラシ
ル療法による 
発熱性好中球減少症の検討 

2015/09/10～
9999/12/31

2015-087 齋藤　豊 中央病院

夜間大腸カプセル内視鏡検査 
（colon capsule endoscopy at night: C-cean） 
の有用性に関する探索的検討 

2015/10/29～
9999/12/31

2015-086 後藤田　直人 東病院
開腹肝切除術におけるFlo Trac Systemを用いた術中循環管理
に関する比較検討

2015/07/27～
9999/12/31

2015-085 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホート研究で収集されたアンケート・健診・追跡・食事記
録などの匿名化された既存情報を用いたデータ解析研究 

2015/08/03～
2024/03/31

2015-084 安達　淑子 中央病院 がん専門病院における褥瘡発生患者の実態調査
2015/07/23～
9999/12/31

2015-083 吉野　孝之 東病院
進行再発大腸癌におけるがん関連遺伝子異常とPD-L1, PD-L2
発現, MSIの関連を検討する多施設共同研究GI-screen 2013-
01-CRC付随研究01

2013/12/25～
2015/01/31

2015-082 髙橋　進一郎 東病院 膵切離法による術後膵液瘻発生率の後向き研究
2015/07/27～
9999/12/31

2015-081 小林　和馬 研究所 放射線治療における時空間的合算線量の検討
2015/08/26～
9999/12/31

2015-080 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

小児期,思春期・若年成人期(AYA期)発症がん経験者の性に関
する行動, 知識, コミュニケーションと情報ニーズ調査

2015/07/17～
9999/12/31

2015-079 (PDF) 稲本　賢弘 中央病院 造血細胞移植症例の網羅的後方視的調査研究
2015/07/17～
2025/03/31

2015-078
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

がん患者の腫瘍局所CD4+制御性T細胞（Treg）と末梢血中Treg
の機能差異に注目した、新規治療抗体の標的分子の研究

2015/09/01～
2018/05/31

2015-077 本部　卓也 東病院
食道癌化学放射線療法後遺残・局所再発に対するサルベージ
内視鏡切除後再発の臨床病理学的検討

1998/12/01～
2013/12/31

2015-076 後藤田　直人 東病院
肝内胆管がん切除例におけるリンパ節転移に関するリスク因子
の検討

2015/07/13～
9999/12/31

2015-075 小俣　渡 中央病院
転移性粘膜悪性黒色腫に対するダカルバジンおよびカルボプラ
チン/パクリタキセルの併用化学療法に関する研究

2015/11/12～
9999/12/31

2015-074
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

免疫チェックポイント分子阻害剤とTAS-102との併用効果試験
2015/08/01～
2017/03/31

2015-073 髙島　淳生 中央病院
HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS-
1+Oxaliplatin+Trastuzumab(SOX+Tmab)併用療法の第II相臨床
試験

2015/07/29～
9999/12/31

2015-072 沖田　南都子 中央病院 結腸・直腸がんの治療成績および有害事象の後ろ向き調査
2015/08/03～
9999/12/31

2015-071 小田　一郎 中央病院
食道胃接合部腺癌および食道腺癌における 
リンパ節および臓器転移の危険因子に関する検討

2015/07/04～
9999/12/31
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2015-070 木村　雪絵 東病院
国立がん研究センター東病院のPhase1試験におけるバイオ
マーカーのプレスクリーニング検査への取り組み

2015/07/27～
9999/12/31

2015-069 眞鍋　知子 中央病院 　子宮頚癌再発診断における画像診断の役割
2015/06/25～
9999/12/31

2015-068 (PDF) 髙島　淳生 中央病院 新規膜蛋白分子腫瘍マーカーの開発研究
2002/01/01～
2024/03/31

2015-067 石井　源一郎 東病院 血管浸潤を有するⅠ期肺扁平上皮癌の臨床病理学的検討
2006/01/01～
2010/12/31

2015-066
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

悪性腫瘍および炎症性疾患病変組織内における制御性T細胞
の免疫反応への影響の解析

2014/01/06～
2023/09/30

2015-065
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

シーズ薬物の発展と新しい標的分子の探索
2015/09/17～
2019/06/30

2015-064 大江　裕一郎 中央病院 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者の治療実態調査
2015/08/26～
9999/12/31

2015-063
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化器がん組織内における腫瘍抗原特異的免疫反応の解析
2015/09/01～
2018/03/31

2015-062
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

レナリドミドによる維持療法中の多発性骨髄腫症例における免
疫応答の動態の検討

2015/01/14～
2021/12/31

2015-061 酒井　隆浩 東病院 Phase 1試験で発生した重篤な有害事象に関する検討
2015/07/27～
9999/12/31

2015-060 小川　朝生 東病院
身体治療中に併発する不眠に関するスボレキサントの有効性を
検討するレジストリの構築

2015/07/03～
9999/12/31

2015-059 (PDF) 後藤　悌 中央病院
悪性腫瘍の臨床検体を用いた遺伝子のプロファイリング・免疫
応答解析究 

2002/01/01～
2020/03/31

2015-058 久野　博文 東病院
口腔癌による下顎骨浸潤の評価におけるMRI 3D撮像法を用い
た顎骨断面再構成画像の有用性に関する研究

2015/08/03～
9999/12/31

2015-057 坂本　はと恵 東病院 職業生活とがん治療の両立に関する調査研究
2015/07/17～
2018/12/31

2015-056 成田　善孝 中央病院

初発膠芽腫に対する放射線療法併用テモゾロミド、ベバシズマ
ブ療法および増悪または再発後のベバシズマブ継続投与の有
効性と安全性を検討する第II相臨床試験 

2008/01/01～
2017/10/31

2015-055 里見　絵理子 中央病院
進行がん患者に対するステロイド投与の倦怠感とQOLへの影響
に関する多施設共同プラセボ対照二重盲検ランダム化臨床試
験

2016/01/06～
9999/12/31

2015-054 伊丹　純 中央病院
強度変調放射線治療を用いたセツキシマブ併用の放射線治療
に 
おける最適な皮膚線量の探索研究

2015/10/29～
9999/12/31

2015-053 石井　源一郎 東病院
EGFR遺伝子変異陽性肺腺癌におけるサブタイプ別における臨
床病理学的検討

2004/01/01～
2014/12/31

2015-052 木下　敬弘 東病院
腹腔鏡下胃全摘術/噴門側胃切除術の食道空腸吻合における
Circular stapler法とLinear stapler法のランダム化第Ⅱ相比較試
験

2015/06/11～
9999/12/31
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2015-051 宇田川　涼子 中央病院
進行肝細胞がん患者に対するソラフェニブ療法における血圧上
昇の実態調査

2015/06/18～
9999/12/31

2015-050 木下　敬弘 東病院 胃がんESD後外科的追加切除症例の臨床病理学的研究
2015/06/08～
9999/12/31

2015-049 木下　敬弘 東病院 早期食道胃接合部癌における当院での治療成績の検討
2015/06/12～
9999/12/31

2015-048
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

消化管癌を含む固形癌患者における免疫状態の解明と臨床的
意義に関する研究 

2015/05/03～
2025/12/31

2015-047 清水　千佳子 中央病院
進行・再発がん患者の終末期についての話し合い（End-of-life 
discussion: EOLd）に対する意向調査

2015/07/04～
9999/12/31

2015-046 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

肛門管にかかる直腸病変に対する 
内視鏡治療成績の検討 

2015/08/03～
9999/12/31

2015-045 川井　章 中央病院
Kyocera Modular Limb Salvage system (KMLS) 新セメントレスス
テムの短期成績調査 
骨軟部腫瘍治療研究会多施設共同研究

2014/08/01～
2020/12/31

2015-044 小西　大 東病院 非大腸癌・非内分泌腫瘍由来肝転移の切除成績の全国統計
2015/06/11～
9999/12/31

2015-043 飛内　賢正 中央病院
リツキシマブ併用レジメンで治療された限局期胃原発びまん性
大細胞型B細胞リンパ腫の臨床病理学的後方視的調査研究 

2003/01/01～
2013/12/31

2015-042
西川　博嘉（クロス
アポイトメント）

先端医療開発セ
ンター(柏)

胸部悪性腫瘍を対象とした腫瘍免疫応答・免疫抑制機構の解
析

2013/10/16～
2019/03/31

2015-041 本田　一文 研究所

「臨床病期Ⅱ/Ⅲ期(T4を除く)胸部食道癌に対する5-FU+シスプ
ラチンと放射線同時併用療法による術前化学放射線療法」の付
随研究 

2010/07/20～
2011/08/31

2015-040 丸山　大 中央病院 濾胞性リンパ腫の臨床経過に関する後方視的調査研究
2000/01/01～
2012/12/31

2015-039 本田　一文 研究所
検診における血中アポリポ蛋白測定の実用性検証、および、多
層的オミックスによる疾患バイオマーカー探索

2015/03/27～
2025/03/31

2015-038 神田　慎太郎 中央病院

初回治療としてerlotinib単剤治療を行った 
EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺癌患者における 
病勢悪化時の中枢神経系転移出現割合を検討する後方視的研
究 

2016/06/22～
9999/12/31

2015-037 吉村　清 中央病院
バイオバンクを用いたがん細胞およびがん幹細胞の細胞膜上に
特異的に発現する免疫療法の標的分子のスクリーニング

2008/01/01～
2019/03/31

2015-036 熊澤　名穂子 東病院
体重50 kg未満の進行がん患者におけるアセトアミノフェン静注
液の使用状況に関する調査

2015/07/17～
9999/12/31

2015-035 千葉　育子 東病院
大量化学療法を受ける血液腫瘍患者への食事提供制限緩和に
おける多職種協働による取り組みの安全性評価

2015/06/08～
9999/12/31
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2015-034 河野　隆志 研究所
卵巣がん患者試料を用いた卵巣がん分子機構の解明と新規治
療法の探索

1999/01/01～
2019/03/31

2015-033 松井　礼子 東病院
R-CHOP療法の治療成績及び副作用発現率におけるBMIの違
いによる後方視的比較検討

2015/05/28～
9999/12/31

2015-032 志田　大 中央病院 CT colonographyによる大腸癌の術前深達度診断
2015/06/08～
9999/12/31

2015-031 根津　雅彦 東病院
化学療法を施行した血液腫瘍患者におけるヘルペスウイルス感
染のリスク因子の検討 

2015/05/25～
9999/12/31

2015-030 齊藤　真一郎 東病院
胸水貯留を有する進展型小細胞肺癌に対し初回治療としてシス
プラチン+イリノテカン併用療法が実施された症例における有効
性・安全性の後方視的検討

2015/06/08～
9999/12/31

2015-029 丸山　大 中央病院
リツキシマブ＋ステロイド併用化学療法後のB型肝炎ウイルス
（HBV）再活性化リスク因子に関する、ヒト遺伝子解析プロジェク
ト

2010/07/06～
2016/11/30

2015-028 青景　圭樹 東病院
高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するた
めの多施設共同前向き調査研究

2015/06/11～
2022/03/31

2015-027 伊豆津　宏二 中央病院
新世代治療導入後の未治療NK/T細胞リンパ腫における治療実
態把握と予後予測モデル構築を目的とした国内および東アジア
多施設共同後方視的調査研究（NKEA project)

2000/01/01～
2013/12/31

2015-026 中島　聖 中央病院
乳房術後放射線治療患者に提供する治療時及び治療期間中に
着用する衣服の開発と有用性の評価

2015/06/08～
9999/12/31

2015-025 髙島　淳生 中央病院

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 

2015/06/08～
2020/06/07

2015-024 生田　麻美子 東病院 腎瘻造設患者の外来における相談内容の調査
2015/06/08～
9999/12/31

2015-023 佐々木　政興 東病院
Bone Scan Index (BSI)を用いたストロンチウムの有効性評価に
関する検討

2015/05/28～
9999/12/31

2015-022 秋元　哲夫 東病院
頭頚部非扁平上皮癌に対する陽子線治療の多施設共同後向き
観察研究

2015/05/11～
9999/12/31

2015-021 伊藤　雅昭 東病院
骨盤内他臓器合併切除術における入院期間を延長させるリスク
因子の検討 

2015/05/27～
9999/12/31

2015-020 加藤　友康 中央病院
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

2015/05/01～
9999/12/31

2015-019 小林　成光 東病院
入院中に看取りとなった患者に関する看護情報提供書を訪問看
護ステーションへ送付することの有用性

2015/06/11～
9999/12/31

2015-018 木下　敬弘 東病院 上部進行胃癌における脾摘脾門部郭清の臨床的意義の検討
2015/05/28～
9999/12/31
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2015-017 松原　伸晃 東病院
化学療法未治療去勢抵抗性前立腺がんにおけるエンザルタミド
の効果予測因子としての好中球数・リンパ球数比を評価するた
めの後方視的研究

2015/05/21～
9999/12/31

2015-016 高橋　秀明 東病院 切除不能混合型肝癌に対する治療の後向き研究
2015/05/01～
9999/12/31

2015-015 本田　一文 研究所 多層的オミックス解析による膵疾患のバイオマーカー探索
2014/10/20～
2022/03/31

2015-014 後藤　悌 中央病院
JORTC-PAL03　オキシコドンの嘔気に対するプロクロルペラジ
ンの予防効果のランダム化比較試験

2015/05/21～
9999/12/31

2015-013 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌の治療予後と術後肛門機能等の臨床病理学的検討 2005/04/01～

2014/12/31

2015-012 野中　哲 中央病院 十二指腸カルチノイドに対する治療成績の検討
2015/05/11～
9999/12/31

2015-011 向井　博文 東病院
未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣
推定に基づく治療効果の意義を問う第Ⅱ相試験

2015/03/04～
2017/11/30

2015-010 木下　敬弘 東病院
腹腔鏡下幽門側胃切除術における体腔内再建の検討 2015/05/11～

9999/12/31

2015-009 坪井　正博 東病院
Superior sulcus tumorに対する術前導入療法としてのCDDP+ 
TS-1+同時胸部放射線照射（66Gy）後の手術の第II相試験 

2014/06/20～
2020/06/30

2015-008 髙橋　健太 中央病院
当院におけるIII期外陰扁平上皮癌の治療方針に関する検討 
-術後照射の省略が可能なIII期症例は存在するか-

2015/04/30～
9999/12/31

2015-007 (PDF) 矢野　友規 東病院
生体試料からの遺伝子発現プロファイルを用いた食道がんサブ
タイプ分類と治療効果との関連に関する臨床評価試験

2015/05/01～
2016/11/30

2015-006 稲葉　浩二 中央病院 頭頸部がんの放射線治療に関する研究
2015/07/04～
9999/12/31

2015-005 笹田　真滋 中央病院
悪性胸水に対するユニタルク®による胸膜癒着術の後方視的解
析

2015/06/18～
9999/12/31

2015-004 小島　隆嗣 東病院
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

2015/05/03～
2029/05/02

2015-003 大幸　宏幸 中央病院
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

2015/05/03～
2023/05/02

2015-002 設樂　紘平 東病院

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 

2015/04/01～
2017/06/30
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2015-001 設樂　紘平 東病院

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

2015/06/08～
9999/12/31

2014-425 寺田　参省 中央病院 残胃癌に対する外科的治療と治療成績の検討
2015/05/21～
9999/12/31

2014-424 木下　貴之 中央病院 OSNA法を用いた乳癌腋窩リンパ節転移予測に関する臨床研究
2015/06/15～
9999/12/31

2014-423 後藤　功一 東病院

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 

2015/05/27～
2022/05/26

2014-422 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1310：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

2015/05/03～
2028/05/02

2014-421 金光　幸秀 中央病院
JCOG1310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

2015/05/03～
2028/05/02

2014-420 池田　公史 東病院

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

2015/05/27～
9999/12/31

2014-419 奥坂　拓志 中央病院

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

2015/05/27～
9999/12/31

2014-418 奥坂　拓志 中央病院
膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆
登録研究　 

2015/07/04～
2024/11/30

2014-417 山﨑　直也 中央病院
JCOG1309：病理病期II期およびIII期皮膚悪性黒色腫に対するイ
ンターフェロンβ局所投与による術後補助療法のランダム化比
較第III相試験

2015/05/01～
2020/03/31

2014-416 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

胃癌組織からがん関連線維芽細胞の初代培養および抽出した
RNAの解析と胃癌組織を用いたValidationを実施する研究 

2002/01/01～
2013/12/31

2014-415 石井　源一郎 東病院
肺扁平上皮癌リンパ節転移病巣における臨床病理学的特徴お
よび免疫組織化学特徴についての検討

1994/04/01～
2014/04/01

2014-414 志田　大 中央病院 大腸癌の分子病理的検索
2002/01/01～
2014/12/31

2014-413 木下　敬弘 東病院
脾温存脾門部リンパ節郭清におけるVINCENTTM3D-CTを用い
た解剖把握

2015/05/21～
9999/12/31

2014-412 荒川　博文 研究所 ヒトがん組織におけるがん関連遺伝子の異常に関する研究
2008/01/23～
2017/03/31
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2014-411 荒川　博文 研究所 婦人科領域の生殖及びがんにおけるMieapの役割に関する研究
2008/04/01～
2021/03/31

2014-410 牧原　玲子 中央病院
スニチニブ治療における治療薬物モニタリング (TDM) 実施に向
けた実態把握調査研究

2015/06/08～
9999/12/31

2014-409 齋藤　義正 中央病院
フィルグラスチムのバイオ後続品の有効性および安全性に関す
る検討

2015/04/20～
9999/12/31

2014-408 大野　康寛 東病院 胃底腺型胃癌の臨床病理学的検討に関する多施設共同研究
2008/10/01～
2014/12/31

2014-407 坪井　正博 東病院 低肺機能患者における肺癌手術に関する前向き観察研究
2016/04/28～
2022/04/27

2014-406 木下　敬弘 東病院

切除可能胃癌に対するda Vinci surgical system (DVSS)による 
ロボット支援胃切除術の安全性，有効性，経済性に関する 
多施設共同臨床試験 

2014/10/10～
2017/01/12

2014-405 桐田　圭輔 東病院
ワークステーションを用いた仮想気管支鏡の末梢肺病変に対す
る気管支鏡診断における有用性の検討

2015/07/15～
9999/12/31

2014-404 松元　祐司 中央病院
ワークステーションを用いた仮想気管支鏡の末梢肺病変に対す
る気管支鏡診断における有用性の検討

2015/07/15～
9999/12/31

2014-403 松元　祐司 中央病院
末梢肺病変に対する気管支鏡診断における共焦点レーザー内
視鏡の観察研究

2015/05/01～
2017/04/30

2014-402 吉村　清 中央病院
がん患者末梢血単核球より作製したキメラ抗原受容体とがん特
異的抗体を利用しがん患者より採取したがんに対する細胞免疫
療法の技術開発と実用化に対する基盤的研究

2015/03/31～
9999/12/31

2014-401 平野　靖弘 東病院 骨転移再照射における急性期および晩期有害事象の検討
2015/03/31～
9999/12/31

2014-400 小川　朝生 東病院
簡易認知機能検査Mini-Cog日本語版ならびにBOMC test日本
語版の信頼性・妥当性に関する検討

2015/03/31～
9999/12/31

2014-399 山﨑　知子
先端医療開発セ
ンター(柏)

プラチナ不応切除不能局所進行頭頸部扁平上皮癌患者に対す
るCetuximab併用放射線療法の有用性 

2015/03/30～
9999/12/31

2014-398 細川　翔太 東病院
PET/CT装置における散乱フラクションがPET画像の画質指標に
与える影響

2015/03/24～
9999/12/31

2014-397 稲本　賢弘 中央病院 皮膚GVHD生検検体の病理学的検討
2002/01/01～
2014/07/31

2014-396 池田　俊一 中央病院 子宮内膜癌I、II期の予後因子の検討
2015/03/23～
9999/12/31

2014-395 川井　章 中央病院
高い信頼性・妥当性を有する上肢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

2015/03/24～
2023/03/23

2014-394 鈴木　茂伸 中央病院 脈絡膜悪性黒色腫の転移と長期予後
2015/03/31～
9999/12/31

2014-393 (PDF) 米盛　勧 中央病院
婦人科がんにおける腫瘍増殖や転移および/または治療効果に
関するバイオマーカーの探索的研究

1997/01/01～
2025/02/28
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2014-392 後藤　功一 東病院
高齢者限局型小細胞肺癌に対する化学放射線療法の後方視的
研究 

2015/03/31～
9999/12/31

2014-391 後藤　功一 東病院
間質性肺疾患合併進行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3剤併用療法
の有効性及び安全性の後方視的検証

2015/03/23～
9999/12/31

2014-390 三浦　智史 東病院
高度がん専門病院における緩和ケアサービス利用時のがん患
者の症状の強さに関する検討

2015/03/23～
9999/12/31

2014-389 文　靖子 中央病院
国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科における抗がん
剤治療の実態調査

2015/03/17～
9999/12/31

2014-388 竹野　美沙樹 東病院
胆道がんGC療法における総輸液量と腎機能障害の後方視的調
査 

2015/03/31～
9999/12/31

2014-387 秋元　哲夫 東病院
頭蓋底腫瘍・骨軟部腫瘍（主に脊索腫・軟骨肉腫）に対する陽子
線治療の多施設共同後向き観察研究

2015/03/30～
9999/12/31

2014-386 山本　雄介 研究所 若年乳がんにおけるnon-coding RNAの発現検討
2000/01/03～
2015/12/31

2014-385 篠原　旭 東病院 発熱性好中球減少症における起因菌の検討
2015/03/31～
9999/12/31

2014-383 落谷　孝広 研究所
治療抵抗性乳がんを対象としたTDM-812の腫瘍内投与法の臨
床試験（第 I 相）に付随する有効性に関するバイオマーカー探索
研究

2015/03/31～
9999/12/31

2014-382 藤井　誠志 東病院 頸部食道癌の臨床病理学的検討
1996/01/01～
2014/10/31

2014-381 山田　哲司 研究所
腋窩リンパ節転移陰性乳がんにおけるactinin-4タンパク質発現
とACTN4遺伝子増幅の臨床意義の検討

2015/03/24～
9999/12/31

2014-380 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

消化管間質腫瘍（GIST）におけるタンパク質発現と遺伝子変異
に関する研究 

2005/04/01～
2014/12/31

2014-379 米山　公康 東病院
2014年度　日本乳癌学会班研究 
センチネルリンパ節転移陽性・非郭清乳癌の予後に関する後ろ
向き研究

2015/03/23～
9999/12/31

2014-378 伊丹　純 中央病院
子宮頸癌根治的放射線治療における組織内照射併用腔内照射
の第I/Ⅱ相試験

2015/08/12～
2019/08/11

2014-377 石井　源一郎 東病院
病理病期I期肺腺癌の癌細胞及びCAFにおけるCaveolin-1発現
と予後についての検討

1993/10/01～
2006/01/31

2014-376 加藤　健 中央病院
大腸癌以外の消化器・腹部悪性腫瘍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 2015-01-Non CRC

2015/04/07～
2019/04/28

2014-375 吉野　孝之 東病院

大腸癌以外の消化器・腹部悪性腫瘍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 2015-01-Non CRC 

2015/04/07～
2019/04/28
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2014-374 木下　敬弘 東病院

幽門側胃切除術におけるBillroth ⅠおよびRoux-en-Y再建法の
術後成績の比較 
-傾向スコア解析による交絡調整法を用いた多施設共同調査研
究-

2015/03/30～
9999/12/31

2014-373
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 希少がんに関する一般市民意識調査
2015/03/24～
9999/12/31

2014-372 佐野　智望 がん対策研究所
パゾパニブ塩酸塩服用による有害事象発現時期と薬剤師の介
入

2015/05/27～
9999/12/31

2014-371 竹野　美沙樹 東病院
亜全胃温存膵頭十二指腸切除術施行患者におけるインチンコ
ウトウの術前減黄効果の検討

2015/03/31～
9999/12/31

2014-370 (PDF) 齋藤　豊 中央病院 消化管がんのがん特異的蛍光プローブの有用性に関する研究
2015/05/27～
2026/03/31

2014-369 成田　善孝 中央病院
脳腫瘍患者を対象としたMDASI-BT (M.D. Anderson  
Symptom Inventory Brain Tumor Module)日本語版の 
信頼性・妥当性の評価研究（多施設共同研究）

2015/04/07～
9999/12/31

2014-368 矢野　友規 東病院 頭頸部表在癌の自然経過についての検討
2007/01/01～
2012/12/31

2014-367 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

切除不能・再発GISTにおけるレゴラフェニブの効果に関する検
討

2015/03/23～
9999/12/31

2014-366 後藤　功一 東病院
手術により完全切除されたEGFR遺伝子変異陽性の肺腺癌の臨
床病理学的特徴に関するレトロスペクティブ研究

2015/03/17～
9999/12/31

2014-365 後藤　功一 東病院
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者におけるアファチニブ
の忍容性についての後方視的検討

2015/03/23～
9999/12/31

2014-364 木下　敬弘 東病院
JCOG1401：臨床病期I期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術およ
び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

2015/04/08～
2023/04/07

2014-363 吉川　貴己 中央病院
JCOG1401: 臨床病期I期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術およ
び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

2015/04/08～
2023/04/07

2014-362 片井　均 中央病院
病理病期StageIB胃癌における術前病期と生存転帰の関連に関
する多施設共同後ろ向き研究

2015/03/23～
9999/12/31

2014-361 丸山　大 中央病院
Bendamustine投与が免疫機能に及ぼす影響に関する後方視的
調査研究

2015/03/23～
9999/12/31

2014-360 小室　亜由美 東病院 単施設におけるMTX関連リンパ増殖性疾患と薬剤師の役割
2015/03/17～
9999/12/31

2014-359 坪井　正博 東病院
低肺機能肺癌手術患者におけるTiotropium吸入の効果に関す
るランダム化比較試験

2016/09/20～
9999/12/31

2014-358 (PDF) 金光　幸秀 中央病院
JCOG1410-A　直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当
性に関する観察研究

2015/03/17～
2019/09/16

2014-357 藤井　誠志 東病院
術前化学療法後に外科的切除を受けた食道癌症例の予後因子
についての臨床病理組織学的検討

2015/03/30～
9999/12/31

2014-356 野村　久祥 東病院 外来化学療法ホットライン対応における転帰の実態調査
2015/03/31～
9999/12/31
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2014-355 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

肝がんの再発リスクの分類に関した診断技術の開発
2006/12/21～
2019/12/31

2014-354 中村　直樹 東病院
ボーラスを用いない乳房切除後放射線治療の有効性、安全性
に関する遡及的検討

2015/03/17～
9999/12/31

2014-353
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
緩和ケアセンターを軸としたがん疼痛の評価と治療改善の統合
に関する多施設研究

2015/03/17～
9999/12/31

2014-352 竹野　美沙樹 東病院
modified FOLFIRINOX療法における 
好中球減少症のリスク因子解析 

2015/03/11～
9999/12/31

2014-351 水谷　友紀 中央病院
JCOG1414-A 
高齢者進行非小細胞肺癌を対象としたJCOG0207および
JCOG0803/WJOG4307LのLung Cancer Subscale統合解析

2015/03/17～
9999/12/31

2014-350 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
乳がんセンチネルリンパ節を対象としたバイオマーカー探索研
究

2015/03/30～
2020/03/31

2014-349 後藤　功一 東病院 日本人非小細胞肺癌におけるPD-L1発現の検討
2005/09/01～
2011/03/31

2014-348 山﨑　直也 中央病院
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

2015/04/17～
2017/12/31

2014-347 稲本　賢弘 中央病院
同種造血細胞移植後移植片対宿主病（GVHD）の治療成績に関
する単施設後方視的解析 

2015/03/17～
9999/12/31

2014-346 後藤　悌 中央病院
ALK 融合遺伝子陽性、PS 不良の進行再発非小細 胞肺癌に対
するアレクチニブの第II相試験

2015/03/23～
9999/12/31

2014-345 山﨑　直也 中央病院 悪性黒色腫の予後と相関する遺伝子発現に関する研究
1990/01/01～
2012/03/31

2014-344 松原　伸晃 東病院 去勢抵抗性前立腺癌の治療における患者の選好
2015/03/31～
9999/12/31

2014-343 野村　久祥 東病院

遠隔転移を有する膵癌患者におけるゲムシタビン塩酸塩の有効
および有害反応発現に関する遺伝子多型解析研究　
Pharmacogenomics study of gemcitabine on the safety and 
efficacy in metastatic pandreatic cancer patients

2015/03/27～
9999/12/31

2014-342 清水　研 中央病院
同種造血幹細胞移植サバイバーの抱えるストレスとそのコーピ
ングに関する質的研究

2015/03/30～
9999/12/31

2014-341 伊丹　純 中央病院
膀胱小細胞癌に対する機能温存を目的とした放射線治療の検
討

2015/03/30～
9999/12/31

2014-340 熊澤　名穂子 東病院
終末期がん患者における緩和ケアチーム介入時および緩和ケ
ア病棟移行時の使用薬剤の変化

2015/03/09～
9999/12/31

2014-339 吉村　清 中央病院
キメラ抗原受容体とがん特異的抗体を利用したがんに対する細
胞免疫療法の技術開発と実用化に対する基盤的研究 

2015/03/24～
9999/12/31

2014-338 淺沼　智恵 東病院
看護管理ラウンドの実践過程―「ラウンド会議」を導入したアク
ションリサーチを通して―

2015/03/10～
9999/12/31
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2014-337 田村　研治 中央病院
切除不能局所進行・再発HER2陽性乳がんに対するT-DM1の薬
物動態・免疫応答の新規測定系による測定可能性確認試験

2014/04/01～
2018/03/30

2014-336 小川　千登世 中央病院 小児固形腫瘍観察研究
2015/04/07～
2030/12/31

2014-335 出雲　雄大 中央病院 呼吸器内視鏡を用いた治療結果に関与する因子の検討
2015/03/03～
9999/12/31

2014-334 後藤　功一 東病院
骨転移を有する未治療非扁平上皮非小細胞肺癌に対するデノ
スマブの有効性の後方視的検討

2015/02/25～
9999/12/31

2014-333 齋藤　義正 中央病院
小児から若年成人における薬剤性出血性膀胱炎発現のリスク
因子に関する検討

2015/02/23～
9999/12/31

2014-332 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

粘膜内癌のうち粘膜固有層内に浸潤している病変の 
存在確認と症例集積。大腸癌研究会プロジェクト研究 

2000/04/01～
2013/12/31

2014-331 齋藤　豊 中央病院
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
加手術拒否例に対するカペシタビン併用放射線療法の第Ⅱ相
試験

2015/03/09～
9999/12/31

2014-330 坪井　正博 東病院
本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の
解 
析：多施設共同研究

2015/03/10～
9999/12/31

2014-329 加藤　雅志
がん対策情報セ
ンター

End of Life discussionの時期に対するがん患者の意向に関する
研究

2015/02/25～
9999/12/31

2014-328 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

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
加手術拒否例に対するカペシタビン併用放射線療法の第Ⅱ相
試験

2015/03/09～
9999/12/31

2014-327 谷内田　真一 研究所
悪性黒色腫における血漿中遊離核酸 
と免疫応答に関する研究 

2011/05/01～
2017/03/31

2014-326 熊澤　名穂子 東病院
肝機能障害を有する患者に対するオキシコドンの安全性および
有効性の後方視的検討

2015/02/25～
9999/12/31

2014-325 石井　源一郎 東病院
完全切除されたEGFR遺伝子変異陽性肺腺癌におけるExon 19 
deletionとL858R point mutation遺伝子変異別の臨床病理学的
研究

2004/01/01～
2013/12/31

2014-324 近藤　俊輔 中央病院
悪性腫瘍の循環腫瘍細胞（CTC）を利用した新規バイオマー
カーの確立を目指した研究

2015/01/30～
2020/03/31

2014-323 宮本　慎平 中央病院 舌再建術後の機能に対するリスク因子解析
2015/02/23～
9999/12/31

2014-322 森田　慎一 中央病院
中下部悪性胆道狭窄に対する逆流防止機能付き金属カバース
テントと従来式金属カバーステントの比較検討(後ろ向き検討)

2015/03/31～
9999/12/31

2014-321 仁保　誠治 東病院
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

2015/01/27～
2017/01/26

2014-320 鈴木　真也 東病院
頭頸部がんのCisplatin併用化学放射線療法における緊急加療
を要する有害事象の実態調査

2015/02/16～
9999/12/31
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2014-319 鈴木　真也 東病院
頭頸部がん患者におけるCetuximabによるInfusion reactionの実
態とリスク因子に関する研究

2015/02/16～
9999/12/31

2014-318 大野　康寛 東病院
十二指腸NETに対するEndoscopic Submucosal Resection with 
a Ligation Device(ESMR-L) 法の有用性、安全性の検討

2015/02/09～
9999/12/31

2014-317 小島　隆嗣 東病院
国立がん研究センター東病院における転移性食道扁平上皮癌
のPhaseⅠ試験の有効性と安全性の検討

2015/02/04～
9999/12/31

2014-316 竹野　美沙樹 東病院
modifiedFOLFIRINOX療法における、緊急入院、緊急受診、電話
連絡の現状調査

2015/02/16～
9999/12/31

2014-315 中島　美文 東病院 緩和ケア病棟における褥瘡発生の要因と対策
2015/02/04～
9999/12/31

2014-314 青景　圭樹 東病院
早期肺腺癌症例における新規尿中マーカーと予後・治療効果予
測マーカー発現との連関の検証 

2015/01/22～
2017/03/31

2014-313 宮﨑　眞和 東病院 甲状腺乳頭癌全摘術後のRI療法の意義に関する調査研究
2015/04/07～
9999/12/31

2014-312 石井　源一郎 東病院
小細胞癌における血管浸潤の臨床病理学的特徴についての検
討

1993/07/01～
2013/12/31

2014-310 上野　秀樹 中央病院
遠隔転移を有する膵癌患者におけるPegfilgrastim併用
FOLFIRINOX療法の第II相試験

2015/05/01～
9999/12/31

2014-309 向井　博文 東病院
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

2015/03/23～
9999/12/31

2014-308 竹野　美沙樹 東病院
がん化学療法施行時の薬剤師によるHBV感染スクリーニング体
制の有用性の検討

2015/01/26～
9999/12/31

2014-307 石井　源一郎 東病院
生検検体における肺腺癌のpredominant subtype評価について
のレトロスペクティブ研究

2002/01/01～
2014/12/31

2014-306 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

網羅的ゲノム解析を用いた化学療法による大腸がんゲノム修飾
の解明 

2005/04/01～
2014/12/31

2014-305 後藤　功一 東病院

非小細胞肺癌に対するクリゾチニブ治療の予防制吐を 
目的とした経口グラニセトロン、デキサメサゾン併用療法の有効
性・安全性を検討する第II相試験 

2015/06/08～
2018/09/30

2014-304 後藤　功一 東病院

Cisplatinを含む高度催吐性化学療法施行時の嘔吐に対する
Aprepitant、Palonosetron、Dexamethasone併用下での 
Olanzapine 10mgと5mgの有効性と安全性を比較する 
二重盲検ランダム化第Ⅱ相試験

2015/01/30～
9999/12/31

2014-303 藤井　誠志 東病院
舌深層筋、外舌筋を含む周囲組織へ浸潤を示す 
舌癌手術症例の臨床病理学的検討

1992/07/01～
2015/03/31

2014-302 川井　章 中央病院
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

2015/03/12～
2023/03/11

2014-301 川井　章 中央病院 骨外性骨肉腫の治療成績に関する国際共同多施設臨床研究
2015/03/24～
9999/12/31
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2014-300 藤井　誠志 東病院 上歯肉・硬口蓋がんにおける臨床病理学的研究
1992/07/01～
2015/03/31

2014-299 松原　伸晃 東病院
尿路上皮がん組織検体を用いたがん関連遺伝子異常の解析研
究

2005/04/01～
2017/02/28

2014-298 池田　俊一 中央病院
高リスク因子（骨盤リンパ節転移、子宮旁結合織浸潤）を有さな
い早期子宮頚部癌の予後因子の検討

2015/03/11～
9999/12/31

2014-297 金　成元 中央病院
再発・治療抵抗性悪性リンパ腫 (びまん性大細胞型B細胞リンパ
腫)に対する自家造血幹細胞移植における予後因子に関する研
究

2015/03/17～
9999/12/31

2014-296 田村　研治 中央病院
64Cu-DOTA標識抗体薬プローブを用いたPET検査の画像検査
としての有効性の検討

2015/03/31～
2019/03/30

2014-295 金子　和弘 東病院
消化管がんに対するプローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡の
安全性と有用性に関するパイロット試験

2015/02/23～
9999/12/31

2014-293 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

国立がん研究センター東病院におけるGISTのPhaseⅠ試験の
有効性と安全性の検討

2015/01/28～
9999/12/31

2014-292 梅村　茂樹 東病院
上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者にお
けるEGFR-TKI耐性獲得後の胸水EGFR遺伝子変異の変化に関
するレトロスペクティブ研究

2015/01/28～
9999/12/31

2014-291 竹野　美沙樹 東病院
ソラフェニブ不応後のシスプラチン肝動注化学療法の有効性と
安全性の検討

2015/01/28～
9999/12/31

2014-290 向井　博文 東病院

HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ＋化学療法における
Ki-67 indexを用いた治療選択研究における外科付随研究 
-術前化学療法前後での乳房温存術の適応についての研究- 

2015/02/16～
9999/12/31

2014-289 加藤　健 中央病院
JCOG0502-A1 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

2006/12/20～
2013/02/05

2014-288 吉野　孝之 東病院
S-AVANT 
結腸癌患者におけるAVANT試験の8-10年（追跡期間中央値）ま
でのフォローアップ

2015/01/30～
9999/12/31

2014-287 川井　章 中央病院 肉腫（悪性骨軟部腫瘍）患者の免疫モニタリング
2015/03/31～
2020/03/31

2014-286 後藤　功一 東病院
間質性肺炎合併進行期非小細胞肺癌に対するプラチナ併用化
学療法後の二次治療としてのドセタキセル単剤療法の検討

2015/01/21～
9999/12/31

2014-285 阿部　清一郎 中央病院
ピロリ菌除菌後健康人における胃粘膜DNAメチル化レベルを 
用いた胃がん発生高危険度群の捕捉に関する多施設共同前向
きコホート研究

2015/04/23～
2020/12/31

2014-284 平岡　伸介 中央病院 がん糖鎖抗原に関する研究
1999/01/01～
2014/12/31

2014-283 小林　幸夫 中央病院
グレイゾーンリンパ腫、縦隔原発B細胞性リンパ腫、ホジキンリン
パ腫の関連性についての分子病理学的検討

2000/01/01～
2013/03/31
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2014-282 佐野　慶行
革新的がん研究
支援室

職業的抗がん薬曝露の標準評価法の確立のためのパイロット
研究 

2015/02/05～
2017/07/31

2014-281 上杉　英生 東病院 外来肺がん患者・家族の看護師に対するがん相談内容の調査
2015/02/09～
9999/12/31

2014-280 桑田　健 東病院 免疫組織化学的な胃癌組織内不均一性に関する検討
2011/06/13～
2017/06/30

2014-279 吉野　孝之 東病院 切除不能・再発大腸癌におけるTAS-102の効果に関する検討
2015/02/18～
9999/12/31

2014-278 木下　寛也 東病院
がん疼痛を有する日本人患者の医療用麻薬の服薬アドヒアラン
スと 
医療用麻薬の服薬アドヒアランスに影響する因子の検討

2015/02/09～
9999/12/31

2014-277 藤井　博史
先端医療開発セ
ンター(柏)

胸部および頭頸部悪性腫瘍に対する62Cu-ATSM PET/CT検査
の有用性の検討

2015/01/28～
9999/12/31

2014-276 川井　章 中央病院
デスモイド腫瘍におけるβカテニン遺伝子(CTNNB1)、APC遺伝
子変異解析および臨床因子との関連解析

1995/04/01～
2017/03/31

2014-275 川口　洋佑 中央病院 麻酔法の選択が胃がん手術患者の予後に及ぼす影響
2015/01/28～
9999/12/31

2014-274 藤野　弥生 中央病院
肺がん患者の術後疼痛が日常生活動作に与えている影響の実
態調査

2015/10/21～
9999/12/31

2014-273 設樂　紘平 東病院
一次化学療法による完全奏効、または一次化学療法に続く治癒
手術を達成した切除不能進行・再発胃癌患者の転帰を明らかに
する単施設後ろ向き観察研究

2015/01/28～
9999/12/31

2014-272 秋元　哲夫 東病院 小児腫瘍に対する陽子線治療の多施設共同後向き観察研究
2015/01/21～
9999/12/31

2014-271 成田　善孝 中央病院
初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第ＩＩ相臨
床試験

2014/11/08～
2015/12/31

2014-270 金井　弥栄 研究所
多層的オミックス解析によるNASH（非アルコール性脂肪性肝
炎）の病態解析及び創薬標的候補探索

2015/02/26～
9999/12/31

2014-269 冲中　敬二 東病院 抗菌薬の使用状況と耐性に関するグローバル時点有病率調査
2015/01/15～
9999/12/31

2014-268 木下　寛也 東病院
ホスピス・緩和ケア病棟から退院した患者の体験に関する遺族
調査

2015/01/15～
9999/12/31

2014-267 森　文子 中央病院
経口抗がん薬の服薬自己管理支援プログラムの有効性： 
ランダム化比較試験と質的研究によるMixed Method

2015/02/18～
9999/12/31

2014-266 藤井　博史
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺癌における低酸素PET検査の有用性に関する後方視的観察
研究

2015/01/13～
9999/12/31

2014-265 平岡　伸介 中央病院 膵管内乳頭粘液性腫瘍由来の小膵がんに関する研究
2002/01/01～
2013/12/31

2014-264 藤井　博史
先端医療開発セ
ンター(柏)

HER2親和性affibody結合インドシアニングリーンを用いた 
HER2陽性乳癌組織の光イメージングに関する予備的検討

2012/01/01～
2014/06/30
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2014-263 藤　重夫 中央病院
ATLに対する血縁者間同種移植における移植タイミングと移植
成績に関する検討

2015/01/06～
9999/12/31

2014-262 落谷　孝広 研究所
がん患者の腫瘍免疫に関するフェノタイプを反映する血液中バ
イオマーカーの探索

2014/11/01～
2018/10/31

2014-261 藤井　誠志 東病院
唾液腺癌における悪性度に関わる分子および治療標的分子に
関する遡及的研究

1992/07/01～
2014/03/31

2014-260 原　智彦 中央病院 去勢抵抗性前立腺がん症例の治療経過に関する臨床研究
2015/01/30～
9999/12/31

2014-259 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

固形がん患者の血液検体の遊離DNAを用いた遺伝子変異検査
体制の構築計画書

2015/01/06～
9999/12/31

2014-258 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
岩手県二戸地域における東北メディカル・メガバンク計画と次世
代多目的コホート研究の共同研究 

2015/01/15～
2026/03/31

2014-257 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院 抗悪性腫瘍薬の有効性・有害事象に関するゲノム研究
2002/01/01～
2025/01/12

2014-256 上野　秀樹 中央病院 治癒切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法の観察研究
2015/02/05～
9999/12/31

2014-254 金光　幸秀 中央病院
結腸癌の至適切離腸管長に関する前向き研究 2015/02/10～

9999/12/31

2014-253 (PDF) 齋藤　豊 中央病院 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データーベース構築
2015/01/01～
2024/12/31

2014-252 中島　美文 東病院 ストーマ周囲に生じた皮膚潰瘍の現状
2014/12/12～
9999/12/31

2014-251 中島　寿久 中央病院 がん患者におけるバンコマイシンの母集団薬物動態解析
2015/01/13～
9999/12/31

2014-250 (PDF) 福田　隆浩 中央病院 造血細胞移植および細胞治療の全国調査
2015/01/05～
2025/12/31

2014-249 大野　康寛 東病院
早期胃癌の存在診断における第二世代狭帯域光観察と白色光
観察のランダム化比較試験

2015/01/13～
2019/03/31

2014-248 齋藤　豊 中央病院
早期胃癌の存在診断における第二世代狭帯域光観察と白色光
観察のランダム化比較試験

2015/01/13～
2019/03/31

2014-247 後藤　功一 東病院
胸腺癌に対する二次治療以降におけるドセタキセル単剤療法の
検討

2014/12/03～
9999/12/31

2014-246 本田　一文 研究所
多施設共同研究で集積された血液試料を２次利用したがん検診
に有用な腫瘍マーカーの開発研究

2004/09/22～
2014/09/01

2014-245 福田　隆浩 中央病院
成人T細胞性白血病･リンパ腫(ATL)に対する同種造血幹細胞移
植後症例におけるATL特異的T細胞免疫に関する研究

2015/01/21～
2019/12/31

2014-244 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

男性がん患者を対象とした治療に伴う外見変化に関する実態調
査

2014/12/08～
9999/12/31

2014-243 川井　章 中央病院 脊索腫の局所浸潤傾向に関する後方視的多施設共同研究
2015/01/06～
9999/12/31

2014-242 野村　久祥 東病院
胃がん術後補助化学療法におけるS-1投与継続性に関する検
討

2015/03/09～
9999/12/31

197 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2014-258.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2014-257.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2014-253.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2014-250.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2014-241 高橋　都
がん対策情報セ
ンター

婦人科がんサバイバーの健康行動に関する調査研究
2014/12/17～
9999/12/31

2014-240 福田　隆浩 中央病院
アグレッシブATL前向きコホート研究 
多施設共同前方視的観察研究

2015/01/05～
2018/03/31

2014-239 木下　寛也 東病院
死亡小票を利用した遺族に対する終末期医療・在宅医療の実態
調査

2015/01/28～
9999/12/31

2014-238 津金　昌一郎 がん対策研究所
病的変異探索の情報基盤確立のための、日本人集団のゲノム
多型の地域差検証

2015/01/05～
9999/12/31

2014-237 谷内田　真一 研究所 膵嚢胞性腫瘍の早期診断法の開発に関する研究
2014/11/03～
2019/12/31

2014-236 (PDF) 北林　一生 研究所
IDH1変異を有するモデル評価系の作出と新規薬剤感受性の試
験

2014/10/01～
2023/03/31

2014-235 塚崎　邦弘 東病院 第11次ATL全国実態調査登録患者の予後調査
2015/01/28～
9999/12/31

2014-234 野中　哲 中央病院
胃体部大彎病変に対するESDの新戦略（近位側アプローチ法）
の有用性

2014/12/02～
9999/12/31

2014-233 森實　千種 中央病院 類上皮血管内皮腫の実態調査
2014/12/17～
9999/12/31

2014-232 髙橋　聡 東病院
実用型表在性皮膚腫瘍非侵襲診断装置（ハイパースペクトラル
イメージャー）の臨床評価

2015/03/01～
2016/09/30

2014-231 丹澤　義一 中央病院
脊椎および骨盤骨に発生した骨肉腫･骨悪性線維性組織球腫に
対する至適局所治療に関する多施設共同レトロスペクティブ研
究

2015/01/28～
9999/12/31

2014-230 坪井　正博 東病院
病理病期Ⅰ期（T1>2cm、TNM分類6版）非小細胞肺癌 
完全切除例における術後治療に関する観察研究

2008/12/01～
2013/12/31

2014-229 (PDF) 山本　昇 中央病院
抗がん剤治療におけるExceptional Responseをもたらす遺伝子
の研究

2002/01/01～
2025/01/07

2014-228 久野　博文 東病院
喉頭癌と下咽頭癌による喉頭軟骨浸潤の評価におけるDual-
energy CTとMRIの比較検討

2015/01/13～
9999/12/31

2014-227 青景　圭樹 東病院 新規尿中マーカーの肺腺癌における診断精度の検証
2015/02/09～
2019/03/31

2014-226 津金　昌一郎 がん対策研究所
遺伝子多型情報とDNAメチル化情報を用いた疾患リスク予測モ
デルの構築

2015/01/13～
9999/12/31

2014-225 小川　朝生 東病院 支持療法に関する患者体験調査
2015/01/21～
9999/12/31

2014-224 内藤　陽一 東病院
転移性乳がん患者におけるアブラキサン（3週毎投与法）の至適
用量を検討するランダム化第Ⅱ相臨床試験

2014/11/27～
9999/12/31

2014-223 中村　哲志 中央病院 前立腺がんに対する放射線治療の効果に対する後ろ向き研究
2014/12/01～
9999/12/31

2014-222 谷内田　真一 研究所
メタボローム解析を用いた唾液による膵腫瘍の早期診断法の開
発

2015/02/16～
2018/03/31

2014-221 眞鍋　知子 中央病院 MRIで子宮体癌 Type IとType IIの鑑別は可能か
2014/11/19～
9999/12/31
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2014-220 米盛　勧 中央病院

乳がん術前化学療法におけるEribulinの有用性を予測するバイ
オマーカーの探索研究及び予後調査 
「トリプルネガティブ乳がんに対する術前化学療法における 
Eribulin→FEC療法の第Ⅱ相臨床試験」の付随研究

2015/01/26～
2022/06/30

2014-219 後藤　功一 東病院
FGFR遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮癌
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

2015/01/28～
2018/01/27

2014-218 桑田　健 東病院
前立腺癌の生物学的特性と治療効果予測因子の同定ならびに
治療抵抗性に関わる分子機構の解明に関する研究 

2005/04/01～
2016/03/31

2014-217 渡邉　俊一 中央病院
病理病期 I 期（T1 > 2cm、TNM分類6版）非小細胞肺癌完全切
除例における術後治療に関する観察研究

2014/12/08～
9999/12/31

2014-216 松原　伸晃 東病院
アビラテロン治療歴を有する去勢抵抗性前立腺がんにおけるド
セタキセルまたはエンザルタミドの有効性を評価するための後ろ
向き研究

2014/11/19～
9999/12/31

2014-215 矢野　友規 東病院
食道癌患者におけるNBI内視鏡を用いた頭頸部サーベイランス
の多施設共同前向きコホート研究 

2015/01/06～
2018/07/05

2014-214 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
多目的コホート研究における病理組織の収集と腫瘍の分子情報
を用いたがんの原因究明に関する研究 

2015/01/15～
2025/01/14

2014-212 後藤　功一 東病院
間質性肺炎合併進行期非小細胞肺癌に対するシスプラチン＋
ビノレルビン併用療法の検討

2014/11/11～
9999/12/31

2014-211 土井　俊彦
先端医療開発セ
ンター(柏)

CD44v陽性進行胃癌患者を対象としたシスプラチンとスルファサ
ラジン併用第Ⅰ相試験

2014/11/04～
9999/12/31

2014-210 田野崎　隆二 中央病院
造血幹細胞移植における新規造血幹細胞定量法（HPC測定法）
の基礎的性能に関する研究

2015/01/01～
2016/03/31

2014-204 小田　一郎 中央病院
低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜
下層剥離術における消化管出血リスクについての多施設共同
無作為比較試験

2014/11/04～
2020/06/26

2014-202 牧原　玲子 中央病院
シスプラチン＋ビノレルビン併用療法における初回治療時の
eGFRの早期の変動が白血球減少・好中球減少に与える影響に
関する研究

2015/01/22～
9999/12/31

2014-201 小川　千登世 中央病院
急性リンパ性白血病の日本人小児におけるチオプリン等の薬物
代謝に関する薬理学的および分子生物学的検討

2015/03/26～
2016/12/31

2014-200 野澤　桂子 中央病院
分子標的治療薬を用いた化学療法に伴う皮膚障害とスキンケア
の定量的評価に関する研究

2014/11/26～
9999/12/31

2014-199 曽根　美雪 中央病院
術前リピオドール・マーキングを付加した経皮的凍結療法後の
腎腫瘤に対する生検の妥当性試験

2015/09/11～
9999/12/31

2014-196 岩爪　美穂 東病院
看護学実習生における専門看護師・認定看護師による臨床講
義の効果

2014/11/14～
9999/12/31

2014-195 野澤　桂子 中央病院 放射線治療に伴う皮膚症状の定量的評価に関する研究
2014/11/04～
9999/12/31

2014-194 神田　慎太郎 中央病院 肺大細胞性神経内分泌癌患者における予後因子の検討
2014/10/27～
9999/12/31
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2014-193 佐藤　哲文 中央病院 動脈圧心拍出量計に関する調査
2014/11/04～
9999/12/31

2014-192 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

病理画像解析ソフトウェア（e-Pathologist)性能検証研究
2014/10/30～
9999/12/31

2014-191 角南　久仁子 中央病院 限局型小細胞肺癌に関する後方視的検討
2015/03/19～
9999/12/31

2014-190 黒澤　彩子 中央病院
自家造血幹細胞移植後の晩期合併症と長期フォローアップ外来
に関する横断的調査研究

2014/12/08～
9999/12/31

2014-189 堤田　新 中央病院
手術不能外陰部乳房外パジェット病患者の治療に関する実情調
査

2015/01/28～
9999/12/31

2014-188 堤田　新 中央病院
爪部悪性黒色腫に対する至適切除範囲を明らかにするための
後方視的研究

2015/01/28～
9999/12/31

2014-186 (PDF) 北林　一生 研究所
造血器腫瘍および固形腫瘍の臨床由来モデルの樹立と新規抗
がん薬の薬効評価及び有効性予測バイオマーカーの探索

2015/02/06～
2024/03/31

2014-185 小林　幸夫 中央病院 悪性リンパ腫の免疫系浸潤細胞の予後に対する影響
1999/01/01～
2013/12/31

2014-184 濱田　哲暢 研究所 毛髪内ダサチニブ分布による服薬アドヒアランスの検討
2014/12/05～
9999/12/31

2014-183 内藤　陽一 東病院
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

2015/01/22～
9999/12/31

2014-182 橘　英伸 東病院 光子線治療計画の安全性の確立における多施設共同試験
2014/11/25～
9999/12/31

2014-181 野中　哲 中央病院 家族性大腸腺腫症に合併した胃病変の検討
2014/11/20～
9999/12/31

2014-180 清水　研 中央病院
同種造血幹細胞移植サバイバーにおける精神的苦痛の実態
と、その心理社会的規定因子に関する検討

2014/12/05～
9999/12/31

2014-179 藤　重夫 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫に対する至適移植時期および移植源
を推定する為の臨床決断分析

2014/11/20～
9999/12/31

2014-178 堀之内　秀仁 中央病院 再発小細胞肺がんの臨床的特徴に関する研究
2014/12/17～
9999/12/31

2014-176 藤原　豊 中央病院 非小細胞肺癌におけるPD-L1発現の後方視的研究
2014/11/26～
9999/12/31

2014-175 栁下　淳
先端医療開発セ
ンター(柏)

Field Cancerizationを標的とした頭頸部および食道扁平上皮が
ん多発症例における網羅的ゲノム解析

2014/11/18～
9999/12/31

2014-173 小川　千登世 中央病院

ＪPＬＳＧ小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法
におけるシタラビン投与法についての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相臨床試験

2014/11/11～
2023/02/28

2014-172 熊澤　名穂子 東病院
当院のオピオイド注射剤におけるタイトレーション有用性、安全
性の調査

2015/02/25～
9999/12/31

2014-169 金光　幸秀 中央病院 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義
2014/12/17～
9999/12/31

2014-168 永妻　晶子 東病院
日本人の胃癌及び胆管癌者におけるGuanylyl-cyclass c (GCC)
蛋白発現の検討

1998/01/01～
2014/09/30

2014-165 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

肺がんの複雑な遺伝子変異を利用した腫瘍浸潤リンパ球療法
の開発を目指した基礎的検討

2014/10/30～
2022/03/31
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2014-164 落谷　孝広 研究所
卵巣がんにおけるバイオマーカーとしての血液中マイクロRNAの
同定

2003/01/01～
2018/03/31

2014-163 片井　均 中央病院 開腹胃癌手術における術中予防的抗菌薬投与の妥当性の評価
2014/10/27～
9999/12/31

2014-162 片井　均 中央病院
造影MDCTによる切除可能進行胃癌の領域リンパ節転移診断
制度の評価

2014/10/27～
9999/12/31

2014-161 片井　均 中央病院 早期胃癌に対する噴門側胃切除と胃全摘の機能予後の比較
2014/10/27～
9999/12/31

2014-160 堀之内　秀仁 中央病院
OligoMetastasisとして脳転移を伴う非小細胞肺がん治療に関す
る研究

2014/10/27～
9999/12/31

2014-159 片井　均 中央病院
胃カルチノイドRindiⅢ型（Neuroendocrine Tumor Grade 1,2; NET 
G1,2）のリンパ節転移危険因子に関する多施設共同後ろ向き研
究

2014/10/29～
9999/12/31

2014-158 前佛　均 研究所
癌幹細胞を制御する転写因子を標的とした難知性乳癌治療法
の開発

2014/11/06～
9999/12/31

2014-157 篠原　旭 東病院 膵癌術後S-1療法における忍容性の検討
2012/09/01～
2016/09/30

2014-156 新井　聡子
研究支援センター
(築地)

手術室におけるナロキソン注の管理方法変更の評価-ナロキソ
ン注使用患者の実態調査-

2014/10/14～
9999/12/31

2014-155 髙橋　由美子 中央病院
がん専門病院における内服誤薬防止にむけた取り組み～内服
誤薬要因分析に基づいて～

2014/11/20～
9999/12/31

2014-154 小川　朝生 東病院
アクチグラフを用いたせん妄の睡眠構造評価に関する予備的検
討

2014/10/14～
9999/12/31

2014-153 後藤　功一 東病院
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対するプラチナベースの
化学療法におけるペメトレキセドの有用性に関する後方視的研
究

2014/12/08～
9999/12/31

2014-152 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
遺伝要因及び環境要因により規定される発がんリスク指標の開
発

2002/01/04～
2026/03/30

2014-151 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院 抗癌剤の適正使用に関する遺伝子多型の解明
2011/05/13～
2024/11/05

2014-150 渡邉　俊一 中央病院
原発性肺癌に対する外科治療成績の解析を目的としたデータ
ベース構築：多施設共同（NCCコンソーシアム）研究

2014/10/07～
9999/12/31

2014-149 岩佐　悟 中央病院
消化器がんにおけるKIAA1199タンパクの臨床的意義を検証す
る探索的研究

2002/01/01～
2014/06/01

2014-148 (PDF) 山本　昇 中央病院 第Ⅰ相臨床試験の安全性,有効性についての後方視的検討
1995/01/01～
2024/09/30

2014-147 後藤　功一 東病院
次世代シーケンサーを用いた肺がん関連遺伝子異常のマルチ
プレックス解析方法の開発およびその臨床応用の検討

2014/11/14～
9999/12/31

2014-146 齋藤　豊 中央病院
消化管がんに対するプローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡の
安全性と有用性に関するパイロット試験

2015/02/17～
9999/12/31
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2014-145 向井　博文 東病院
転移・再発乳癌患者におけるTS-1感受性予測因子測定に関す
る探索的研究

2015/01/09～
9999/12/31

2014-144 池田　公史 東病院
膵神経内分泌癌における新たな分子生物学的分類を目指した
研究

2014/10/30～
9999/12/31

2014-143 永妻　晶子 東病院
胃癌組織から抽出したRNAと胃癌組織を用いた病理組織学的
因子との関連・予後予測因子の同定を行う研究

2002/01/01～
2013/12/31

2014-142 近藤　格 研究所
臨床検体を用いた統合的オミクス解析による転移関連遺伝子の
網羅的探索

2014/10/24～
2021/03/31

2014-141 (PDF) 河野　隆志 研究所
RET融合遺伝子等の遺伝子異常陽性肺がんにおける治療に対
する耐性を規定する遺伝子の研究

2014/11/06～
2026/03/31

2014-140 牧原　玲子 中央病院
内因性マーカーの測定によるアプレピタント併用下における肺が
ん化学療法施行時のCYP3A4個人内変動の検討

2014/10/14～
2020/03/31

2014-139 原　智彦 中央病院 進行性尿路上皮がん症例の治療経過に関する臨床研究
2014/10/15～
9999/12/31

2014-138 小西　大 東病院
JASPAC04　切除可能膵癌に対する術前治療としてのS-1併用
放射線療法とゲムシタビン＋S-1併用療法のランダム化第Ⅱ相
試験

2014/10/15～
9999/12/31

2014-137 藤井　誠志 東病院 唾液腺癌のＰＤ-1およびＰＤ-1Ｌの発現に関する遡及的研究
2014/10/14～
9999/12/31

2014-136 髙橋　進一郎 東病院
膵癌に対する化学放射線治療後の画像診断に関するレトロスペ
クティブ研究

2014/10/27～
9999/12/31

2014-135 藤井　誠志 東病院 薬剤開発に資する食道扁平上皮癌の分子標的探索研究
2005/04/01～
2014/12/31

2014-134 本田　一文 研究所 頭頸部がんにおけるリキッドバイオプシーの妥当性の検討
2014/11/06～
2020/11/05

2014-133 大幸　宏幸 中央病院
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

2014/01/01～
2022/12/31

2014-132 松田　智大 がん対策研究所
都道府県がん登録からのデータ提供による全国がん登録での
個人照合精度に関する研究

2014/10/24～
9999/12/31

2014-131 石井　裕朗 中央病院
横隔膜下のHCCに対する人工気胸を併用したCTガイド下RFAの
安全性と有用性に関する検討

2014/10/14～
9999/12/31

2014-130 河野　良介
東病院 臨床開発
センター

ペースメーカー等の体内植込み型医療機器装着患者に対する
粒子線治療症例の多施設データベース化と治療ガイドラインの
作成

2014/10/23～
9999/12/31

2014-129 小川　千登世 中央病院

International Study for Treatment of Standard Risk Childhood 
Relapsed ALL 2010 
A randomized Phase Ⅲ Study Conducted by the Resistant 
Disease Committee of the international BFM Study Group

2014/09/19～
2021/04/30

2014-128 中村　久実 東病院
食道がん手術患者への継続した看護介入(退院後から初回外来
診察まで)

2014/12/24～
9999/12/31

2014-125 小島　隆嗣 東病院
局所進行食道癌に対する根治的化学放射線療法後の『遺残・増
悪，再発』形式についての後方視的検討

2014/08/27～
9999/12/31
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2014-124 藤井　誠志 東病院
食道扁平上皮癌の術前化学療法後の切除検体における
AJCC/UICC分類第7版の妥当性の検討

2014/10/02～
9999/12/31

2014-123 小野澤　正勝 東病院
臨床病期IB/Ⅱ/Ⅲ（T4を除く）食道癌に対する陽子線治療を用
いた根治的化学放射線療法の第Ⅰ相試験

2014/10/21～
9999/12/31

2014-122 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

抗CD4抗体を用いた新規がん免疫療法の開発に関する共同研
究

2014/09/11～
2016/09/30

2014-121 野村　尚吾
研究支援センター
(築地)

沖縄県における高悪性度成人T細胞白血病・リンパ腫（ALT）に
関する後方視的解析

2014/09/17～
9999/12/31

2014-119 野口　正朗 東病院 食道癌のESDにおける術中穿孔例の検討
2014/09/11～
9999/12/31

2014-118 藤　重夫 中央病院
同種造血幹細胞移植後のノロウイルス胃腸炎の特徴と予後に
関する後方視的研究

2014/08/27～
9999/12/31

2014-117 上野　秀樹 中央病院
膵神経内分泌腫瘍（pancreatic neuroendocrine tumor：pNET)に
対する放射線療法の有効性に関する検討

2014/09/22～
9999/12/31

2014-116 奥山　浩之 東病院
肝転移を有する神経内分泌腫瘍に対する肝動脈（化学）塞栓療
法の安全性と有効性に関する後方視的調査

2014/08/20～
9999/12/31

2014-115 佐藤　暁洋 東病院
EPOC医療主導治験で収集されたデータのエラー発生リスク要
因に対する探索的研究

2014/08/27～
9999/12/31

2014-113 石井　源一郎 東病院
乳頭状増殖優位型肺腺癌(papillary predominant 
adenocarcinoma)分子生物学的特徴について

2014/09/25～
9999/12/31

2014-112 濱田　哲暢 研究所 タウ凝集体イメージングPETプローブの開発
2014/09/09～
9999/12/31

2014-111 濱田　哲暢 研究所
高ビリルリン血症を有する膵癌患者におけるゲムシタビン塩酸
塩の用量設定のための第Ⅰ相試験

2014/08/29～
2017/02/28

2014-110 本田　一文 研究所
プロテオーム解析による新規膵がんの血液診断マーカー開発に
関する研究

2014/09/09～
2020/03/31

2014-109 山本　精一郎 がん対策研究所
学童を対象とした学習まんがを用いたがん予防の知識の普及に
関する研究

2014/08/28～
9999/12/31

2014-108 山本　昇 中央病院
「新規がん免疫治療薬の創出に向けた治療標的の探索」に関す
る臨床研究

2014/12/25～
2018/03/31

2014-107 黒澤彩子 中央病院
同種造血幹細胞移植後の長期フォローアップシステム単施設の
前方視的観察研究

2014-106 若尾　文彦
がん対策情報セ
ンター

がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査
2014/08/29～
9999/12/31

2014-105 矢野　友規 東病院
JCOG1217　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
注療法ランダム化比較第Ⅲ相試験

2014/09/02～
9999/12/31

2014-104 齋藤　豊 中央病院
JCOG1217　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
注療法ランダム化比較第Ⅲ相試験

2014/09/02～
9999/12/31

2014-103 松本　禎久 東病院
JORTC-PAL03　オキシコドンの嘔気に対するプロクロルペラジ
ンの予防効果のランダム化比較試験

2014/09/26～
9999/12/31
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2014-102 池田公史 東病院
COMPETE-PC Study 付随疫学研究：膵癌臨床検体における各
種タンパク質の発現率に関する研究

2007/04～
2010/08

2014-101 本田　一文 研究所
NCI EDRNとの共同研究による膵がん血清バイオマーカーの検
証研究

2014/08/21～
9999/12/31

2014-100 小島　隆嗣 東病院
JCOG1314　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

2014/07/01～
2019/01/31

2014-099 加藤　健 中央病院
JCOG1314　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

2014/09/02～
9999/12/31

2014-098 奈良　聡 中央病院
膵腫瘍に対する膵体尾部切除の短期成績：Propensity Scoreを
用いた腹腔鏡下と開腹の比較研究―日本肝胆膵外科科学会内
視鏡外科プロジェクト（膵臓）―

2014/08/27～
9999/12/31

2014-097 (PDF) 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

がん抗原ペプチド特異的(iPS細胞由来)T細胞療法の開発に関
する共同研究

2014/08/20～
2025/03/31

2014-096 大江　裕一郎 中央病院
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

2011/06/09～
2016/12/28

2014-095 大江　裕一郎 中央病院
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

2014/11/05～
2016/11/01

2014-094 小林　英介 中央病院
多施設共同研究による、日本人における悪性軟部腫瘍に対する
パゾパニブの治療効果の検討

2014/09/02～
9999/12/31

2014-093 矢野　友規 東病院
食道癌化学放射線療法後の局所遺残再発例に対するME2906
およびPNL6405EPGを用いた光線力学的療法の多施設共同臨
床第Ⅱ相試験（医師主導治験）に関する後続付随研究

2014/09/02～
2020/03/31

2014-092 (PDF) 米盛　勧 中央病院
乳がんにおける腫瘍増殖や転移および/または治療効果に関す
るバイオマーカーの探索的研究

2014/08/27～
2023/08/26

2014-090 鈴木　茂伸 中央病院
網膜芽細胞腫に対する硝子体注入治療の安全性と有効性の検
討

2014/08/18～
9999/12/31

2014-089 (PDF) 吉田　朗彦 中央病院 骨軟部腫瘍の病理診断に関する分子免疫組織学的研究
1962/01/01～
2024/10/13

2014-088 大江　裕一郎 中央病院
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）

2014/08/29～
9999/12/31

2014-087 川井　章 中央病院
Ewing肉腫を除く４１歳以上の中・高悪性原発生骨腫瘍に対する
ADR+IFOを用いた術前術後化学療法の第Ⅱ相臨床試験

2014/12/05～
9999/12/31

2014-086 飛内　賢正 中央病院

CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫患者（初発未治療患者）
を対象としたVCAP/AMP/VECP(ｍLSG15)療法とmLSG15＋
KW-0761療法による後期第Ⅱ相ランダム化比較試験（治験実施
計画書番号：0761－003）終了後の予後調査に関する臨床研究

2014/09/24～
9999/12/31
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2014-085 池田　公史 東病院
JCOG1213　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

2014/08/04～
2022/08/03

2014-084 奥坂　拓志 中央病院
JCOG1213　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

2014/08/04～
2022/08/03

2014-083 田村　研治 中央病院
ホルモン受容体陽性・HER2陽性閉経後原発性乳癌における術
前トラスツズマブ、アナストロゾール併用療法の第2相試験

2014/08/04～
9999/12/31

2014-082 中川　加寿夫 中央病院 胸腺上皮性腫瘍に対するFDG-PETの有用性についての検討
2014/07/29～
9999/12/31

2014-080 坂東　英明 東病院
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

2014/07/31～
9999/12/31

2014-078 髙橋　宏和 がん対策研究所 胃がん検診におけるリスク検査の有効性評価研究
2015/04/01～
2018/03/31

2014-077 岡本　康司 研究所 大腸がんの早期診断マーカー探索研究
2014/07/01～
2017/03/31

2014-075 木下　陽子 中央病院
選択的眼動脈抗がん剤注入術中の脳酸素飽和度の変化と、そ
の変化が患児の成長発達に及ぼす影響の検討

2014/09/01～
9999/12/31

2014-074 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

難治性小児がんに対する免疫療法の開発を目的とした小児が
ん抗原由来エピトープペプチドの同定

2014/09/03～
9999/12/31

2014-073 伊藤　雅昭 東病院
大腸がんに対する経膣的標本摘出を伴うReduced Port Surgery
に関する前向き研究

2014/07/31～
9999/12/31

2014-072 (PDF) 三牧　幸代 東病院 胆肝癌等の職業性発がんの原因解明とバイオマーカーの開発
2011/05/11～
2024/03/31

2014-071 後藤　功一 東病院

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

2014/12/18～
9999/12/31

2014-070 石井　源一郎 東病院
肺がんにおけるがん関連繊維芽細胞がゲフェチニブによるがん
細胞への抗腫瘍効果に与える影響の解析

2014/07/09～
9999/12/31

2014-069 後藤　功一 東病院
EGFR遺伝子変異陽性進行肺腺癌に対するアファチニブ治療に
おけるバイオマーカー研究

2014/07/28～
2015/11/30

2014-068 川添　彬人 東病院
当院における進行胃がんのPhaseⅠ試験の有効性と安全性の
検討

2014/07/04～
9999/12/31

2014-067 河野　眞吾 東病院
進行悪性腫瘍による尿路閉塞に対する尿路変更後の予後に関
する検討

2014/07/09～
9999/12/31

2014-066 元永　伸也 東病院 緩和ケアチームにおける薬剤師の介入効果の評価
2014/08/28～
9999/12/31

2014-065 矢野　友規 東病院
食道粘膜下層浸潤癌のリンパ節移転の危険因子についての検
討

2014/07/01～
9999/12/31

2014-064 麻賀　創太 中央病院
乳房切除が施行された原発乳がん症例における非センチネルリ
ンパ節移転予測因子に関する後ろ向き研究

2014/06/17～
9999/12/31
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2014-063 細野　亜古　閉鎖
国立がん研究セ
ンター

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

2010/10/15～
9999/12/31

2014-061 青木　一教 研究所
腫瘍免疫を活性化する新規医薬品候補の作用機構に関する研
究

2014/12/04～
2024/03/30

2014-060 石井　源一郎 東病院
肺腺癌リンパ節転移病巣における臨床病理学的特徴および免
疫組織化学特徴についての検討

2014/11/11～
9999/12/31

2014-059 野村　久祥 東病院
食道がんフルオロウラシル＋シスプラチン＋放射線併用療法に
おける食道炎発症に関する後方視的研究

2014/07/31～
9999/12/31

2014-058 麻生　智彦 中央病院
透視画像高画質化及び、透視３D機能の画質および形態に関す
る研究

2014/07/14～
9999/12/31

2014-057 成田　善孝 中央病院
JCOG1303　手術後残存腫瘍のあるWHO Grade Ⅱ星細胞腫に
対する放射線単独治療とテモゾロミド併用放射線療法を比較す
るランダム化第Ⅲ相試験

2014/07/14～
9999/12/31

2014-056 勝屋　友幾 中央病院 高齢者小細胞肺癌の二次治療に対するレトロスペクティブ検討
2014/08/27～
9999/12/31

2014-055 檜垣　栄治
東病院 臨床開発
センター

胃癌における術中腹水洗浄細胞診を用いた新たな胃切除適応
基準の立案を目指した研究

2014/07/04～
9999/12/31

2014-054 松井　礼子 東病院
経口抗がん剤治療患者に対する薬剤師外来の機能の評価と業
務改善に関するアンケート

2014/07/09～
9999/12/31

2014-053 堀之内　秀仁 中央病院
ドライバー遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん患者におけるチロ
シンキナーゼ阻害薬での治療経過時のcell-free DNA/RNAを用
いた遺伝子変異の定量的追跡研究

2014/08/04～
2026/08/04

2014-051 安井　直子 東病院
ハイリスク網膜芽細胞腫に対する大量化学的療法、自家抹消血
幹細胞移植の安全性に関する後方視的研究

2014/06/11～
9999/12/31

2014-050 川井　章 中央病院
高齢者総合的機能評価（CGA）を用いた高齢軟部肉腫患者の予
後因子分析：多施設共同研究

2014/06/10～
9999/12/31

2014-049 松井　礼子 東病院
胃がん術後補助化学療法での薬剤師外来の有用性についての
検討

2014/06/16～
9999/12/31

2014-048 川井　章 中央病院
トロント患肢温存スコア（TESS)の信頼性・妥当性の検証と高い
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（JMOQ)の開発に関する多施設共同研究

2014/06/05～
9999/12/31

2014-047 安井　直子 東病院
spindle-cell/sclerosing rhabdomyosarcomaの病理像と臨床経過
に関する後方視的研究

2014/06/11～
9999/12/31

2014-046 淺村　尚生 中央病院
Internationa Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 
data elements for prospective MPM staging project

2014/06/24～
9999/12/31

2014-045 前佛　均 研究所
CYP2D6遺伝子型と術前タモキシフェン治療効果の関係を解明
する前向き臨床研究

2014/07/04～
9999/12/31

2014-044 永妻　晶子 東病院 悪性腫瘍の手術標本を用いた臨床病理学的研究
2014/06/10～
9999/12/31

2014-043 村上　直也 中央病院
頭頸部扁平上皮がんに対する放射線治療の効果に関する後ろ
向き研究

2014/06/05～
9999/12/31
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2014-042 奥山　浩之 東病院
進行肝細胞がん患者におけるソラフェニブ療法中止後の予後因
子の後方視的調査

2014/06/05～
9999/12/31

2014-041 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
アジアコホート連合（Asia Cohort Cosortium)：アジアにおける大
規模コホート研究の基盤構築と統合解析

2014/06/11～
2024/06/10

2014-040 元永　伸也 東病院
がん患者における非定型抗精神病薬による薬剤性嚥化障害の
実態調査とリスク因子の検討

2014/05/28～
9999/12/31

2014-039 伊丹　純 中央病院
乳房部分切除術後にSAVI (Strut Adjusted Volume Implant)によ
る加速乳房部分照射を行う乳房温存療法のfeasibility study

2014/07/14～
9999/12/31

2014-038 小川　朝生 東病院 がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査
2014/07/04～
9999/12/31

2014-036 伊藤　雅昭 東病院

ダ・ヴィンチ®S 手術システムを用いた、ロボット支援腹腔鏡下直
腸癌手術の臨床応用に関する試験 
A pilot study of robot assisted colorectal cancer surgery using 
the da Vinci surgical system

2014/05/20～
9999/12/31

2014-035 村松　禎久 東病院
患者被曝情報と検査内容の包括的連携を実現する医療情報シ
ステムの開発と活用

2014/06/24～
9999/12/31

2014-034 三浦　智史 東病院 終末期がん患者のオピオイド使用量についての後方視調査
2014/06/10～
9999/12/31

2014-033 杉山　栄里 東病院
若年者肺癌の分子生物学的、臨床病理学的特徴に関するレトロ
スペクティブ研究

2014/07/04～
9999/12/31

2014-032 松田　尚久 中央病院 便潜血検査免疫法の診断感度に関する研究
2014/07/29～
9999/12/31

2014-031 鈴木　真也 東病院
低用量シスプラチンをもちいる頭頸部がん化学放射線療法にお
ける悪心と予防的制吐薬使用の実態調査

2014/06/16～
9999/12/31

2014-030 木下　敬弘 東病院
JCOG1301C 高度リンパ節移転を有するHER2陽性胃癌に対す
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

2014/06/11～
2020/06/10

2014-029 片井　均 中央病院
JCOG1301C 高度リンパ節移転を有するHER2陽性胃癌に対す
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

2014/06/11～
2020/06/10

2014-028 小川　朝生 東病院 せん妄対策プログラムの効果に関する検討
2014/05/28～
9999/12/31

2014-027 秋元　哲夫 東病院
JCOG1208 T1-2NO-1MO　中咽頭癌に対する強度変調放射線
治療（IMRT)の多施設共同非ランダム化検証的試験

2014/06/11～
2021/03/10

2014-026 井垣　浩 中央病院
JCOG1208 T1-2NO-1MO　中咽頭癌に対する強度変調放射線
治療（IMRT)の多施設共同非ランダム化検証的試験

2014/06/11～
2020/03/10

2014-024 松井　礼子 東病院
悪性リンパ腫患者に対する化学療法後のカンジタ感染症発祥リ
スク因子の検討

2014/05/28～
9999/12/31

2014-023 小川　千登世 中央病院
JPLSG  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相および第Ⅲ相臨床試験 ALL-B12

2014/07/14～
2017/11/30

2014-022 加藤　知爾 東病院
食道扁平上皮癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD)の長
期成績

2014/05/13～
9999/12/31
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2014-021 市田　泰彦 東病院 せん妄が疼痛評価に及ぼす影響に関する調査
2014/05/19～
9999/12/31

2014-020 松本　禎久 東病院
緩和ケア領域における薬物・治療介入に関する多施設前向きレ
ジストリ研究

2014/05/23～
9999/12/31

2014-019 本田　一文 研究所
口腔腫瘍および前がん病変の病理検体を用いたゲノム・遺伝子
研究

2014/05/20～
9999/12/31

2014-018 栁下　淳
先端医療開発セ
ンター(柏)

食道がんの新規診断・治療法開発のための研究基盤確立を目
指した研究
(Establishment of research bases of esophageal cancer for 
development of new diagnostic and therapeutic 
methods:"Eso"tablish study)

2014/06/11～
9999/12/31

2014-017 伊藤　芳紀 中央病院
初発孤立性肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療に関する
多施設共同試験

2014/05/14～
9999/12/31

2014-016 田村　研治 中央病院
WJOG6811B 周術期乳癌AC/EC/FAC/FEC 療法に対する制吐
効果における、デキサメタゾン/ホスアプレピタント併用下でのグ
ラニセトロン vs パロノセトロン ランダム化二重盲検第3相試験

2014/05/14～
9999/12/31

2014-015 内山　菜智子 中央病院
乳癌診断領域におけるマルチモダリティを用いた臨床開発評価
および新たな画像診断システムの構築

2014/05/26～
2022/03/31

2014-014 岡本　渉 東病院
切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対する
mFOLFOX6 + bevacizumab(BV)療法、または、XELOX + BV療法
の治療感受性・耐性因子に関するバイオマーカー研究

2014/01/07～
2019/07/31

2014-013 工藤　礼子 中央病院
緩和的ストーマ造設術後の日常生活上の困難とその折り合いの
付け方及び看護師へのニーズ

2014/05/14～
9999/12/31

2014-012 榎田　智弘 東病院
切除不能局所進行頭頸部癌におけるパクリタキセル・カルボプ
ラチン・セツキシマブ併用導入化学療法の遡及的研究

2014/05/13～
9999/12/31

2014-011 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
B型肝炎ウイルス感染の病態別における宿主遺伝因子の探索
研究

1990/01/01～
2025/03/31

2014-010 杉山　栄里 東病院
肺腺癌における predominant subtype 分類と EGFR 遺伝子変
異の相関に関するレトロスペクティブ研究

2014/05/23～
9999/12/31

2014-009 池田　公史 東病院
化学療法末治療の遠隔転移を有する膵癌に対するL-
OHP+CPT-11+5FU/1-LV併用療法modified regimen（ｍFFX)の
第Ⅱ相試験

2014/05/12～
9999/12/31

2014-008 坂本　康成 中央病院
化学療法未治療の遠隔転移を有する膵癌に対するL-
OHP+CPT-11+5FU/ I-LV併用療法modified regimen(mFFX)の第
Ⅱ相試験

2014/05/12～
9999/12/31

2014-007 尾野　雅哉 研究所
プロテオーム解析による糖尿病を含む代謝疾患合併症診断
マーカーの探索

2014/06/02～
9999/12/31

2014-006 葉　清隆 東病院
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における EGFR-TKI使用時
の初回増悪形式の検討

2014/05/08～
9999/12/31
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2014-005 温泉川　真由 中央病院

Significance of histology type of carcinoma and sarcoma 
components on survival outcomes of uterine carcinosarcoma: a 
multi-center international study （日本語名）子宮癌肉腫の組織
成分が予後に与える影響-国際多施設共同研究-

2014/05/22～
9999/12/31

2014-004 近藤俊輔 中央病院 切除不能進行膵癌の2次治療ゲムシタビンの治療成績の検討

2014-003 川井　章 中央病院
寛骨臼を含む原発性悪性骨腫瘍の手術治療に関するレトロスペ
クティブ研究

2014/04/28～
9999/12/31

2014-002 青木　一教 研究所 新規抗体医薬品候補物質の作用機序の解明に関する研究
2015/11/12～
2019/02/28

2014-001 石井　源一郎 東病院
肺がんにおけるpodoplanin陽性がん関連繊維芽細胞ががん細
胞の浸潤・増殖・転移に与える影響の解析

2014/05/13～
9999/12/31

2013-362 坪井　正博 東病院
縦隔リンパ節転移を有するIIIA期肺原発扁平上皮癌に対する術
前導入療法としてのシスプラチン+ティーエスワン+同時胸部放射
線照射(45Gy)後の手術の第II相試験

2014/10/30～
2018/10/04

2013-361 矢野　友規 東病院
JCOG1207 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およびステロイド併用RICのランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相
試験

2014/05/16～
2021/05/15

2013-360 齋藤　豊 中央病院
JCOG1207 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およびステロイド併用RICのランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相
試験

2014/05/16～
2021/05/15

2013-359 南　陽介 東病院
JALSG Ph+ALL213　初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性
リンパ性白血病を対象としたダサチニブ併用化学療法および同
種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験

2014/07/14～
2017/01/13

2013-358 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG Ph+ALL213　初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性
リンパ性白血病を対象としたダサチニブ併用化学療法および同
種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験

2014/07/14～
2017/01/13

2013-357 角甲　純 東病院
終末期がん患者の呼吸困難に対する送風の支援の有効性につ
いてのケースシリーズ研究

2014/05/13～
9999/12/31

2013-356 矢野　友規 東病院
広範囲食道内視鏡切除後のステロイド投与による狭窄予防の
有用性についての検討

2014/04/17～
9999/12/31

2013-355 成田　善孝 中央病院
JCOG1016　初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチ
ン（ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法を
テモゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験

2014/05/28～
2021/05/27

2013-354 村上　直也 中央病院
CT画像を用いた子宮頸がん腔内照射の線量分布と治療成績に
関する研究

2014/11/04～
9999/12/31

2013-353 福田　治彦 中央病院
JCOG1313-A　cT1N0M0 肺腺癌　標準手術可能例における標
準手術および定位放射線治療の全生存期間の比較に関する研
究

2014/04/28～
9999/12/31

2013-352 片山　宏 中央病院
JCOG1115-A　高齢者進行非小細胞肺がんを対象とした
JCOG0207およびJCOG0803/ WJOG4307L の高齢者総合機能
評価（CGA：Comprehensive Geriatoric Assessment）統合解析

2014/04/23～
9999/12/31
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2013-351 福田　治彦 中央病院
JCOG1312-A　食道がんにおける全生存期間および周術期合併
症に関する施設間差の研究

2014/04/23～
9999/12/31

2013-350 山本　昇 中央病院

Cisplatinを含む高度催吐性化学療法施行時の嘔吐に対する
Aprepitant、Palonosetron、Dexamethasone併用下での
Olanzapine 10mgと5mgの有効性と安全性を比較する二重盲検ラ
ンダム化第Ⅱ相試験

2014/06/05～
9999/12/31

2013-349 南　陽介 東病院
モガムリズマブ投与患者に発症する重篤な有害事象の発症リス
クを同定する探索的研究

2014/10/30～
2019/10/29

2013-348 南　陽介 東病院
JALSG-STIM213　イマチニブで分子遺伝学的完全寛解を2年間
以上維持した慢性期の慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中
止試験

2013/03/01～
2014/06/30

2013-347 小林　幸夫 中央病院
JALSG-STIM213　イマチニブで分子遺伝学的完全寛解を2年間
以上維持した慢性期の慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中
止試験

2013/03/01～
2014/06/30

2013-346 田村　研治 中央病院
連日抗がん剤投与レジメン実施患者を対象とした、制吐剤として
のオランザピンの安全性、有効性を検討する忍容性試験

2014/07/14～
9999/12/31

2013-345 小林美沙樹 東病院
胆道がん患者に対するGC療法に伴う腎機能障害の後方視的調
査

2013-344 松井礼子 東病院
リツキシマブ投与時のインヒュージョン・リアクションに対するステ
ロイドの有用性に関する評価

2013-343 田原　信 東病院
根治切除不能局所進行頭頸部扁平上皮癌に対するPaclitaxel, 
Carboplatin, Cetuximab (PCE) 導入化学療法後のCisplatin併用
化学放射線療法の実施可能性試験

2014/06/13～
2019/05/31

2013-342 吉野　孝之 東病院
切除不能・再発大腸癌におけるレゴラフェニブの効果に関する
検討

2013/10/01～
9999/12/31

2013-341 根津　雅彦 東病院
高齢者CHOP±R療法における発熱性好中球減少症の予測因
子

2014/04/18～
9999/12/31

2013-340 小川　朝生 東病院
自閉症スペクトラム障害傾向および注意欠如・多動性障害傾向
を有するがん患者に関する横断観察研究

2014/08/03～
2019/08/03

2013-339 濱口　哲弥 中央病院 大腸癌の免疫組織化学的・分子病理的検索
2014/05/16～
9999/12/31

2013-338 山本昇 中央病院 単剤第I相試験の統合解析

2013-337 金城譲 中央病院 中・下咽頭癌に対する内視鏡治療成績と長期経過に関する検討

2013-336 大野　康寛 東病院
手術標本を用いた胃癌の増殖因子受容体（HER2、EGFR、c-
Met）陽性部位の内視鏡所見との比較検討

2014/04/24～
9999/12/31

2013-335 佐藤　哲文 中央病院 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価
2014/04/03～
9999/12/31

2013-334 高橋　秀明 東病院

OPTIMIS-Outcomes of HCC patients treated with TACE 
followed or not followed by sorafenib and the influence of timing 
to initiate sorafenib（肝細胞癌患者を対象とした肝動脈化学塞
栓療法後のソラフェニブ投与の有無ならびにソラフェニブ投与開
始時期が予後へ与える影響を検討する国際共同前向き非介入
試験）

2014/04/24～
9999/12/31

210 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2013-333
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
我が国のがん医療におけるがん診療連携拠点病院の役割およ
び連携の実態に関する研究

2014/03/26～
9999/12/31

2013-332 後藤田　直人 東病院
腔鏡下肝切除術におけるFlo Trac Systemを用いた術中循環管
理

2014/04/02～
9999/12/31

2013-331 石井　源一郎 東病院
肺扁平上皮癌におけるチロシンキナーゼ受容体などの治療標
的分子の発現頻度と不均一性

2014/04/03～
9999/12/31

2013-330 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後に再発･再燃した成人T細胞性白血病/
リンパ腫患者の治療法および予後に関する前向き観察研究

2014/04/02～
9999/12/31

2013-329 青景　圭樹 東病院
早期に切除すべき肺結節の胸部薄切ＣＴ所見とは？～肺癌再
発と長期予後からみたCT所見～

2014/03/24～
9999/12/31

2013-328 田原　信 東病院
JCOG1212　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

2014/04/08～
9999/12/31

2013-327 舛本　真理子 東病院
乳癌原発・腋窩リンパ節転移・遠隔転移における受容体発現に
関する後ろ向き研究

2014/03/24～
9999/12/31

2013-326 梅村　茂樹 東病院 小細胞肺癌に対する3次化学療法のレトロスペクティブ研究
2014/03/11～
9999/12/31

2013-325 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

生検検体を用いた発がん過程における食道上皮の代謝研究
(An Explorative Study for Metabolism of the Esophageal 
Epithelium in the Carcinogenic Process Using Biopsy Samples: 
MEEB study)

2014/06/11～
2016/06/10

2013-324 後藤　功一 東病院
間質性肺疾患合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン+
アルブミン懸濁型パクリタキセル併用療法の第Ⅱ相試験

2014/05/13～
9999/12/31

2013-323 大江　裕一郎 中央病院
間質性肺疾患合併進行非小細胞肺癌に対する、カルボプラチン
+アルブミン懸濁型パクリタキセル併用療法の第Ⅱ相試験

2014/05/13～
9999/12/31

2013-322 池田　公史 東病院
FGFR2融合遺伝子陽性胆道癌の臨床病理学的、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

2014/03/12～
2018/11/30

2013-321 宮崎梓 東病院
ストーマ造設患者における入院期間中のストーマケア自立に関
連する要因の検討

2013-320 齋藤　豊 中央病院
大腸ESD後に発生するIndex Lesionの発生率と臨床病理学的特
徴についての検討

2014/03/05～
9999/12/31

2013-319 仁保　誠治 東病院
局所進行非小細胞肺癌における化学放射線療法後の初再発形
式の検討

2014/03/12～
9999/12/31

2013-318 池田　公史 東病院
膵臓癌のエルロチニブ、塩酸ゲムシタビン併用療法における感
受性を解析する後向き研究

2014/04/24～
9999/12/31

2013-317 坪井　正博 東病院
原発性非小細胞肺癌におけるC/T比と腫瘍のconsolidation径が
与える予後への影響

2014/03/07～
9999/12/31

2013-316 角南　久仁子 中央病院 既治療・切除不能進行胸腺癌に対するS-1療法の第Ⅱ相試験
2014/03/07～
9999/12/31

2013-315 山﨑　知子
先端医療開発セ
ンター(柏)

国立がん研究センター東病院における進行・再発頭頸部癌患者
へのCetuximab療法の安全性

2014/04/18～
9999/12/31
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2013-314 木下　敬弘 東病院
ダ・ヴィンチ®Si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

2014/05/14～
9999/12/31

2013-313 鈴木　真也 東病院
Ｓ-1とワルファリンカリウム併用患者における血液凝固能変動に
ついての実態調査

2014/02/28～
9999/12/31

2013-311 加藤　友康 中央病院
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

2014/03/06～
2022/09/05

2013-310 川井　章 中央病院
網膜芽細胞腫患者に発生した骨肉腫に関するレトロスペクティ
ブ研究

2014/03/24～
9999/12/31

2013-309 九嶋亮治 中央病院
病理画像解析システムの有用性評価及び日本・タイにおける診
断基準の相違点明確化

2013-308 橋本　浩伸 中央病院
治癒切除不能大腸がんに対するレゴラフェニブ単剤療法の後ろ
向き調査研究

2014/02/21～
9999/12/31

2013-307 丸山　大 中央病院
ボルテゾミブ国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（JNJ-26866138-JPN-MM-
102）に参加した患者転帰に関する調査

2014/04/14～
9999/12/31

2013-305 横田　満 東病院
漿膜下線維芽細胞のマイクロアレイデータを用いた予後予測の
検証

2014/02/26～
9999/12/31

2013-304 福田　隆浩 中央病院
T細胞関連リンパ系腫瘍に対しての同種造血幹細胞移植におい
てサイモグロブリン併用を検討する前向き臨床試験　PhaseⅠ

2014/07/14～
9999/12/31

2013-303 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院 家族性・若年性のがん及び遺伝性腫瘍に関する診断と研究
2014/03/31～
2024/03/30

2013-302 遠藤　貴美子 中央病院
胸部食道癌術後の長期的な症状・徴候に対するセルフケア行動
および自己効力感に関する研究

2014/03/07～
9999/12/31

2013-301 川井　章 中央病院
滑膜肉腫に対する集学的治療に関する多施設共同レトロスペク
ティブ研究

2014/03/07～
9999/12/31

2013-300 川井　章 中央病院 間葉性軟骨肉腫の治療成績に関する多施設共同研究
2014/02/19～
9999/12/31

2013-298 福田　隆浩 中央病院
臍帯血移植レシピエントにおけるHHV-6脳炎の予防を目的とし
たホスカルネット 90 mg/kg/日投与

2014/04/04～
9999/12/31

2013-297 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

下部直腸癌術後難治性吻合部狭窄に対するRadial Incision and 
Cutting (RIC) 法の有用性、安全性の検討

2014/02/26～
9999/12/31

2013-296 中島　美文 東病院 がん専門病院における褥瘡発生要因の検討
2014/02/26～
9999/12/31

2013-295 並川　健二郎 中央病院
ぶどう膜原発悪性黒色腫の肝転移に対するシスプラチンを用い
たTACE療法の治療成績に関する後ろ向き研究

2014/03/24～
9999/12/31

2013-294 土原　一哉
先端医療開発セ
ンター(柏)

大細胞神経内分泌肺癌の標的遺伝子解析と蛋白発現解析によ
る新たな治療標的の探索

1992/04/01～
2017/12/31

2013-293 横田　満 東病院 漿膜下弾性板浸潤大腸癌の臨床病理像の検討
2014/02/14～
9999/12/31

2013-292 森實　千種 中央病院
日本における若年発症および家族歴を有する膵・胆道癌患者の
臨床・病理学的特徴と発癌関連遺伝子に関する研究

2002/01/01～
2014/12/31
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2013-291 岩佐　悟 中央病院
切除不能な進行・再発大腸癌の2次治療例を対象とした腫瘍組
織を用いた効果予測因子および予後因子に関する探索的研究

2005/04/01～
2017/05/31

2013-290 松原　伸晃 東病院
去勢抵抗性前立腺がんに対するLHRHアゴニストからLHRHアン
タゴニストへの順次投与の後ろ向き研究

2014/02/27～
9999/12/31

2013-289 矢野　友規 東病院
頭頸部または消化管早期癌におけるアミノレブリン酸を用いた
体内光線力学診断の実施可能性確認試験

2014/04/17～
2015/12/16

2013-288 河野　良介
東病院 臨床開発
センター

320列マルチスライス4D CTを用いた肺機能イメージング
2014/03/28～
9999/12/31

2013-287 坪井　正博 東病院

縦隔リンパ節転移を有するIIIA期非扁平上皮非小細胞肺癌に対
する術前導入療法としてのCisplatin（CDDP）+ Pemetrexed
（PEM）+ Bevacizumab（BEV) 併用療法もしくは、CDDP + PEM + 
同時胸部放射線照射（４５Gy）後の手術のランダム化比較第II相
試験

2014/05/20～
2017/06/16

2013-286 岩佐　悟 中央病院
切除不能な進行・再発大腸癌の2次治療例を対象とした血液検
体を用いた効果予測因子および予後因子に関する探索的研究

2014/04/02～
2018/05/31

2013-285 角甲　純 東病院 緩和ケア病棟におけるデスカンファレンスの実態調査
2014/02/19～
9999/12/31

2013-284 石井　源一郎 東病院
EGFR遺伝子陽性肺腺癌におけるpodoplanin陽性の癌関連線維
芽細胞(CAF)によるEGFR-TKI感受性への影響

2014/03/28～
9999/12/31

2013-283 鈴木　真也 東病院
頭頸部癌患者における Cetuximab 併用化学療法による低マグ
ネシウム血症の実態調査

2014/02/19～
9999/12/31

2013-282 小川　千登世 中央病院
JPLSG（CHM-14）：日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会
(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研
究

2014/06/25～
2035/03/31

2013-281 青景　圭樹 東病院
肺癌サルベージ手術の安全性と有効性を評価するための後ろ
向き多施設共同研究

2014/02/18～
9999/12/31

2013-280 富松　浩隆 中央病院
腎腫瘍の経皮的凍結療法に対する術前リピオドール・マーキン
グの有用性

2014/11/19～
9999/12/31

2013-279 野中哲 中央病院
食道・胃内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）における麻酔科医によ
る非挿管静脈麻酔の安全性と有用性に関する検討

2013-278 矢野　友規 東病院
がん患者に対するDirect法によるPEGの重篤な合併症について
の検討

2014/02/14～
9999/12/31

2013-277 中谷　文彦 東病院
がん患者の公共交通機関および施設に対するニーズに関する
研究

2014/04/14～
9999/12/31

2013-275 河瀬　希代美 がん対策研究所 在宅療養を希望した終末期がん患者が再入院となった要因
2014/06/25～
9999/12/31

2013-274 塚越　真由美
がん対策情報セ
ンター

同種造血幹細胞移植患者における退院後のフォローアップに関
する実態調査

2014/02/19～
9999/12/31

2013-273 増田　均 東病院
da vinci S/Si Surgical System によるロボット支援前立腺全摘に
関する第Ⅱ相臨床研究

2012/08/10～
2017/08/09

2013-272 木下　寛也 東病院
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-
HOPE3研究）

2014/04/18～
9999/12/31
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2013-271 久保木　恭利 東病院
The Analysis of TEM1 and PDGFRb Expression in Tumors from 
Japanese Patients with Gastric Carcinoma, Hepatocellular 
Carcinoma (HCC) and Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

2005/04/01～
2012/12/31

2013-270 石井源一郎
東病院臨床開発
センター

原発性肺癌における肺胞中隔内進展の病理組織学的特徴と予
後

2005/04～
2012/08

2013-269 相原　由季子 中央病院 結膜悪性黒色腫の転移と長期予後
2014/11/11～
9999/12/31

2013-268 齋藤　豊 中央病院
大腸sessile serrated adenoma/polyp (SSA/P)におけるNarrow 
Band Imaging (NBI) 併用拡大内視鏡所見についての検討

2014/01/29～
9999/12/31

2013-267 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
Helicobacter pylori blood biomarker for gastric cancer risk in 
East Asia

2014/03/26～
2019/03/25

2013-266 冲中敬二 中央病院
血液培養から検出された肺炎桿菌の遺伝学的特徴と臨床像の
関係に関する多施設研究

2013-264 藤　重夫 中央病院
リンパ芽球性リンパ腫における同種造血幹細胞移植の治療成
績に関する後方視的調査研究

2014/02/18～
9999/12/31

2013-263 文　靖子 中央病院 高齢婦人科がん患者における抗がん剤治療の忍容性調査
2014/02/04～
9999/12/31

2013-262 松原　伸晃 東病院
乳がん術前化学療法前後におけるKi-67 indexの変化と　予後に
関する後ろ向き研究

2014/02/07～
9999/12/31

2013-261 堀之内　秀仁 中央病院
局所進行非小細胞肺がんにおけるリンパ節転移の部位と治療
効果に関する研究

2014/01/23～
9999/12/31

2013-260 丸山大 中央病院 ホジキンリンパ腫の治療成績に関する後方視的調査研究

2013-259 石井　源一郎 東病院
肺腺癌に対するプラチナベースの化学療法の抗腫瘍効果に関
与するバイオマーカーの探索

2014/02/07～
9999/12/31

2013-258 松本　禎久 東病院
がん患者の進行・再発期から継続した介護者コホートの予備的
研究

2014/03/24～
9999/12/31

2013-257 濱田　哲暢 研究所
乳癌におけるマスイメージング技術を用いた組織内薬物動態解
析の検討

2014/02/21～
9999/12/31

2013-256 土田　敬明 中央病院 末梢型肺がんに対する光線力学的治療に関する臨床試験
2014/03/24～
2018/12/31

2013-255 川井　章 中央病院
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

2014/02/07～
2020/02/07

2013-254 川井　章 中央病院
骨盤部の骨軟部腫瘍術後の歩行機能に対する股装具の有用性
に関する研究

2014/02/19～
9999/12/31

2013-253 伊丹　純 中央病院 気管・気管支がんの放射線治療に関する研究
2014/01/14～
9999/12/31

2013-252 伊丹　純 中央病院 前立腺がんの放射線治療に関する研究
2014/01/14～
9999/12/31

2013-251 木下　寛也 東病院
がん患者の心理的サポートサービスに対する援助要請行動に
関する研究

2014/03/24～
9999/12/31
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2013-250 設樂　紘平 東病院

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

2014/03/12～
2023/01/31

2013-249 九嶋亮治 中央病院
胃癌リンパ節転移陽性症例におけるサイトケラチン19発現の検
討

2011/01～
2013/03

2013-248 落谷　孝広 研究所
ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞の肝疾患モデル動物に対する
治療効果と動態の評価、並びに培養上清中miRNAの解析

2014/02/13～
2016/03/31

2013-247 本田　一文 研究所 頭頸部扁平上皮癌におけるバイオマーカーの検討
2014/04/21～
2021/03/31

2013-246 奥坂　拓志 中央病院
FGFR2融合遺伝子陽性胆道癌の臨床病理学的、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

2014/03/12～
2018/11/30

2013-245 菱田　智之 東病院
肺高悪性度神経内分泌癌における幹細胞マーカーの発現と臨
床的予後の関連について

2014/01/28～
9999/12/31

2013-244 (PDF) 谷内田　真一 研究所
メタゲノム解析等を用いた大腸腫瘍ならびに炎症性腸疾患等の
発症メカニズムに関する研究

2014/02/13～
2028/03/31

2013-243 成田　善孝 中央病院
高齢者膠芽腫に対するMGMTメチル化を指標とした個別化治療
多施設共同第Ⅱ相試験

2014/02/04～
2017/09/30

2013-242 増田　均 東病院
JCOG1019　High grade T1膀胱癌のsecond TUR 後T0 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

2011/09/22～
2018/09/30

2013-241 藤井　誠志 東病院 食道がん組織検体を用いた臨床病理学的研究
1992/01/01～
2019/03/31

2013-240 菱田　智之 東病院 85歳以上超高齢者肺癌手術成績の後方視的研究
2014/01/08～
9999/12/31

2013-239 菱田　智之 東病院 肺癌術後oligo-recurrence症例の後方視的研究
2014/01/08～
9999/12/31

2013-238 髙橋　進一郎 東病院
KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療
法mFOLFOX6と周術期化学療法mFOLFOX6+セツキシマブの第
Ⅲ相ランダム化比較試験

2014/03/12～
9999/12/31

2013-236 福田　隆浩 中央病院
GVHD予防法に抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたgraft-
versus-host方向HLA一抗原不適合血縁者からの造血幹細胞移
植療法の多施設共同第II相試験

2014/01/14～
9999/12/31

2013-235 石井　裕朗 中央病院
肝細胞癌に対するエピルビシン/ビーズを用いた肝動脈化学塞
栓療法の実行可能評価試験

2014/03/06～
9999/12/31

2013-234 金光　幸秀 中央病院 家族性大腸腺腫症(FAP)に関する後方視的多施設研究
2013/12/26～
9999/12/31

2013-233 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

新世代内視鏡システム（レーザー光源搭載）を用いた大腸病変
検出能に関するランダム化比較試験

2014/07/01～
9999/12/31

2013-232 松田　尚久 中央病院
新世代内視鏡システム（レーザー光源搭載）を用いた大腸病変
検出能に関するランダム化比較試験

2014/07/01～
9999/12/31

2013-231 金光　幸秀 中央病院
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

2014/01/14～
9999/12/31
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2013-229 濱田　哲暢 研究所

上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陰性の既治療進行・
再発非小細胞肺癌非喫煙例に対するアムルビシン(AMR) + エ
ルロチニブ(ERL)療法の安全性と有効性の検討 - Phase II 
Study - （TORG1320）

2013/12/17～
9999/12/31

2013-228 伊丹　純 中央病院
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

2014/01/20～
9999/12/31

2013-227 松村　保広 研究所 血中または尿中フィブリン分解産物の解析および診断への応用
2016/04/01～
2020/03/31

2013-226 高橋進一郎 東病院
肉眼的胆管内腫瘍栓を伴う肝細胞癌における手術治療の意義
の検討

2013-224 濱田　哲暢 研究所
進行膵癌に対してゲムシタビンとエルロチニブによる併用療法中
の皮疹発現部と正常皮膚の皮膚組織内での薬物濃度の画像化
に関する研究

2014/01/08～
2016/03/31

2013-223 本田　一文 研究所
口腔がん組織検体を用いたバイオマーカー開発および新規治
療標的分子の検索

2013/12/24～
9999/12/31

2013-222 齋藤　豊 中央病院
大腸側方発育型腫瘍における腫瘍浸潤パターンと内視鏡診断
(ピットパターン)についての検討

2013/11/28～
9999/12/31

2013-221 金光　幸秀 中央病院 大腸癌治癒切除後の予後予測ノモグラムの開発
2014/01/14～
9999/12/31

2013-220 上野　秀樹 中央病院
免疫染色法を用いた切除不能進行膵がん（局所進行又は転移
性）に対するGemcitabine 療法 / S-1 療法 /Gemcitabine＋S-1 
併用療法の有効性の比較検証研究

2013/12/19～
9999/12/31

2013-219 中島美文 東病院 院内研修『ベストプラクティス』の教育評価

2013-218 小林　幸夫 中央病院 悪性リンパ種の発症、増殖に関する免疫機構の解明
2014/01/06～
9999/12/31

2013-217 加藤　雅志
がん対策情報セ
ンター

がん対策における緩和ケアの評価に関する研究
2013/12/13～
9999/12/31

2013-216 高山京子 東病院
骨転移に対する外来放射線治療を受ける肺がん患者の日常生
活上の困難とその対処に関する研究

2013-214 田中　まり 東病院 頭頚部化学放射線治療における胃瘻造設に関する研究
2013/12/26～
9999/12/31

2013-213 高橋真由美 東病院
外来化学療法を受ける患者・家族に対する抗がん剤曝露対策
指導の評価

2013-212 吉野　孝之 東病院
進行再発大腸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 2013-01-CRC 

2013/12/25～
2019/04/28

2013-211 加藤　健 中央病院
進行再発大腸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 2013-01-CRC

2013/12/25～
2019/04/28

2013-210 岡本　渉 東病院
HER2過剰発現を有する切除不能進行・再発胃癌におけるトラス
ツズマブ耐性機序の検討

2005/04/01～
2018/03/31

2013-209 後藤　功一 東病院
EGFR遺伝子変異陽性肺がん患者におけるEGFRチロシンキ
ナーゼ阻害剤による有害事象の発症頻度と遺伝子多型に関す
る単施設研究

2011/01/01～
2015/12/31

216 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2013-208 加藤　健 中央病院
国立がん研究センターバイオバンク検体を利用した抗がん剤に
よる希で重篤な薬物有害反応を来した 患者に対する遡及的薬
理ゲノム学的臨床研究

2014/01/20～
9999/12/31

2013-207 前島　亜希子 中央病院
ホジキンリンパ腫および未分化大細胞リンパ腫における
CD30/ultraViewおよびCD30/OptiViewの臨床性能試験

2014/01/20～
9999/12/31

2013-205 後藤　功一 東病院
JCOG1201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

2013/12/11～
9999/12/31

2013-204 大江　裕一郎 中央病院
JCOG1201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

2013/12/11～
9999/12/31

2013-203 向井　博文 東病院

内分泌療法既治療の手術不能又は再発乳癌患者に対するパク
リタキセルとベバシズマブ療法の非進行例を対象としたパクリタ
キセルとベバシズマブ継続療法と内分泌維持療法のランダム化
第Ⅱ相試験

2013/11/29～
9999/12/31

2013-202 善家　義貴 東病院
上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性非小細胞肺がん
に対するEGFR-tyrosine kinase inhibitor(TKI)投与患者の胃酸分
泌抑制薬投与の影響

2013/11/27～
9999/12/31

2013-201 宮崎梓 東病院 皮膚・排泄ケア認定看護師による退院前診察導入の効果

2013-200 布施　望 東病院
トラスツズマブ併用化学療法を受けたHER2陽性の切除不能進
行・再発胃癌における、HER2の予後因子、予測因子および化学
療法の耐性機序の検討

2014/02/07～
9999/12/31

2013-199 清水　千佳子 中央病院
高齢者の乳癌・卵巣癌におけるタキサン誘発性末梢神経障害に
関するSNPs解析

2013/12/10～
9999/12/31

2013-198 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

腹膜播種巣における特異的な炎症反応に関する研究
2014/01/14～
9999/12/31

2013-197 金光　幸秀 中央病院

ダ・ヴィンチ®S手術システムを用いた、ロボット支援腹腔鏡下直
腸癌手術の臨床応用に関する試験　A pilot study of robot 
assisted colorectal cancer surgery using the da Vinci surgical 
system

2014/03/06～
9999/12/31

2013-195 角川康夫 中央病院 大腸カプセル内視鏡検査時の服薬等の探索的検討

2013-194 藤原　豊 中央病院 非小細胞肺癌術後化学療法の後方視的研究
2007/01/01～
2013/03/31

2013-193 文靖子 中央病院
ドキソルビシンリポソーム製剤投与時の有害事象に対する局所
冷却療法の有効性の検討

2013-192 福田隆浩 中央病院
同種末梢血幹細胞移植における輸注細胞数と予後の関連につ
いての後方視的研究

2013-191 金光　幸秀 中央病院
大腸癌腹膜播種の客観的評価方法に関する多施設共同前向き
観察研究

2014/02/04～
9999/12/31

2013-190 中島　健 中央病院
ミスマッチ修復タンパク質の発現異常を示す大腸がんの臨床病
理学的特徴の把握とそれによる遺伝性大腸癌（リンチ症候群）
疑い患者の絞り込みの有用性の検討

2014/03/07～
9999/12/31

217 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2013-189 佐藤哲文 中央病院
血行動態モニター・EV1000クリティカルケアモニター有用性に関
する調査

2013-188 設楽紘平 東病院
高齢者の切除不能または再発胃癌を対象とした化学療法の実
施内容・有効性・安全性に関する多施設共同レトロスペクティブ
実地調査

2013-187 鈴木　茂伸 中央病院 結膜限局MALTリンパ腫における検討
2013/11/25～
9999/12/31

2013-186 稲葉　浩二 中央病院 胃リンパ腫の治療に関する研究
2013/11/25～
9999/12/31

2013-185 藤　重夫 中央病院 造血幹細胞移植における栄養管理の最適化に関する研究
2014/01/14～
9999/12/31

2013-184 濱田　哲暢 研究所
EML4-ALK融合遺伝子を有する非小細胞肺癌患者におけるクリ
ゾチニブ服用中の血中・髄液中濃度に関する検討

2014/05/02～
9999/12/31

2013-183 小林　幸夫 中央病院
再発・治療抵抗性非ホジキンリンパ腫に対するC-MOPP療法の
後方視的調査研究

2013/11/19～
9999/12/31

2013-182 石井源一郎
東病院臨床開発
センター

Podoplanin (PDPN)陽性の腫瘍関連線維芽細胞(CAF)周囲の癌
細胞の特徴の解明

2011/01～
2013/06

2013-181 稲葉　浩二 中央病院 食道がんの治療に関する研究
2013/11/19～
9999/12/31

2013-180 髙島　淳生 中央病院
がんワクチン臨床試験被験者および健常者等の網羅的遺伝子
解析

2003/07/01～
2006/03/31

2013-179 小田　一郎 中央病院 蛍光標識グルコースを用いた消化器癌診断法の開発
2013/11/28～
9999/12/31

2013-178 本間　義崇 中央病院
A phase II trial of neoadjuvant imatinib for large gastric GIST in 
Asia　（大型の胃GISTに対する術前イマチニブ療法のアジア共
同第II相試験）

2013/11/28～
9999/12/31

2013-175 千葉育子 東病院 術後化学療法を終了した乳癌サバイバーにおける実態調査

2013-174 大西　達也 東病院
センチネルリンパ節転移陽性乳癌における腋窩治療の観察研
究

2012/01/01～
2021/12/31

2013-173 竹下　文隆 研究所 乳がんの non-coding RNA の発現検討
2002/01/01～
2013/09/30

2013-172 伊藤　雅昭 東病院
肛門近傍の下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術の前向き第Ⅱ相
試験

2014/01/14～
9999/12/31

2013-171 金光　幸秀 中央病院
肛門近傍の下部直腸癌に対する腹腔鏡下手術の前向き第Ⅱ相
試験

2014/01/14～
2021/01/13

2013-170 塚崎　邦弘 東病院
JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U,ALL-T11 小児および
若年成人における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

2011/12/01～
2019/05/31

2013-169 伊豆津　宏二 中央病院
JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U,ALL-T11 小児および
若年成人における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

2011/12/01～
2020/11/30

2013-168 南　陽介 東病院
JALSG Ph(-)B-ALL213　成人フィラデルフィア染色体陰性
precursor B細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学
療法による第Ⅱ相臨床試験

2014/01/09～
2018/01/08
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2013-167 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG Ph(-)B-ALL213　成人フィラデルフィア染色体陰性
precursor B細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学
療法による第Ⅱ相臨床試験

2014/01/09～
2018/01/08

2013-166 南　陽介 東病院

JALSG MDS212 Study (MDS212) 高リスク成人骨髄異形成症候
群を対象としたアザシチジン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験　
−検体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含む− 
JALSG MDS212 Study および厚生労働科学研究費補助金によ
る検体集積事業との合同研究

2014/01/14～
2018/09/30

2013-165 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG MDS212 Study (MDS212) 高リスク成人骨髄異形成症候
群を対象としたアザシチジン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験　
−検体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含む−

2014/01/14～
2021/07/13

2013-164 松浦友一 中央病院
KM-CART（新方式腹水濾過濃縮再静注法）と従来型CART（従
来型腹水濾過濃縮再静注法）との濾過濃縮プロフィールの比較

2013-163 大芦　孝平 中央病院
転移性乳房外Paget病に対する多剤併用化学療法（FECOM療
法）の有効性に関する後方視的研究

2013/11/05～
9999/12/31

2013-162 岩佐　悟 中央病院
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

2014/01/07～
2016/01/06

2013-161
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録全国データにおける秘匿性の確保と評価に関す
る研究

2013/10/31～
9999/12/31

2013-160 丸山大 中央病院
くすぶり型（無症候性）骨髄腫の患者数のおよび臨床経過に関
する後方視的観察研究

2013-159 大西　達也 東病院
JCOG1204　再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップ
とインテンシブフォローアップの比較第III相試験

2013/11/19～
2028/11/18

2013-158 首藤　昭彦 中央病院
JCOG1204　再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップ
とインテンシブフォローアップの比較第III相試験

2013/11/19～
2028/11/18

2013-157 久保木　恭利 東病院 手術検体を用いたFGFR2蛋白発現、遺伝子増幅の調査
2013/12/03～
9999/12/31

2013-156 北野　滋久 中央病院 同種造血幹細胞移植後の免疫再構築の評価
2014/01/08～
2018/01/07

2013-155 田村　研治 中央病院
保存検体を用いたPIK3CAまたはAKT遺伝子異常の分析・評価
法の検討

2013/12/10～
9999/12/31

2013-154 池田　公史 東病院
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

2013/12/26～
9999/12/31

2013-153 森實　千種 中央病院
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

2013/12/26～
9999/12/31

2013-152 加藤　健 中央病院
治療前血漿蛋白を用いた食道癌治療効果予測因子に関する研
究

2008/01/01～
2012/12/31

2013-151
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 施設症例数とTNM stageの関係に関する研究
2013/10/28～
9999/12/31
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2013-150 石井源一郎
東病院臨床開発
センター

肺腺癌リンパ節転移病巣における臨床病理学的特徴について
の検討

2008/01～
2012/12

2013-149 南　陽介 東病院
JALSG Burkitt-ALL213 成人Burkitt白血病に対する多剤併用化
学療法による第Ⅱ相臨床試験

2014/02/27～
2021/02/26

2013-148 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG Burkitt-ALL213 成人Burkitt白血病に対する多剤併用化
学療法による第Ⅱ相臨床試験

2014/02/27～
2021/02/26

2013-147 南　陽介 東病院
JALSG T-ALL213-O 成人precursor T細胞性急性リンパ性白血
病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験

2014/03/05～
2018/03/04

2013-146 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG T-ALL213-O 成人precursor T細胞性急性リンパ性白血
病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験

2014/03/05～
2018/03/04

2013-145 (PDF) 青木　一教 研究所
膵がん組織を用いたがん標的ベクターの探索に基づく、膵がん
治療法の開発に関する研究

2013/10/22～
2021/03/31

2013-144 小貫　恵理佳 中央病院 術後再発肺がん患者の外来治療における対処行動
2014/02/07～
9999/12/31

2013-143 伊藤　雅昭 東病院 肛門管の解剖に関する研究
2013/10/24～
9999/12/31

2013-142 小林　幸夫 中央病院
B cell腫瘍におけるNFkB関連染色体一次構造異常、および臨床
病理学的検討

1998/01/01～
2016/06/30

2013-141 奥坂　拓志 中央病院

JCOG1113-A1 「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

2013/10/21～
9999/12/31

2013-140 青景　圭樹 東病院
多施設における肺気腫合併肺線維症（CPFE）合併原発性非小
細胞肺癌症例の検討

2013/10/24～
9999/12/31

2013-139 濱田　哲暢 研究所 腫瘍組織中の■■■発現解析と発現制御機構の探索研究
2006/10/01～
2015/10/01

2013-138 石井源一郎
東病院臨床開発
センター

p-N2肺扁平上皮癌の原発巣および転移巣における病理組織所
見による再発予測因子の検討

2005/04～
2009/12

2013-137 牧原　玲子 中央病院
安全な経口抗がん薬を含む外来がん化学療法を管理する薬-
薬連携モデルの構築とその実行可能性の評価

2013/11/19～
9999/12/31

2013-136 (PDF) 安西　高廣
先端医療開発セ
ンター(柏)

固形がんにおける血液凝固系蛋白の発現と臨床病理学的検討
2005/04/01～
2020/03/31

2013-135 久保木　恭利 東病院
胃がん治癒切除症例における組織型および再発形式と関連す
る遺伝子群の探索研究

2013/12/03～
9999/12/31

2013-134 小田　一郎 中央病院 2回の除菌治療抵抗例に対するH.pylori除菌
2013/10/01～
9999/12/31

2013-133 設樂　紘平 東病院

Fluoropyrimidine, Oxaliplatin, Irinotecan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
Regorafenibとcetuximabの逐次投与とcetuximabとregorafenibの
逐次投与のランダム化第II相試験

2013/11/15～
9999/12/31

2013-132 小川　朝生 東病院 がん医療における医師に対する信頼の構成要因に関する研究
2013/11/19～
9999/12/31
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2013-131 村上　直也 中央病院 FIGO IVA子宮頸癌の放射線治療に関する研究
2013/10/21～
9999/12/31

2013-130 (PDF) 伊藤　雅昭 東病院 結腸癌の至適切離腸管長に関する前向き研究
2013/09/27～
2018/12/31

2013-129 岩崎　基 がん対策研究所
低塩調味料または家庭調味モニタリングによる減塩効果検討の
ための無作為化クロスオーバー比較試験－12週間パイロットス
タディ

2013/12/09～
9999/12/31

2013-128 原　智彦 中央病院 上部尿路がん症例の診断・治療経過に関する研究
2013/09/04～
9999/12/31

2013-127 石川　Ｂ光一
先進医療・費用対
効果評価室

患者の経時的な診療経過の分析に基づくがん診療コストに関す
る研究

2013/09/03～
9999/12/31

2013-126 篠原　旭 東病院
進行膵癌におけるGemcitabine+Erlotinib療法による皮膚障害に
対するミノサイクリン予防内服の有効性の検討

2013/08/26～
9999/12/31

2013-125 鈴木晴久 中央病院
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の短期成績と長期
成績についての後ろ向き研究

2013-124 内藤　陽一 東病院
WJOG6811B 周術期乳癌AC/EC/FAC/FEC 療法に対する制吐
効果における、デキサメタゾン/ホスアプレピタント併用下でのグ
ラニセトロン vs パロノセトロン ランダム化二重盲検第3相試験

2013/10/18～
9999/12/31

2013-122 髙島　淳生 中央病院
標準治療に不応/不耐となった治癒切除不能大腸がんに対する
レゴラフェニブ単剤療法の観察研究

2013/12/10～
9999/12/31

2013-121 深川　剛生 中央病院
JCOG1302-A　ステージIII 胃癌に対する術前診断の妥当性につ
いての研究

2013/09/03～
9999/12/31

2013-120 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
悪性リンパ腫における cancer panel の構築を目的とした分子遺
伝学的検索

1999/01/01～
2028/03/31

2013-119 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院 血液腫瘍における検体保存の基盤構築
2013/11/28～
2028/03/31

2013-118 成田　善孝 中央病院
小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築　Ⅰ.髄芽腫、上
衣腫

2000/01/01～
2018/12/31

2013-117 池田　公史 東病院
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

2013/09/04～
2024/09/03

2013-116 奥坂　拓志 中央病院
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

2013/09/04～
2024/09/03

2013-115 福田隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植における移植前body mass index と予後の
関連についての後方視的研究

2013-114 森谷麻希 中央病院
ドセタキセルの爪毒性に関する実態調査―フローズングローブ
介入の有効性の検討―

2013-113 矢野美穂 中央病院
乳がん患者の頭皮冷却下における化学療法中の症状の実態と
看護介入について

2013-112 原田真由 中央病院
外来でオキサリプラチン治療を受けているがん患者のアレル
ギー症状に関する実態調査

2013-111 落谷　孝広 研究所 固形癌における血清診断に有用なバイオマーカーの探索
2002/01/01～
2017/02/28

2013-110 青景　圭樹 東病院 腎癌肺転移に対する手術治療の意義
2013/08/26～
9999/12/31
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2013-109 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に
関する研究

2013/05/10～
2021/03/31

2013-108 向井　博文 東病院
JBCRG-C05 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

2013/09/04～
9999/12/31

2013-107 福田　隆浩 中央病院
持続する発熱性好中球減少症に対する従来型の経験的抗真菌
治療とD-indexに基づく早期抗真菌治療の無作為割付比較試験
(CEDMIC trial)　（日本FN研究会　第6次研究）

2013/08/26～
9999/12/31

2013-106 青景　圭樹 東病院 胃癌・大腸癌治療の既往のある原発性肺癌切除例の検討
2013/09/04～
9999/12/31

2013-105 津金　昌一郎 がん対策研究所
多目的コホート研究データを利用した、疫学研究における疾病
登録のDPC活用可能性の検討に関する研究

2013/08/28～
9999/12/31

2013-104 根津　雅彦 東病院
悪性リンパ腫の分子標的療法のターゲットになる新規遺伝子探
索 -全エクソーム／全トランスクリプトーム解析-

2013/09/04～
9999/12/31

2013-103 濱田哲暢
研究所（早期・臨
床開発センター）

ALK融合遺伝子迅速測定方法の開発
2002/01～
2013/05

2013-102 落谷　孝広 研究所
粘液型脂肪肉腫のがん幹細胞に関与するmicroRNAおよび標的
遺伝子の解析検討

1999/01/01～
2016/03/31

2013-101 小田　一郎 中央病院
胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の潰瘍治癒に及ぼ
す Helicobacter pylori 除菌療法の影響に関する検討

2013/09/06～
9999/12/31

2013-100 後藤　功一 東病院
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）

2013/10/22～
2018/12/31

2013-099 久保木　恭利 東病院
Gene Alterations of Fibroblast Growth Factor Receptors in 
Gastric Cancer Cell Lines and Surgical Tissue Specimens

2004/01/01～
2013/12/31

2013-098 田原信 東病院
切除不能局所進行頭頸扁平上皮癌に対するCisplatin併用化学
放射線療法の遡及的研究

2013-097 高橋　秀明 東病院
膵腺房細胞癌の背景と切除不能・再発症例に対する化学療法
に関する多施設後ろ向き研究

2013/08/26～
9999/12/31

2013-096 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホート研究における眼科疾患、認知症およびうつ病の
リスク要因と一次予防対策解明のための分析疫学的研究

2014/04/01～
2016/03/31

2013-095 酒井　康之 東病院 腎盂尿管癌患者におけるリンチ症候群の有病率の推定
2013/08/20～
9999/12/31

2013-094 野澤　桂子 中央病院
外見関連の情報提供を中心とした患者サポートプログラムの有
用性に関する研究

2013/11/12～
9999/12/31

2013-093 西田　保則 東病院
胃癌における新たなHER2,EGFR判定法の検証、および原発-転
移巣間のHeterogeneityの研究

2013/08/26～
9999/12/31

2013-092 梅村　茂樹 東病院
再発時脳転移を有する小細胞肺癌に対するレトロスペクティブ
研究

2013/07/30～
9999/12/31

2013-091 坪井　正博 東病院
JCOG1211 胸部薄切CT 所見に基づくすりガラス影優位の
cT1N0 肺癌に対する区域切除の非ランダム化検証的試験

2013/08/26～
9999/12/31

2013-090 渡邉　俊一 中央病院
JCOG1211 胸部薄切CT 所見に基づくすりガラス影優位の
cT1N0 肺癌に対する区域切除の非ランダム化検証的試験

2013/08/26～
9999/12/31
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2013-089 後藤　功一 東病院
JCOG1210/WJOG7813L 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

2013/08/08～
9999/12/31

2013-088 大江　裕一郎 中央病院
JCOG1210/WJOG7813L 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

2013/08/08～
9999/12/31

2013-087 清水千佳子 中央病院
第 I 相試験に参加した進行再発乳癌患者の検討 （レトロスペク
ティブスタディ）

2013-086 清水　千佳子 中央病院
JIVROSG-1107(RESAIC-Ⅱ)化学療法抵抗性局所進行・再発乳
がんに対するエピルビシン・5-FU併用動注化学療法による緩和
的局所治療　第Ⅱ相試験

2013/10/21～
2020/10/20

2013-085 栁下　淳
先端医療開発セ
ンター(柏)

手術検体を用いた食道発がんプロセスにおける機能変化の研
究

2013/09/04～
9999/12/31

2013-084 葉　清隆 東病院
CSPOR LC-02　Epidermal Growth Factor Receptor activating 
mutation positive（EGFRm+）の進行・再発非小細胞肺がん
（NSCLC）治療の観察研究

2013/09/05～
9999/12/31

2013-083 永井完治 東病院
上皮増殖因子受容体阻害薬（EGFR-TKI）時代における完全切
除された非小細胞肺癌の再発後予後

2013-082 (PDF) 成田　善孝 中央病院
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-

2013/08/05～
9999/12/31

2013-081 (PDF)
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用
に関する研究

2011/01/01～
2027/03/31

2013-080 後藤田直人 東病院
切除不能進行膵頭部癌に対する緩和的消化管バイパス術の有
用性に関する検討

2013-078 小川　朝生 東病院 相談支援センターのプログラム評価に関する予備的検討
2013/09/04～
9999/12/31

2013-077 矢内貴子 中央病院
ホスアプレピタントメグルミン投与に伴う注射部位反応の発現状
況、およびリスク要因に関する調査

2013-076 久保木恭利 東病院
切除不能進行・再発胃癌におけるGPC3と臨床病理学的特徴お
よび予後の関連に関するレトロスペクティブ研究

2004/04～
2010/12

2013-075 髙島　淳生 中央病院
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

2013/10/02～
2017/12/31

2013-074 麻生智彦 中央病院
消化管検査における透視画像高画質化並びに高機能化に関す
る研究

2013-073 竹島　秀幸 研究所 がん組織及び正常組織の間質細胞の機能解析
2013/07/09～
2023/02/28

2013-072 新井　美奈子 中央病院
術後合併症発生頻度・周術期関連因子・予後の検討(術後腎機
能異常・肝機能異常・電解質異常・PONV(術後悪心・嘔吐)の発
生頻度、それに関連する術前・術中因子、及びその予後)

2014/02/19～
9999/12/31
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2013-071 秋元　哲夫 東病院
頸部食道癌に対する強度変調放射線治療（ IMRT: Intensity 
Modulated RadiationTherapy）を用いた化学放射線療法の多施
設共同第II 相臨床試験

2013/08/21～
9999/12/31

2013-070 稲葉　浩二 中央病院
頸部食道癌に対する強度変調放射線治療（ IMRT: Intensity 
Modulated RadiationTherapy）を用いた化学放射線療法の多施
設共同第II 相臨床試験

2013/08/21～
2021/08/20

2013-069 福田　治彦 中央病院 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク
2013/07/05～
2100/12/31

2013-068 南　陽介 東病院
JCOG1105 高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄
腫患者に対するmelphalan+prednisolone+bortezomib （MPB） 導
入療法のランダム化第II 相試験

2013/07/12～
2016/04/22

2013-067 伊豆津　宏二 中央病院
JCOG1105 高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄
腫患者に対するmelphalan+prednisolone+bortezomib （MPB） 導
入療法のランダム化第II 相試験

2013/07/12～
2016/04/22

2013-066 秋元　哲夫 東病院
前立腺癌に対するIMRT/IGRT併用寡分割照射法の第Ⅱ相臨床
試験

2013/07/04～
9999/12/31

2013-065 伊丹　純 中央病院
前立腺癌に対するIMRT/IGRT併用寡分割照射法の第Ⅱ相臨床
試験

2013/07/04～
9999/12/31

2013-064 上野　秀樹 中央病院
切除不能進行・再発膵癌患者を対象にしたS-1、イリノテカンお
よびオキサリプラチン併用療法（S-IROX療法）の第I相臨床試験

2013/09/12～
9999/12/31

2013-063 篠原　旭 東病院
進行肝細胞癌患者におけるSorafenib療法の有害事象と治療効
果との関係の検討

2013/07/02～
9999/12/31

2013-062 石川　Ｂ光一
先進医療・費用対
効果評価室

大腸がん患者に関する多施設データプラットフォームの構築お
よび、患者治療実態とアウトカムの分析

2013/06/18～
9999/12/31

2013-061 小林美沙樹 東病院 ソラフェニブとワルファリン併用によるINR変動の検討

2013-060 (PDF) 河野　隆志 研究所 肺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
2000/01/01～
2025/12/31

2013-058 藤　重夫 中央病院
フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対する同種
造血幹細胞移植後の微小残存病変の動態に関する観察研究

2013/07/19～
9999/12/31

2013-057 菅原　俊祐 中央病院
JIVROSG-0802 NBCA-リピオドール混合液による血管塞栓術に
ついての第Ⅱ相試験

2013/09/12～
9999/12/31

2013-056 柳下淳 東病院 頭頸部表在癌に対する超拡大内視鏡所見の検討

2013-055 首藤　昭彦 中央病院
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

2013/07/11～
2023/12/31

2013-054 津金　昌一郎 がん対策研究所
受動喫煙マーカーとしての血漿コチニン濃度測定についての予
備的検討

1994/02/01～
1998/02/28

2013-053 富岡　利文 東病院
頭頸部扁平上皮癌におけるlevel IIb領域およびlevel V領域の転
移状況の観察研究（多施設共同研究）

2013/07/19～
9999/12/31

2013-052 木下　貴之 中央病院
「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」におけるバイオマーカー探索研究

2013/09/05～
9999/12/31
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2013-051 田原　信 東病院
再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対する
Paclitaxel+Carboplatin+Cetuximab (PCE) 併用療法の第Ⅱ相試
験

2013/06/17～
9999/12/31

2013-050 松井礼子 東病院
がん医療における血液腫瘍科専属薬剤師が医療リスク回避に
果たす役割

2013-049 篠﨑　剛 東病院 進行中咽頭側壁癌の治療後嚥下機能障害に関する研究
2013/07/19～
9999/12/31

2013-048 田村　研治 中央病院
切除不能局所進行・再発乳がんに対するエリブリン化学療法の
薬物動態・薬力学・遺伝子解析に関する研究

2013/09/05～
2017/09/04

2013-047 (PDF) 成田　善孝 中央病院
悪性脳腫瘍患者のQOL・うつ病自己評価尺度と臨床像の相関に
関する研究

2013/05/31～
9999/12/31

2013-046 村上　直也 中央病院
婦人科悪性腫瘍に対する高線量率組織内照射の膣の耐用線量
に関する研究

2013/07/17～
9999/12/31

2013-045 (PDF) 関根　茂樹 中央病院 胃における腸上皮化生粘膜の分子病理学的解析
2011/01/01～
2013/12/31

2013-044 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植における移植前糖尿病と予後の関連につ
いての後方視的研究

2013/07/11～
9999/12/31

2013-043 野中哲 中央病院
原発性早期十二指腸癌の内視鏡的治療の適応および根治基準
の確立に関する多施設共同遡及的研究

2013-042 (PDF) 成田　善孝 中央病院
悪性脳腫瘍の新たなバイオマーカー及び分子標的の探索とそ
れらの臨床応用に向けた多施設共同研究による遺伝子解析

2002/01/01～
2030/03/31

2013-041 堀之内　秀仁 中央病院
肺癌に対するシスプラチン併用化学療法における短時間輸液療
法の多施設共同試験

2013/06/07～
9999/12/31

2013-040 飯田郁実 中央病院 抗がん剤治療を継続する肺がん患者の体験

2013-039 松元　祐司 中央病院
ITナイフ２を用いた胸腔鏡下全層胸膜生検の有用性・安全性の
検討

2013/11/18～
2017/11/17

2013-038 設樂　紘平 東病院
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/l-LV 療法vs. FLTAX
（5-FU/l-LV+PTX)療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

2013/06/12～
2018/02/28

2013-037 朴　成和 中央病院
JCOG1108 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/l-LV 療法vs. FLTAX（5-FU/l-
LV+PTX)療法のランダム化第II/III 相比較試験

2013/06/12～
2017/01/11

2013-036 後藤田直人 東病院
進行胃癌おける術前臨床検査項目値による腹膜転移予測につ
いての検討

2013-035 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

切除不能/再発胃癌患者の治療標的分子発現スクリーニングシ
ステムの構築

2013/08/20～
9999/12/31

2013-034 伊藤　雅昭 東病院
肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前FOLFOX療法の
治療反応性予測に関する研究

2013/06/21～
2018/12/22

2013-033 松原　伸晃 東病院
スニチニブ抵抗性となった転移性もしくは進行性腎細胞癌に対
するアキシチニブの治療薬物モニタリングに基づく個別化投薬
法の第II相試験

2013/07/19～
9999/12/31
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2013-032 (PDF) 大木　理恵子 研究所 がん抑制遺伝子ｐ５３を標的とした癌診断、癌治療薬の開発
2013/06/07～
2023/06/06

2013-031 山下　卓也 中央病院
本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存成人患者における
Quality of Life に関する調査研究

2013/06/11～
9999/12/31

2013-030 榎田智弘 東病院
再発性・転移性頭頸部扁平上皮癌におけるカルボプラチン・パク
リタキセル±セツキシマブ療法の遡及的研究

2013-029 和泉秀子 中央病院
がんをもつ親が自分の病気について子どもと話すことの体験と
支援のあり方に関する研究

2013-028 小林　幸夫 中央病院 KW-0761投与患者の長期予後解析研究
2013/08/28～
9999/12/31

2013-026 石井源一郎
東病院臨床開発
センター

腫瘍外リンパ管浸潤を有する肺腺癌のリンパ節転移予測の検
討

2005/04～
2012/12

2013-025 小田一郎 中央病院
H. Pylori除菌不応性の限局期胃MALTリンパ腫に対する放射線
治療の長期予後についての検討

1999/01～
2007/12

2013-024 田村研治 中央病院
乳がんに対するエリブリン単剤化学療法の有効性と副作用の臨
床的検討（レトロスペクティブスタディ）

2011/07～
2012/11

2013-023 小島　隆嗣 東病院
局所進行食道癌に対するDocetaxel, Cisplatin, 5-FU 併用導入
化学療法の臨床第II相試験

2013/08/27～
9999/12/31

2013-022 加藤　健 中央病院
局所進行食道癌に対するDocetaxel, Cisplatin, 5-FU 併用導入
化学療法の臨床第II相試験

2013/08/27～
9999/12/31

2013-021 南　陽介 東病院
JALSG APL212 急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを
用いた寛解後治療第Ⅱ相臨床試験

2013/10/24～
2021/03/31

2013-020 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG APL212 急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを
用いた寛解後治療第Ⅱ相臨床試験

2013/10/24～
2021/03/31

2013-019 南　陽介 東病院
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
的ランダム化比較試験

2013/10/24～
2016/03/31

2013-018 伊豆津　宏二 中央病院
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
的ランダム化比較試験

2013/10/24～
2016/03/31

2013-017 南　陽介 東病院
JALSG APL212G 65歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する
ATOによる地固め療法第Ⅱ相臨床試験

2013/09/13～
2018/12/31

2013-016 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG APL212G 65歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する
ATOによる地固め療法第Ⅱ相臨床試験

2013/09/13～
2016/10/31

2013-015 南　陽介 東病院
JALSG　AML209GS 試験付随研究　成人急性骨髄性白血病の
発症・進展および治療反応性、副作用に関係する遺伝子異常の
網羅的解析

2013/12/19～
2022/03/07

2013-014 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG　AML209GS 試験付随研究　成人急性骨髄性白血病の
発症・進展および治療反応性、副作用に関係する遺伝子異常の
網羅的解析

2013/12/19～
2027/03/31

2013-013 石川　光也 中央病院
子宮頸部扁平上皮癌Ia2期における縮小手術の可能性を検討す
るための観察研究　JGOG1071S

1997/01/01～
2007/12/31

226 / 319 ページ

https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/2013-032.pdf


研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2013-012 丸山大 中央病院
t(14;16)陽性c-MAF陽性の多発性骨髄腫に関する多施設後方
視的調査研究

2013-011 (PDF) 関根　茂樹 中央病院 消化器腫瘍の免疫組織化学的・分子病理学的検索
1985/01/01～
2023/03/31

2013-010 島田安博 中央病院
病期III期の下部直腸癌に対する術後補助mFOLFOX6療法の治
療成績

2013-009 山田康秀 中央病院
進行固形癌患者を対象としたRO4987655に関連するバイオマー
カーの探索的検討

2002/01～
2014/03

2013-008 稲葉　浩二 中央病院
頭頸部放射線治療における遊離空腸の有害事象についての研
究

2013/07/05～
9999/12/31

2013-007 稲葉　浩二 中央病院 頭頸部がんと食道がんの同時放射線治療に関する研究
2013/07/05～
9999/12/31

2013-006 石川　光也 中央病院 予後不良組織型子宮体がん（漿液性腺癌）についての調査研究
2013/05/09～
9999/12/31

2013-005 小島隆嗣 東病院
臨床病期Ⅱ-Ⅲ期(Non-T4)食道扁平上皮癌に対する集学的治
療としての根治的化学放射線療法の長期成績

2013-004 松浦友一 中央病院 血管新生阻害薬と高血圧～当院での症例の検討～

2013-003 石木寛人 東病院
オキシコドン徐放製剤とフェンタニル貼付剤の等価換算比を検
討する多施設共同観察研究

2013-002 齋藤　豊 中央病院
大腸腫瘍における内視鏡的粘膜下層剥離術の長期予後に関す
る観察研究

2013/08/09～
2018/08/08

2013-001 加藤　健 中央病院
消化管がんにおける末梢循環腫瘍細胞Circulating tumor cells
（CTCs）の遺伝子検査の有用性の検討

2013/05/21～
2021/05/20

2012-377 濱田哲暢 研究所
胆道癌肝葉切除例に対するゲムシタビン術後化学療法に関す
る薬物動態研究（KHB01101）

2012-376 山内　稚佐子 東病院
光機能性有機蛍光プローブによる微小がん検出に関する探索
的研究

2013/05/31～
9999/12/31

2012-375 横田　満 東病院 大腸癌肺転移切除後の再発形式と治療別の予後の検討
2013/04/26～
9999/12/31

2012-374 (PDF) 山本　昇 中央病院
がん患者の臨床検体を用いた、治療効果および毒性に関する
遺伝子のプロファイリング研究　Cancer Gene Profiling Study

2013/06/27～
2023/06/26

2012-373 田村　研治 中央病院
マスイメージング技術を用いた組織内薬物動態解析の有用性と
安全性を検討する臨床研究

2013/07/11～
2016/07/10

2012-372 奥坂拓志 中央病院
悪性腫瘍患者における抗癌剤治療後の好中球減少期における
血流感染症についての検討

2012-371 山下　卓也 中央病院
成人急性骨髄性白血病に対する同種造血幹細胞移植における
細胞遺伝学的リスク層別化システムの開発

2013/04/26～
9999/12/31

2012-370 關本翌子 東病院 末期ケアの臨床経済的な評価手法に関する研究

2012-369 池田　公史 東病院
JCOG1113 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

2013/05/01～
9999/12/31
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2012-368 奥坂　拓志 中央病院
JCOG1113 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

2013/05/01～
9999/12/31

2012-367 濱口　哲弥 中央病院 抗がん剤治療を受ける消化管がん患者の免疫モニタリング
2013/06/21～
2019/06/20

2012-366 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
乳がん罹患リスクに関連する遺伝子多型の探索を目的とした大
規模国際共同研究

2001/01/01～
2006/12/31

2012-365 本田　一文 研究所 消化器がん組織を用いた分子標的治療法の開発
2013/04/23～
9999/12/31

2012-364 中濱　洋子 中央病院

ANZGOG-0701症状緩和のための化学療法が再発卵巣がん患
者の症状をいかに改善するかプラチナ製剤抵抗性／不応性卵
巣癌患者における緩和的化学療法の評価のための客観的効果
および主観的症状改善の評価

2013/06/07～
9999/12/31

2012-363 田村　研治 中央病院

内分泌療法既治療の閉経後手術不能又は再発乳癌患者に対
するベバシズマブとパクリタキセルの併用療法の非進行例を対
象としたベバシズマブとパクリタキセルの継続療法と内分泌療法
単独維持療法後のベバシズマブとパクリタキセルの再導入療法
のランダム化比較試験における効果予想因子の探索的研究

2013/07/11～
9999/12/31

2012-362 田村　研治 中央病院

内分泌療法既治療の閉経後手術不能又は再発乳癌患者に対
するパクリタキセルとベバシズマブ療法の非進行例を対象とした
パクリタキセルとベバシズマブ継続療法と内分泌維持療法のラ
ンダム化第Ⅱ相試験

2012/08/01～
2017/07/31

2012-360 田村　研治 中央病院
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

2013/04/16～
2017/03/31

2012-359 吉田朗彦 中央病院 類上皮肉腫と悪性ラブドイド腫瘍の免疫形質に関する研究
1999/01～
2012/02

2012-358 柴田　大朗
研究支援センター
(築地)

JCOG1216-A PFSとOSを同時検証する被験者数算定法の適用
事例をJCG9802のデータから検討するための研究

2013/04/22～
9999/12/31

2012-357 武藤　倫弘 がん対策研究所 運動実践介入が肥満者の心身の健康に及ぼす影響
2013/08/06～
9999/12/31

2012-356 野中哲 中央病院
十二指腸腫瘍に対する内視鏡切除（ER）の治療成績の検討 
（Retrospective study）

2012-355 野中哲 中央病院
胃管癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療成績の
検討 （Retrospective study）

2012-354 酒井　康之 東病院
日本人における上部尿路癌の再発・予後予測ノモグラムの作成
と検証

2013/05/07～
9999/12/31

2012-353 全田　貞幹 東病院
局所進行頭頸部扁平上皮癌に対する導入化学療法（ドセタキセ
ル＋シスプラチン＋セツキシマブ）と放射線療法及びセツキシマ
ブ併用療法の第II相試験

2013/07/12～
9999/12/31

2012-352 大江裕一郎 東病院 アジアにおけるEGFR遺伝子変異検査の現状把握のための調査

2012-351 栗原　美穂 東病院
胸部食道がん患者と医師・看護師連携による術後機能回復促
進プログラム（STEPプログラム）のFeasibility study

2013/06/21～
9999/12/31
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2012-350 稲葉浩二 中央病院 胃リンパ腫の放射線治療後の胃癌の発生率に関する研究

2012-348 田中千賀 中央病院
ブスルファンとメルファラン併用大量化学療法後の一過性血小
板減少に関する後方視的研究

2012-347 温泉川真由 中央病院 子宮癌肉腫症例に関する調査研究

2012-346 中島美文 東病院 砕石位での手術中に発生した褥瘡の現状と対策

2012-345 柿沼　龍太郎 中央病院
肺がんCT検診で発見される肺結節の良悪性鑑別のための経過
観察システムの開発に関する研究

2013/04/03～
9999/12/31

2012-344 小西　大 東病院
膵癌術前化学療法としてのGemcitabine+S-1 療法（GS 療法）の
第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験（Prep-02/JSAP-05）

2013/03/26～
2016/01/31

2012-343 島田　和明 中央病院
膵癌術前化学療法としてのGemcitabine+S-1 療法（GS 療法）の
第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験（Prep-02/JSAP-05）

2013/01/22～
2016/01/22

2012-341 佐藤佳奈絵 東病院 フェニトイン注の注射部位反応及び配合変化の実態調査

2012-340 落谷　孝広 研究所
microRNAならびにexosome発現解析に基づく骨軟部腫瘍の新
規バイオマーカー開発研究

2011/05/01～
2023/04/22

2012-339 内藤　陽一
早期・探索臨床研
究センター

アンスラサイクリン、周術期タキサン既治療のHER2陰性術後再
発乳がんにおいて、エリブリンとアルブミン結合パクリタキセルを
比較するランダム化比較第Ⅱ相試験

2012-338 田中　喬 中央病院
HLA半合致移植後にシクロフォスファミドを用いたGVHD予防法
におけるサイモグロブリン併用を検討する前向き臨床試験（ミニ
移植版）Phase I

2013/03/01～
2018/02/28

2012-337 佐野　智望 がん対策研究所 Pemetrexed投与患者に対するNSAID併用の影響に関する調査
2013/04/26～
9999/12/31

2012-336 佐野　智望 がん対策研究所
シプロフロキサシン経口製剤の高用量投与における有効性・安
全性の評価

2013/04/26～
2019/12/31

2012-335 (PDF) 米盛　勧 中央病院 希少がんの臨床病理学的検討（後方視的研究）
2013/03/06～
2025/03/31

2012-334 金子　基子 東病院
乳がん術後の無再発期間の推移と薬物療法開発が与える影響
の検討

2013/03/21～
9999/12/31

2012-333 坪井　正博 東病院
JCOG1205/JCOG1206 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

2013/03/13～
9999/12/31

2012-332 渡邉　俊一 中央病院
 JCOG1205/JCOG1206 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

2013/03/13～
9999/12/31

2012-331 森本　浩之 東病院
食道扁平上皮癌患者に対するNBI内視鏡を用いた頭頸部領域
のサーベイランスおよび頭頸部扁平上皮癌への早期治療介入
の臨床的有用性に関する検討

2013/03/08～
9999/12/31

2012-330 鈴木真也 東病院
頭頸部癌患者におけるCetuximab治療における皮疹対策として
のテトラサイクリン系抗菌薬のアドヒアランスと安全性に関する
実態調査

2012-329 鈴木真也 東病院
頭頸部癌患者におけるCetuximabによるInfusion reactionの実態
とリスク因子に関する研究
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2012-328 桑田　健 東病院
胃がんに対する新規薬剤開発支援のための研究基盤確立と遺
伝子変異・発現情報エンサイクロペディアの作成にかかわる研
究

2013/05/10～
2017/05/09

2012-327 茂木　厚 東病院
頭頸部扁平上皮癌におけるHPV関連蛋白やがん幹細胞マー
カーの発現と放射線治療効果の相関に関する検討

2013/03/21～
9999/12/31

2012-324 後藤　功一 東病院
中等度催吐性リスクのがん化学療法に伴う悪心・嘔吐の観察研
究

2013/03/21～
9999/12/31

2012-323 後藤　功一 東病院
縦隔リンパ節転移を有するIIIA期N2非小細胞肺癌に対する術前
の化学放射線療法と手術を含むtrimodality治療の実施可能性
試験

2013/05/21～
9999/12/31

2012-322 渡邊清高
がん対策情報セ
ンター

国民・患者の臨床研究・治験に関する情報利用実態とニーズ調
査

2012-321 大江裕一郎 東病院
肺腺癌における癌細胞が特異的に生成するシェディング産物の
網羅的解析によるがんの早期診断システムの開発

2012-320 近藤　格 研究所 軟骨肉腫腫瘍細胞株の樹立と分子情報の解析
2014/03/13～
2015/03/12

2012-319 松井礼子 東病院
化学療法を施行した血液腫瘍患者におけるヘルペスウイルス感
染のリスク因子の検討

2012-318 平家　勇司
早期・探索臨床研
究センター（築地）

余剰血清・血漿を用いた免疫バイオマーカーの解析研究
2013/03/06～
9999/12/31

2012-317 塚崎　邦弘 東病院
悪性リンパ腫における可溶型LR11蛋白質の血清中濃度ならび
にLR11蛋白質の腫瘍細胞発現と予後予測および微小残存病変
評価に関する多施設共同観察研究

2013/03/21～
2018/12/31

2012-316 斎藤豊 中央病院
胃、結腸、直腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜切開剥離術 
(Endscopic Submucosal Dissection) 施行後のカプセル内視鏡を
使用した後出血モニタリングの安全性の検討について

2012-315 山﨑　直也 中央病院
日本人メラノーマ患者に対するBRAFV600遺伝子変異に関する
臨床研究

2013/02/28～
9999/12/31

2012-314 石井源一郎 東病院
導入化学もしくは化学放射線療法後に肺切除が施行された非小
細胞肺癌の残存腫瘍および微小環境における病理組織学的検
討

2012-313 金子和弘 東病院
食道静脈瘤を合併した食道表在癌に対し内視鏡的粘膜下層剥
離術を施行した4例

2012-312 植村隆 東病院 デノスマブにおける低カルシウム血症発症のリスク因子解析

2012-311 北見紀明 東病院 クリゾチニブの副作用発現の実態調査

2012-310 藤井　誠志 東病院
乳癌病理組織標本を用いた生物学的悪性度、治療方針決定に
関わる分子の探索的研究

1992/01/01～
2012/12/31

2012-309 池田公史 東病院
進行性肝細胞癌を対象としたGC33に関連するバイオマーカー
の探索的検討

2010/10～
2011/10
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2012-308 金子和弘 東病院 食道癌患者における口腔内及び食道内微生物叢に関する研究

2012-307 加藤　雅志
がん対策情報セ
ンター

一般市民およびがん患者のがん医療に対する意識に関する研
究

2013/02/22～
9999/12/31

2012-306 津金昌一郎
がん予防・検診研
究センター

多目的コホートにおける血液を用いた大腸がんのコホート内症
例・対照研究 収集サンプルを用いたビタミンD濃度較正のため
の資料の提供

2012-305 竹島　秀幸 研究所
食道がん、胃がん、大腸がん、乳がん、神経芽細胞腫、肺がん、
膵がん、骨軟部腫瘍のジェネティック、及びエピジェネティックな
変化の研究

2000/01/01～
2018/03/31

2012-304 船崎秀樹 東病院
HCV抗体陽性またはHBs Ag陽性の進行肝細胞癌患者における
ソラフェニブ療法の有効性と安全性の検討

2012-303 川井　章 中央病院 骨肉腫における予後予測ノモグラムの開発
2013/03/06～
9999/12/31

2012-302 小川　朝生 東病院 がん患者の不安に対する認知行動療法：実施可能性研究
2013/04/19～
9999/12/31

2012-300 安川恵美子 東病院
外来化学療法を受ける乳癌患者に対するテレフォンフォローアッ
プの有用性

2012-299 高橋進一郎 東病院
膵頭十二指腸切除および膵体尾部切除における膵痩予測と対
策の検討

2012-298 柳下淳 東病院
咽頭basal cell hyperplasia (BCH)のnarrow-band imaging (NBI)を
用いた内視鏡所見に関する検討

2012-297 青景圭樹 東病院
病理所見と長期予後から見たcT1bN0M0肺腺癌における画像的
非浸潤癌

2012-296 高山智子
がん対策情報セ
ンター

がん診療体験に関する実態調査

2012-295 木下　寛也 東病院
ICTによる情報共有システムを用いた地域連携モデルの実施可
能性の検討

2013/01/30～
9999/12/31

2012-294
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所 子育て中のがん患者の割合や傾向を把握するための研究
2013/01/31～
9999/12/31

2012-293 塚崎邦弘 東病院 第11次 ATL 全国実態調査研究

2012-292 石井和美 中央病院
苦痛のあるがん患者への生姜湯を用いた足浴の効果－質的研
究法を用いて－

2012-291 濱田哲暢 研究所
重度慢性腎障害患者におけるカルボプラチンの薬物動態学的
検討

2012-289 吉田純司 東病院
Oxaliplatinが本邦に導入された後の大腸癌肺転移症例に対する
肺転移切除の意義を検討する多施設共同後ろ向き臨床研究

2012-288 駒井　好信 東病院 腎癌に対する腎部分切除における周術期成績の後ろ向き研究
2013/04/03～
9999/12/31

2012-287 森文子 中央病院
経口抗がん剤治療のアドヒアランスを高める看護実践の実態
（全国調査）
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2012-286 濱田　哲暢 研究所
進行・再発非小細胞肺癌患者におけるBevacizumab(ベバシズマ
ブ)の有効性とVEGF関連遺伝子群の相関解析研究

2011/09/01～
2014/09/30

2012-285 山下卓也 中央病院
同種造血幹細胞移植施行後の鉄過剰患者に対する鉄キレート
治療（デフェラシロクス）の有効性と安全性検討試験

2012-284 梅村　茂樹 東病院
初発時脳転移を有する小細胞肺癌に対するレトロスペクティブ
研究

2013/02/07～
9999/12/31

2012-283 吉野　孝之 東病院
大腸がんを対象としたKRAS遺伝子変異検出手法の比較試験及
び変異プロファイリングの検討

2013/02/07～
9999/12/31

2012-282 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

直腸LST病変に併存するSkirtに関する臨床病理学的・分子生物
学的研究

2013/04/03～
9999/12/31

2012-281 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

膵癌におけるがん細胞が特異的に生成するシェディング産物の
網羅的解析によるがんの早期診断システムの開発

2011/06/13～
2021/04/16

2012-280 永井完治 東病院 末梢小型GGO肺癌に対する積極的縮小手術の長期予後

2012-279 堤田　新 中央病院
メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移陽性例に対する至適リ
ンパ節郭清範囲を明らかにするための後方視的研究

2013/02/05～
9999/12/31

2012-278 出雲　雄大 中央病院 呼吸器内視鏡検査での診断に関与する因子の検討
2013/01/11～
9999/12/31

2012-277 青景圭樹 東病院
早期に切除すべき肺結節の胸部薄切CT所見とは？～肺癌再発
と長期予後からみたCT所見～

2012-276 青景圭樹 東病院 大腸癌肺転移に対する反復切除例の予後

2012-275 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌の根治的化学放射線療法及び根治的放射線
療法後の局所遺残・再発病変に対する内視鏡的粘膜切除術の
有効性に関する検討

2013/02/15～
9999/12/31

2012-274 楠本　昌彦 中央病院 国際新病理分類に準じた肺腺癌のCT画像評価とその取り扱い
2005/01/01～
2011/12/31

2012-273 本田　一文 研究所 血清・血漿を用いた肺がんのバイオマーカー開発
2013/02/07～
9999/12/31

2012-272 池松　弘朗
先端医療開発セ
ンター(柏)

家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試
験

2013/02/12～
9999/12/31

2012-271 山田　真善 中央病院
家族性大腸腺腫症に対する大腸癌予防のための内視鏡介入試
験

2013/02/12～
2025/09/02

2012-270 曽根　美雪 中央病院
上顎癌に対する放射線併用シスプラチン(CDDP)動注化学療法
第Ⅱ相臨床試験

2013/04/17～
9999/12/31

2012-269 小川朝生
東病院臨床開発
センター

がんに関連した心理社会的支援に対する認識に関する研究

2012-268 加藤　健 中央病院
化学療法、化学放射線療法、放射線療法を行った、食道がんの
治療成績調査

2013/01/23～
9999/12/31

2012-267 設楽紘平 東病院 進行胃癌患者を対象としたスルファサラジンの第Ⅰ相試験

2012-266 中島　美文 東病院
前立腺全摘術患者における骨盤底筋体操の効果および導入時
期の検討

2013/03/13～
9999/12/31
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2012-265 的場元弘 中央病院
当院の医療用麻薬を使用中の患者における制吐剤の使用状況
調査

2012-264 西田　俊朗 中央病院
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

2013/02/15～
2017/12/31

2012-263 近藤　格 研究所 消化管間質腫瘍の発生部位と予後に関わるタンパク質の解析
2013/02/07～
9999/12/31

2012-262 中谷　文彦 東病院

JCOG0304-A1 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」の付随研究
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

2013/01/23～
9999/12/31

2012-261 吉本　世一 中央病院
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

2013/01/16～
9999/12/31

2012-260 石川みはる 東病院
乳がん化学療法中の患者に対する日常生活活動促進看護プロ
グラムの効果検証

2012-259 (PDF) 堀之内　秀仁 中央病院
がん治療による重篤な有害事象の発症に関わる遺伝子多型の
研究

2000/04/01～
2027/03/31

2012-258 清水　怜 東病院

悪性中下部胆管閉塞に対する術前内視鏡的胆道ドレナージの
安全性と有用性を検討する多施設共同後ろ向き研究
Safety and efficacy of endoscopic preoperative biliary drainage 
in patients with malignant distal biliary obstruction: a 
retrospective multicenter study

2013/01/11～
9999/12/31

2012-257 後藤　功一 東病院
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理
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(LC-SCRUM-Japan)

2013/01/29～
2019/08/31

2012-256 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
多目的コホートにおける血液を用いた膵がんのコホート内症例・
対照研究

1990/01/01～
2009/12/31

2012-255 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

悪性腫瘍（メラノーマ）の新規腫瘍マーカー SPARC、GPC3の臨
床的有用性を確立することを目的とした多施設共同研究

2013/02/01～
2018/03/31

2012-254 小川　朝生 東病院
がん患者に対する外来診療を支援する予防的コーディネーショ
ンプログラムの開発

2013/03/08～
9999/12/31

2012-253 林隆一 東病院
「千葉県がん対策推進計画」の見直しに関するがん患者の意識
調査

2012-252 福田　隆浩 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫における同種造血幹細胞移植後の
微小残存病変および免疫機能モニタリング試験

2013/06/10～
2016/12/31

2012-251 石井源一郎 東病院
EGFR遺伝子変異を有する肺腺癌の病理組織所見によるEGFR-
TK1効果予測の検討

2012-250 吉野　孝之 東病院
切除不能・進行再発大腸癌における KRAS codon 61,codon 
146,BRAF,NRAS,PIK3CA がん関連遺伝子変異のプロファイリン
グの研究

2008/07/16～
2020/12/31

2012-249 成田　善孝 中央病院
WHO grade II神経膠腫の臨床経過・病理像・遺伝子発現の解析
と病理診断均てん化のための多施設共同研究

2012/12/20～
9999/12/31
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2012-248 木下　敬弘 東病院 肥満症例に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の検討
2012/12/20～
9999/12/31

2012-247 濱田哲暢 研究所
非小細胞肺癌腫瘍組織におけるEGFR-TKIの分子イメージング
に関する有用性の検討

2012-246 石川　光也 中央病院
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

2012/12/28～
9999/12/31

2012-245 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1107 治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹
腔鏡下手術の有用性に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

2013/01/09～
2021/07/08

2012-244 金光　幸秀 中央病院
JCOG1107 治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹
腔鏡下手術の有用性に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

2013/01/09～
2021/07/08

2012-243 村上直也 中央病院 頭頸部癌照射野内再発症例に対する再照射に関する調査研究

2012-242 加藤雅志
がん対策情報セ
ンター

国立がん研究センター中央病院 緩和ケア研修会の効果に関す
る研究

2012-241 河本　博 企画戦略局(築地)
難治性神経芽腫に対するValproic Acid (VPA) と 13-cis-
RA(isotretinoin)併用療法　第Ⅰb 試験

2013/04/18～
9999/12/31

2012-240 永井完治 東病院
臨床病期 IA 期充実型非小細胞肺癌症例における縮小手術の
可能性 -PET-CT と病理学的浸潤性との関係-

2012-239 福田　隆浩 中央病院
成人T細胞白血病・リンパ腫（ATL）における同種造血幹細胞移
植後再発の後方視的検討

2012/12/06～
9999/12/31

2012-238 田村　研治 中央病院 血液検体を用いた抗体療法の効果予測研究
2013/04/05～
9999/12/31

2012-237 坂本　琢 中央病院
大腸癌術後サーベイランス内視鏡検査間隔と二次性病変発生
頻度に関する検討：遡及的多施設共同研究

2012/12/11～
9999/12/31

2012-236 田村　研治 中央病院
乳がんに対するエリブリンおよびオラパリブ併用化学療法第Ⅰ
／Ⅱ相試験に付随する薬物動態および薬力学研究、有効性に
関するバイオマーカー探索的研究

2013/01/22～
2016/06/30

2012-235 大江裕一郎 東病院
ALK検査におけるFISH法と高感度IHC法による検査結果不一致
検体の検討

2012-234 山本　精一郎 がん対策研究所 乳がん患者の多目的コホート研究　瀬戸内
2013/03/07～
9999/12/31

2012-233 吉田達哉 東病院
高齢者小細胞肺癌の化学療法の有用性、安全性に関するレトロ
スペクティブ研究

2012-232 吉田達哉 東病院
骨転移を有するEGFR遺伝子変異陽性肺癌に対するEGFR-TKI
の有用性の検討

2012-230 全田　貞幹 東病院
鼻／副鼻腔、頭蓋底腫瘍に対する陽子線治療　晩期毒性追跡
レポート

2012/12/11～
9999/12/31

2012-229 池田　公史 東病院
切除不能進行膵がんにおける癌性疼痛に対するオキシコドン塩
酸塩徐放錠と経皮吸収型フェンタニル製剤のランダム化比較試
験

2013/03/13～
2017/03/31
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2012-228 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

ヒト胃がん及び肺がん組織から採取したがん細胞の3次元培養
法の確立

2012/12/25～
9999/12/31

2012-227 原　智彦 中央病院 筋層非浸潤性膀胱がん症例の治療経過に関する研究
2012/12/04～
9999/12/31

2012-226 吉野　孝之 東病院
日本人StageIIおよびStageIII結腸癌治癒切除例に対する
Oncotype DX®Colon Cancer Assay再発スコアの妥当性関する
研究

2012/12/11～
9999/12/31

2012-225 小島　隆嗣 東病院
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

2012/12/04～
2024/03/03

2012-224 加藤　健 中央病院
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

2012/12/04～
2024/03/03

2012-223 斎藤博
がん予防・検診研
究センター

一般地域住民に対する大腸がん検診の受診勧奨に関するラン
ダム化比較試験

2012-222 津金　昌一郎 がん対策研究所
文部科学省科学技術戦略推進費による筑西次世代多目的コ
ホート研究における全ゲノムシークエンス解析

2012/12/28～
9999/12/31

2012-221 岩佐　悟 中央病院 切除不能な進行・再発胃癌の治療成績調査
2012/11/28～
9999/12/31

2012-220 伊藤　雅昭 東病院
腹膜鏡下手術の直腸癌術後排尿機能に与える影響に関する研
究

2012/12/03～
9999/12/31

2012-219 松原佳菜
東病院臨床開発
センター

頭頚部強度変調放射線治療における患者位置精度の遡及的検
討

2012-218 桑田　健 東病院
病理組織画像を用いたリンパ節内転移がん細胞自動抽出法の
開発

2013/01/07～
9999/12/31

2012-217 清水千佳子 中央病院
中学生を対象とした乳がん教育と啓発パンフレットの妥当性に
関する探索的研究

2012-215 堀之内秀仁 中央病院 化学放射線療法後の二次発がんに関する検討
2000/01～
2012/09

2012-214 後藤　功一 東病院
ALK融合遺伝子陽性肺がん患者に対するクリゾチニブの薬物動
態および毒性と遺伝子多型の多施設共同研究

2013/02/01～
9999/12/31

2012-213 藤原　豊 中央病院
ALK融合遺伝子陽性肺がん患者に対するクリゾチニブの薬物動
態および毒性と遺伝子多型の多施設共同研究

2013/02/01～
9999/12/31

2012-212 藤原　豊 中央病院
日本人ALK融合遺伝子陽性肺癌患者に対するクリゾチニブの薬
物動態研究

2013/02/27～
9999/12/31

2012-211 吉本世一 中央病院
口腔癌のセンチネルリンパ節におけるリンパ管新生とリンパ節
転移に関する検討

2010/06～
2011/01

2012-210 藤原豊 中央病院 小細胞肺癌術後化学療法のレトロスペクティブ検討

2012-208 池田公史 東病院
切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対する TS-1 隔日
投与法のランダム化第 II 相試験

2012-207 池田公史 東病院
肝動脈化学塞栓術に不応の肝細胞癌に対するソラフェニブの有
効性 - シスプラチン肝動注化学療法との比較 -
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2012-206 永井完治 東病院
EGFR 変異陽性かつチロシンキナーゼ阻害剤を使用した肺腺癌
術後再発症例の検討

2012-205 加勢田馨 東病院
Identification of intravascular tumor microenvironment features 
capable of predicting the recurrence of pathological stage I lung 
adenocarcinoma

2012-204 加勢田馨 東病院 pⅠ期肺腺癌再発症例における遠隔転移予測因子の検討

2012-203 久保木　恭利 東病院
進行胃がん手術検体を用いた網羅的体細胞変異検索とエピゲ
ノム解析

2012/12/03～
9999/12/31

2012-202 木下寛也 東病院
大規模災害に備えたがん在宅緩和医療における課題と対策の
明確化に関する研究

2012-201 丸山大 中央病院 濾胞性リンパ腫の治療成績に関する後方視的調査研究
2001/01～
2010/12

2012-200 稲葉浩二 中央病院
眼瞼の扁平上皮癌に対する電子線による根治的放射線治療の
成績の解析

2012-199 出雲　雄大 中央病院 呼気ガス分析を用いた肺がんに対する診断法の開発研究
2012/11/19～
2013/05/18

2012-198 豊崎佳代
東病院臨床開発
センター

他院患者／医療者からの治験参加に関する電話問い合わせ対
応状況の評価

2012-197 落谷　孝広 研究所
大腸がんにおけるバイオマーカーとしての血液中ｍｉＲＮＡの同
定に関する多施設共同研究

2012/12/05～
9999/12/31

2012-196 小川　朝生 東病院
NIRS（Near - infrared spectroscopy）を用いたせん妄の機能画
像評価に関する検討

2013/05/01～
9999/12/31

2012-195 松本　禎久 東病院
進行がん患者の発熱における腫瘍熱と感染を鑑別する因子を
同定する観察的研究

2012/12/03～
9999/12/31

2012-194 松本　禎久 東病院
終末期癌患者の倦怠感および食欲不振におけるコルチコステロ
イド治療の有効性と有害事象を予測する因子に関するコホート
研究

2012/12/03～
9999/12/31

2012-193 松本　禎久 東病院
終末期癌患者の呼吸困難におけるコルチコステロイド治療の有
効性と有害事象を予測する因子に関するコホート研究

2012/11/14～
9999/12/31

2012-192 松本　禎久 東病院
終末期癌患者の呼吸困難におけるモルヒネ持続皮下・静脈注射
のコミュニケーションへの影響を予測する因子に関するコホート
研究

2012/11/14～
9999/12/31

2012-191 永井完治 東病院
肺癌術後5年無再発生存症例における晩期再発予測因子と予
後

2012-190 齋藤　典男 東病院
臨床的前立腺浸潤を伴う直腸癌手術における排尿経路再建に
対する Ileal Flap の有用性・安全性の評価

2013/03/13～
9999/12/31

2012-189 伊藤國明 東病院
当科における頭頸部のびまん性大細胞性B細胞リンパ腫77例の
臨床的検討

2012-188 川井　章 中央病院
骨盤悪性骨腫瘍に対する制御型人工関節の治療成績に関する
多施設共同研究

2012/12/06～
9999/12/31

2012-187 田村友秀 中央病院
局所進行非小細胞肺癌における遺伝子変異の頻度と治療効果
に関する検討

2000/01～
2012/08
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2012-186 渡邊清高
がん対策情報セ
ンター

在宅緩和ケアに対する意識の変化に関する研究

2012-185 永井完治 東病院
臨床病期IA期肺腺癌における薄切CTを用いた腫瘍3次元定量
解析と病理学的非浸潤癌との関連

2012-184 永井完治 東病院
臨床病期IB期肺腺癌における病理学的N0の術前予測因子の検
討

2012-182 中村有希子 中央病院 気管支鏡での診断に関与する因子の検討

2012-180 田村友秀 中央病院
非小細胞肺癌の術後局所再発に対する治療のレトロスペクティ
ブ検討

2012-179 永井完治 東病院
病理学的脈管浸潤・胸膜浸潤が非小細胞肺癌患者の切除後予
後に与える影響

2012-178 近藤　俊輔 中央病院
初発膵がんにおける静脈血栓塞栓症の合併率および静脈血栓
症に伴うバイオマーカーの探索的研究

2012/11/19～
9999/12/31

2012-177 金光　幸秀 中央病院
切除可能な直腸癌術後骨盤内再発の術前補助化学療法を用い
た第Ⅱ相臨床試験

2012/11/08～
9999/12/31

2012-175 河本　博 企画戦略局(築地)
再発・抵抗性神経芽腫に対するValproic Acid (VPA) 内服併用 
131Ｉ-metaiodobenzylguanidine (MIBG) 内照射療法　第Ib相試験

2013/03/29～
9999/12/31

2012-174 冲中　敬二 東病院
同種造血幹細胞移植後患者における13価肺炎球菌コンジュ
ゲートワクチン複数回接種の有効性および安全性の評価

2013/01/10～
2017/04/09

2012-173 伊藤　雅昭 東病院
直腸癌に対する手術後の排尿・性機能障害に関する前向き研
究

2012/11/19～
9999/12/31

2012-172 伊藤　雅昭 東病院 大腸がんに対する Reduced Port Surgery の前向き観察研究
2013/05/07～
9999/12/31

2012-171 今井　俊夫 研究所
膵がん及びその前がん病変における特異発現たんぱく質／遺
伝子の解析

2002/01/01～
2011/04/30

2012-170 出雲　雄大 中央病院
気管支鏡・局所麻酔下胸腔鏡で得られる微小検体を用いた遺伝
子変異・発現プロファイルの探索研究

2012/10/29～
2015/10/28

2012-169 西本寛
がん対策情報セ
ンター

院内がん登録全国データの相談支援センターにおける活用に関
する研究

2012-168 全田貞幹 東病院
多発骨転移を有する患者に対する Sr-89 療法 後ろ向きコホー
ト研究

2012-167 櫻庭　実 東病院
微小血管吻合術後血栓形成の危険因子解析に関する多施設共
同研究

2012/10/31～
9999/12/31

2012-166
東　尚弘（クロスア
ポ）

がん対策研究所
院内がん登録を用いた我が国における希少がん診療実態に関
する研究

2008/01/01～
2020/12/31

2012-165 米盛　勧 中央病院
若年がん患者を取り巻くがん診療・緩和治療支援の政策提言に
資する調査の多施設前向き共同研究

2013/01/31～
9999/12/31

2012-164 清水千佳子 中央病院
遺伝相談外来を紹介された乳がん患者の行動変容と行動変容
に影響を与える要因に関する探索的研究
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2012-163 鈴木純子 中央病院 乳房温存療法後の放射線治療後の皮膚ケアに関する研究

2012-162 仁保誠治 東病院
再発小細胞肺癌に対する60mg/m2 ・3週投与1週休薬法による
イリノテカン単剤療法の後ろ向き観察研究

2012-161 成田　善孝 中央病院
高精細3次元ディスプレイによる立体術中ナビゲーション技術の
開発研究

2012/10/17～
9999/12/31

2012-160 小川　朝生 東病院
がん治療中の患者の身体・精神機能、社会的状況に関する基
礎的調査

2012/10/26～
9999/12/31

2012-159 佐野　智望 がん対策研究所 がん診療における漢方薬のエビデンスと使用状況に関する調査
2012/10/31～
9999/12/31

2012-158 岸　達也 中央病院
同種造血幹細胞移植後患者の皮膚水分量・皮脂量に関する実
態と急性皮膚GVHD発症との関連の検討

2012/12/04～
9999/12/31

2012-157 古田耕 中央病院
検査目的に適合した検体の質を確保するための検体保存評価
法の検討

2012/09～
2012/10

2012-156 坪井　正博 東病院
切除可能悪性胸膜中皮腫に対し、胸膜切除／肺剥皮術を企図
して完全切除を行う集学的治療に関する遂行可能性確認試験

2012/12/11～
2013/10/31

2012-155 上野　秀樹 中央病院
切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対する TS-1 隔日
投与法のランダム化第Ⅱ相試験

2012/10/05～
9999/12/31

2012-154 松本　禎久 東病院
進行がん患者を対象とした予後予測の指標の再現性の検証試
験

2012/10/24～
9999/12/31

2012-153 小林美沙樹 東病院
80歳以上の高齢者の切除不能膵癌症例に対するゲムシタビン
療法の有効性と忍容性

2012-152 後藤田直人 東病院 膵体尾部切除術後の膵瘻発生に関するリスク因子の検討

2012-151 近藤俊輔 中央病院
外来化学療法施行患者の安全性を評価するシステムに関する
研究

2012-150 仁保誠治 東病院
マグネシウム前投与によるシスプラチンの腎機能障害抑制効果
のレトロスペクティブ研究

2012-149 平家　勇司
早期・探索臨床研
究センター（築地）

造血幹細胞移植後患者における Bcl-2 関連抗原ペプチドの同
定

2012/11/19～
9999/12/31

2012-148 永妻　晶子 東病院 切除不能再発胃癌組織を用いた臨床病理学的研究
2012/10/09～
9999/12/31

2012-147 石川　光也 中央病院
思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子宮頸
癌のHPV16/18陽性割合の推移に関する長期疫学研究（第Ⅰ期 
； 2012年4月-2019年12月）

2012/12/03～
9999/12/31

2012-146 成田　善孝 中央病院
5-アミノレブリン酸（5-ALA）による腫瘍標識と検出装置 VLD-EX 
による光線力学診断を用いた悪性脳腫瘍手術の探索的研究

2012/11/13～
9999/12/31

2012-145 藤原豊 中央病院
非小細胞肺癌患者に対するエルロチニブ療法の完全絶食時投
与と食事2時間後投与の薬物動態研究

2012-144 山下　卓也 中央病院
静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とリン酸フルダ
ラビン(Flu）を用いた移植前治療にブスルファン（Bu）の体内薬物
動態に関する多施設共同観察研究

2012/12/18～
9999/12/31
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2012-143 山下　卓也 中央病院
静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とリン酸フルダ
ラビン(Flu）を用いた移植前治療による同種造血幹細胞移植の
有効性と安全性を検討する多施設共同臨床試験

2012/12/04～
9999/12/31

2012-142 小林幸夫 中央病院 未分化大細胞型リンパ腫の発生に関わる分子機構の解明
1999/01～
2012/08

2012-141 竹内義人 中央病院 画像誘導下経皮的腹膜生検についての検討

2012-140 久保木　恭利 東病院
肝細胞癌、胆道癌、膵臓癌手術組織を用いた臨床病理学的研
究

2005/04/01～
2011/12/31

2012-139 三塚幸子 東病院 大腸内視鏡検査で前処置不良となる患者の実態調査

2012-137 田原　信 東病院

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

2012/10/15～
2019/04/14

2012-136 伊藤　雅昭 東病院
肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前
術後FOLFOX/XELOX療法併用肛門括約筋部分温存手術(ISR)
のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

2012/11/27～
2019/03/31

2012-135 金光　幸秀 中央病院
肛門温存困難な肛門近傍の局所進行下部直腸癌に対する術前
術後FOLFOX療法併用肛門括約筋部分温存手術(ISR)のランダ
ム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

2012/11/27～
9999/12/31

2012-134 小川　朝生 東病院
身体・精神症状に関する自記式評価尺度Edmonton Symptom 
Assessment System revised (ESAS-r)日本語版の信頼性・妥当
性に関する検討

2012/10/18～
9999/12/31

2012-133 濱口　哲弥 中央病院
高齢者切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/CDDP療法の
多施設共同第Ⅱ相試験

2012/11/14～
9999/12/31

2012-132 助友裕子
がん対策情報セ
ンター

学童を対象としたがん教育指導法の開発およびその評価

2012-131 齋藤　豊 中央病院
消化管腫瘍の診断に対するアミノレブリン酸（ALA）の有用性に
関する検討－Pilot試験（2施設）

2012/11/27～
9999/12/31

2012-130 岩佐　悟 中央病院

KRAS 野生型の切除不能進行・再発大腸がんに対するフルオロ
ピリミジン系、イリノテカン、オキサリプラチン、Bevacizumabに不
応不耐例を対象としたPanitumumab＋Bevacizumab±イリノテカ
ン併用療法臨床第Ⅰ相試験

2012/11/20～
2016/12/31

2012-129 葉　清隆 東病院
高齢者 IIIb/IV期非扁平上皮非小細胞肺癌に対するPemetrexed 
+ Carboplatin 併用 + Pemetrexed 逐次維持療法の多施設共同
第Ⅰ/Ⅱ相試験

2013/01/16～
9999/12/31

2012-128 軒原浩 中央病院
高齢者 IIIb/IV期非扁平上皮非小細胞肺癌に対するPemetrexed 
+ Carboplatin 併用 + Pemetrexed 逐次維持療法の多施設共同
第Ⅰ/Ⅱ相試験

2012-127 戸嶋雅道 東病院 日本における多発性脳転移に対する短期全脳照射の実態調査

2012-126 平家勇司 中央病院 乳がん患者末梢血単核球からの選択的NK細胞培養法の確立
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2012-125 小島　隆嗣 東病院
臨床病期Ⅱ/Ⅲ期(T4を除く)胸部食道扁平上皮癌を対象とした
Docetaxel+CDDP+5-FU(DCF)併用療法によるchemoselection後
に化学放射線療法あるいは外科切除の第Ⅱ相試験

2012/10/09～
2019/10/08

2012-124 鈴木　茂伸 中央病院 網膜芽細胞腫の治療効果および二次がん発症
2012/09/25～
9999/12/31

2012-123 宮本　慎平 中央病院 遊離空腸移植の術式標準化に関する研究
2012/08/30～
9999/12/31

2012-122 矢野友規 東病院
食道癌に対する内科的治療法後の難治性食道狭窄に対する
Radical Incision and Cutting (RIC) 法の有効性と安全性に関す
る検討

2012-121 後藤　功一 東病院
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

2012/12/04～
2016/11/01

2012-120 宮﨑梓 東病院
ストーマ造設患者を対象とした術前フォローアップ外来に関する
アンケート調査

2012-119 設楽紘平 東病院

Oxaliplatin, bevacizumab(BV)を含む初回化学療法不応のKRAS
野生型進行・再発結腸・直腸癌に対するFOLFIRI+Panitumtmab 
(Pmab) 併用療法 vs FOLFIRI+BV 併用療法のランダム化第 II 
相試験及び治療感受性・予後予測因子の探索的研究

2012-118 (PDF) 本間　義崇 中央病院
胃がん化学療法施行例における予後因子および耐性獲得機序
の解明に関する研究

2012/12/06～
2022/12/05

2012-117 藤　重夫 中央病院
HLA半合致移植後にシクロフォスファミドを用いたGVHD予防法
におけるサイモグロブリン併用を検討する前向き臨床試験　
PhaseⅠ

2012/11/20～
9999/12/31

2012-116 松橋久恵 東病院 食道がん手術を受ける患者への外来における看護介入

2012-115 松橋久恵 東病院
食道がん患者に対する手術準備外来による禁煙禁酒指導の効
果

2012-114 澤田　典絵 がん対策研究所
筑西地域における加齢黄斑変性、緑内障、糖尿病網膜症等の
眼科疾患のリスク要因と一次予防対策解明のための分析疫学
研究

2012/10/30～
2036/03/31

2012-113 澤田　典絵 がん対策研究所
文部科学省科学技術戦略推進費による次世代多目的コホート
研究プロトコールの高知県安芸市での実施

2012/08/28～
2014/03/31

2012-112 木下　寛也 東病院
緩和ケアにおける迅速な薬物療法の副作用・効果に関する観察
研究

2012/11/08～
9999/12/31

2012-111 和田典子 中央病院 同種移植後患者の動物（ペット）との接触に関する実態調査

2012-110 吉本　世一 中央病院
甲状腺未分化癌に対する weekly paclitaxel による化学療法の
認容性、安全性に関する前向き研究

2013/01/31～
9999/12/31

2012-109 坂本琢 中央病院
拡大内視鏡による早期大腸癌の深達度診断精度および再現性
の検討

2012-108 上原智子 中央病院
外来化学療法ホットラインにおける看護師に必要なスキルの考
察～ホットラインの実態調査より～

2012-107 坂本琢 中央病院 大腸ステント多施設共同前向き安全性観察研究
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2012-105 坪井　正博 東病院
特発性肺線維症(IPF)合併非小細胞肺癌に対する周術期 
pirfenidone（ピレスパ）療法の効果と安全性に関する第Ⅱ相試験

2012/11/22～
9999/12/31

2012-104 木下寛也 東病院
固形がん患者の呼吸困難に対するオキシコドンとモルヒネの有
効性に関する無作為化比較研究【CDR:Cancer Dyspnea Relief 
Trial】

2012-103 小田麻生 中央病院 卵巣境界悪性類内膜腫瘍の MRI 所見の検討

2012-102 吉野　孝之 東病院
JCOG1018 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に
関するランダム化比較第Ⅲ相試験

2012/07/24～
2019/01/23

2012-101 髙島　淳生 中央病院
JCOG1018 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に
関するランダム化比較第Ⅲ相試験

2012/09/05～
9999/12/31

2012-100 藤澤大介 東病院 療養生活についての質問票に関する調査：入院患者調査

2012-099 小川朝生 東病院
自記式症状評価法 Edmonton Symptom Assessment System 
revised (ESAS-r) 日本語版の開発

2012-098 伊丹　純 中央病院
子宮頸癌術後放射線治療における強度変調放射線治療 
(intensity modulated radiotherapy ; IMRT) の安全性についての
研究

2012/10/05～
9999/12/31

2012-096 田原　信 東病院
ドセタキセル抵抗性の切除不能・再発／転移頭頸部扁平上皮が
んに対するパクリタキセル単剤療法の第二相試験

2012/12/11～
9999/12/31

2012-095 金井　弥栄 研究所 ヒト消化器ならびに泌尿器上皮細胞の標準エピゲノム解析
2012/10/12～
9999/12/31

2012-094 清水　千佳子 中央病院

アンスラサイクリンおよびタキサン系の前治療歴を有するホルモ
ン受容体陰性かつHer2過剰発現を有さない（トリプルネガティ
ブ）切除不能進行・再発乳癌患者に対するカルボプラチン・S-1
併用療法phaseⅡ試験

2013/01/10～
2019/01/09

2012-092 福田隆浩 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）に対する骨随非破壊的移植前
処理を用いた非血縁臍帯血移植の安全性検討試験

2012-091 山下　卓也 中央病院
静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とシクロフォス
ファミド（Cy）を用いた移植前治療におけるブスルファン(Bu)の体
内薬物動態に関する多施設共同観察研究

2012/10/11～
9999/12/31

2012-090 山下　卓也 中央病院

静注用ブスルファン製剤（ivBu）の1日1回投与法とシクロフォス
ファミド（Cy）を用いた移植前治療による同種造血幹細胞移植の
有効性と安全性を検討する多施設共同無作為化非盲検臨床試
験

2012/10/11～
9999/12/31

2012-089 笠松高弘 中央病院
卵巣漿液性境界悪性腫瘍（serous borderline tumor, SBT）の病
態と臨床的取扱いに関する調査研究

2012-088 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による肺がんの悪性度に関わるタンパク質の
探索

2012/08/17～
9999/12/31

2012-087 成田　善孝 中央病院

JCOG1114Ｃ初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前
大量メトトレキサート療法＋放射線治療と照射前大量メトトレキ
サート療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療
法とのランダム化比較試験

2012/08/08～
2018/08/24

2012-086 石川　光也 中央病院 特殊組織型子宮体部腫瘍の当院における治療成績の解析
2012/07/31～
9999/12/31
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2012-085 山本有夏 中央病院
事例研究 同種造血幹細胞移植後 HHV-6 脳炎を合併した事例
の考察

2012-084 三浦智史 東病院
終末期がん患者における緩和ケア病棟から在宅緩和ケアへの
移行に障害となる要因に関する研究

2012-083 濱田　哲暢 研究所
既治療進行非小細胞肺癌の癌性髄膜炎に対するエルロチニブ
第Ⅱ相試験

2012/07/13～
2016/05/31

2012-082 温泉川真由 中央病院
子宮頚部小細胞癌の臨床背景と治療法についての後方視的検
討

2001/01～
2011/12

2012-081 (PDF) 谷内田　真一 研究所
高感度の最新シークエンス技術を用いた膵腫瘍の早期診断法
の開発

2012/07/30～
2025/03/31

2012-080 角川康夫
がん予防・検診研
究センター

女性の健康診断における女性医師の役割；大腸内視鏡検査

2012-079 細矢美紀
がん対策情報セ
ンター

がん患者の生活の不便さと生活上の工夫に関する調査

2012-078 松原　伸晃 東病院
乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問
紙調査（Ⅱ）

2012/07/17～
9999/12/31

2012-077 永井完治 東病院
完全切除された非小細胞肺癌の予後に対する腫瘍外リンパ管
侵襲の影響

2012-076 眞鍋知子 中央病院
前立腺癌のADC値と被膜外浸潤の有無との関連についての検
討

2012-075 津田均 中央病院 ヒトがん組織におけるオートファジー関連分子の発現の研究
1999/01～
2011/05

2012-074 並川健二郎 中央病院
皮膚悪性黒色腫に対する ICG 蛍光法を用いたセンチネルリン
パ節生検術におけるセンチネルリンパ節の同定不能に影響する
因子の後方視的研究

2012-073 並川　健二郎 中央病院
皮膚血管肉腫に対する従来の治療成績を明らかにするための
後方視的研究

2012/06/29～
9999/12/31

2012-072 澤田　典絵 がん対策研究所 筑西次世代多目的コホート研究
2012/06/21～
2022/12/31

2012-071 谷内田　真一 研究所
次世代シークエンサーを用いた■■■■■の全遺伝子のエクソ
ン解析

2011/05/13～
2016/03/31

2012-070 落谷　孝広 研究所 癌の微小環境における間葉系幹細胞の検討
2012/07/30～
9999/12/31

2012-069 平家勇司 中央病院 前立腺がん患者における Bcl-2 関連抗原ペプチドの同定

2012-068 長谷部孝裕 東病院
癌間質の組織形態像並びに生物学的性状に基づく癌悪性度評
価

2012-067 (PDF) 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

癌の硬さ計測の臨床的有用性に関する検討
2012/08/24～
2025/08/23

2012-066 村上直也 中央病院 膣癌に対する放射線治療

2012-065 淺村尚生 中央病院
本邦における胸腺上皮性腫瘍に対する外科治療成績の解析を
目的としたデータベース構築：多施設共同研究
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2012-064 木下敬弘 東病院
胃がん肝転移の外科的切除に関する多施設共同レトロスペク
ティブ研究

2012-063 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
膵がん患者血中およびがん組織内でのアミノ酸の変化パターン
に基付く膵がんバイオマーカーの検索に関する前向き研究

2012/06/28～
2015/06/27

2012-062 金成元 中央病院
同種造血幹細胞移植後の低栄養の頻度と低栄養が臨床経過に
与える影響に関しての後方視的研究

2012-061 澤田　典絵 がん対策研究所 データ統合のための妥当性研究
2012/11/01～
2014/11/01

2012-060 木下寛也 東病院
緩和医療科外来受診患者の有する薬学的問題点の調査および
薬剤師介入の有用性の検討

2012-059 永井完治 東病院
臨床病期 I 期下葉原発非小細胞肺癌における選択的リンパ節
郭清許容条件の検討

2012-058 後藤田直人 東病院 胃GIST手術症例における再発予測に関するリスク分類の検証

2012-057 鈴木真也 東病院 がん患者における医療用麻薬及び向精神薬の使用実態調査

2012-056 松本禎久 東病院
緩和ケア病棟転棟前後にせん妄と診断された患者の後方視的
検討

2012-055 川井　章 中央病院
本邦の骨軟部肉腫患者における静脈血栓塞栓症の発生頻度と
予測因子に関する前向き観察研究

2012/07/05～
9999/12/31

2012-054 落谷　孝広 研究所 肺癌幹細胞に関与するmicroRNAおよび標的遺伝子の解析検討
2012/06/21～
9999/12/31

2012-053 吉野　孝之 東病院

StageⅢ結腸癌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 療法における 5-FU 系抗がん
剤およびオキサリプラチン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 -(JFMC47-1202-C3(ACHIEVE Trial))　附
随研究

2012/08/10～
9999/12/31

2012-052 北條　隆 東病院
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)

2012/08/17～
9999/12/31

2012-051 木下　貴之 中央病院
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)

2013/08/15～
2017/11/29

2012-050 米盛勧 中央病院
心臓原発肉腫および肺動脈原発肉腫の臨床病理学的検討（レト
ロスペクティブスタディ）

2012-049 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG ALL-CS-12 研究参加施設に新たに発生する全ての成
人ALL症例を対象とした5年生存率に関する前向き臨床観察研
究

2012/06/29～
2016/09/30

2012-048 吉田朗彦 中央病院 横紋筋肉腫におけるALK発現とその遺伝子状態に関する研究
1999/01～
2012/02
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2012-047 齋藤義正 中央病院
ティーエスワン（TS-1）の薬歴管理方法に関する後ろ向き観察研
究

2012-046 土屋　直人 研究所
大腸がん・大腸腺腫の鑑別可能な血中エクソソームmiRNAバイ
オマーカーの検討

2012/07/04～
9999/12/31

2012-045 (PDF) 柴　知史 研究所 メタボローム解析によるがんの早期診断バイオマーカーの開発
2012/06/21～
2023/03/31

2012-044 近藤　俊輔 中央病院
進行肝細胞がん患者におけるソラフェニブの治療効果と副作用
を予測するバイオマーカー研究

2012/08/20～
9999/12/31

2012-043 (PDF) 成田　善孝 中央病院
悪性脳腫瘍克服のための新規治療標的及びバイオマーカーの
創出に向けた多施設共同研究による小児頭蓋内悪性腫瘍の遺
伝子解析

2002/01/01～
2021/03/31

2012-042 藤元　博行 中央病院
根治切除不能または転移性の腎細胞癌患者に対するエベロリ
ムスの有効性および安全性の検討

2012/06/29～
9999/12/31

2012-041 森谷麻希 中央病院
ドセタキセルの爪毒性に対するフローズングローブ対象患者の
選定および導入時期の検討

2012-040 稲葉　浩二 中央病院
転移性脳腫瘍に対する海馬線量低減全脳照射＋局所同時ブー
スト強度変調放射線治療　第Ⅱ相試験

2012/08/10～
9999/12/31

2012-039 本間　義崇 中央病院
胃癌の腹膜転移に対する　18F-Fluorothymidine(FLT) PET/CT 
検査法の臨床的有用性に関する研究

2012/08/08～
9999/12/31

2012-038 米村雅人 東病院 外来化学療法ホットラインの現状評価

2012-037 小田一郎 中央病院
早期胃癌・胃腺腫に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）に
おける second-look 内視鏡の必要性に関する多施設前向きラン
ダム化比較試験

2012-036 吉田朗彦 中央病院 高悪性度胎児型肺腺癌に関する研究
2002/01～
2011/04

2012-035 野中哲 中央病院
残胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の治療成績の
検討（Retrospective study）

2012-034 藤元　博行 中央病院
da Vinci S/Si Surgical System によるロボット支援前立腺全摘に
関する第Ⅱ相臨床研究

2012/08/10～
2017/08/09

2012-033 濱口哲弥 中央病院

治癒切除不能な進行および再発大腸癌を対象とした臨床試験
の指標としての患者自己評価式有害事象評価 Patient-reported 
outcome version of the common toxicity creteria of adverse 
events (PRO-CTCAE)日本語版の予備的調査

2012-032 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

ヒト急性リンパ性白血病特異的な細胞表面マーカーの探索・同
定とモノクローナル抗体の作製

2012/05/23～
2025/03/31

2012-031 山田　康秀 中央病院
消化器がんにおける ErbB ファミリーを中心としたがん増殖因子
受容体とリガンドに関する探索的バイオマーカー研究　（分子標
的治療薬の使用症例を対象とした後方視研究）

2012/06/25～
9999/12/31

2012-030 小田一郎 中央病院
早期胃癌 ESD における SAFEknife V の有用性および安全性に
ついての研究

2012-029 松井礼子 東病院
高齢悪性リンパ腫患者におけるCHOP±R療法施行時の発熱性
好中球減少症の予測因子
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2012-028 荒川　博文 研究所
乳癌および消化器癌などにおける化学療法感受性予測因子同
定に関する研究

2012/06/12～
2026/03/31

2012-027 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後の類洞閉塞症候群の発症割合、リスク
因子ならびに治療法に関する研究

2012/05/21～
9999/12/31

2012-026 後藤　功一 東病院
進展型小細胞肺癌(ED-SCLC) CDDP+CPT-11    4コース終了
後のCPT-11維持療法の有効性および安全性の検討試験

2012/08/17～
9999/12/31

2012-025 大江　裕一郎 中央病院
進展型小細胞肺癌(ED-SCLC) CDDP+CPT-11    4コース終了
後のCPT-11維持療法の有効性および安全性の検討試験

2012/08/17～
9999/12/31

2012-023 澤田　典絵 がん対策研究所
次世代多目的コホートにおける歯科疾患と生活習慣、食生活お
よび全身疾患との関連についての分析疫学的研究

2012/07/11～
2016/12/31

2012-022 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1007治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意
義に関するランダム化比較試験

2012/06/05～
2020/12/04

2012-021 金光　幸秀 中央病院
JCOG1007治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意
義に関するランダム化比較試験

2012/06/05～
2022/12/04

2012-020 吉野　孝之 東病院
切除不能・進行・再発固形がんに対するがん関連遺伝子変異の
プロファイリングと分子標的薬耐性機構の解明のための網羅的
体細胞変異検索

2012/07/17～
9999/12/31

2012-019 永井完治 東病院
末梢小型非小細胞肺癌に対する積極的区域切除時の合理的な
リンパ節郭清

2012-018 渡部大介 中央病院
造血幹細胞移植患者におけるボリコナゾールとの関連性が疑わ
れる幻覚の発症頻度及びリスク要因に関する後ろ向き調査

2012-017 鈴木真也 東病院
シスプラチンを含む頭頸部がん化学放射線療法におけるアプレ
ピタントの使用の実態調査

2012-016 小林　幸夫 中央病院
成人T細胞白血病／リンパ腫に対するゲノム異常の網羅的探索
研究

1999/01/01～
2016/03/31

2012-014 塚崎　邦弘 東病院
再発・難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫およびマ
ントル細胞リンパ腫に対するベンダムスチン単独投与における
投与スケジュールの検討を目的としたランダム化第Ⅱ相試験

2012/08/17～
9999/12/31

2012-013 (PDF) 田原　信 東病院 頭頸部癌に対する遺伝子解析による治療効果予測の検討
1992/07/01～
2023/12/31

2012-012 田原　信 東病院
頭頸部癌患者における血液及び腫瘍組織中のテロメア及びエク
ソソームの解析

2011/06/13～
2022/08/16

2012-011 櫻庭　実 東病院 遊離空腸移植の術式標準化に関する研究
2012/08/13～
9999/12/31

2012-010 永妻　晶子 東病院 胃癌手術組織を用いた臨床病理学的研究
2005/04/01～
2010/12/31

2012-009 福田隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後の深在性真菌症：単施設における発症
頻度と治療成績の解析
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2012-008 南　陽介 東病院
JCOG1111C 成人T細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェ
ロンα／ジドブジン併用療法と Watchful Waiting 療法の第Ⅲ相
ランダム化比較試験

2012/06/25～
2018/03/17

2012-007 伊豆津　宏二 中央病院
JCOG1111C 成人T細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェ
ロンα／ジドブジン併用療法と Watchful Waiting 療法の第Ⅲ相
ランダム化比較試験

2012/06/25～
2018/03/17

2012-006 濱口哲弥 中央病院
がん治療における総合的機能評価法(Cancer Specific Geriatric 
Assessment (CSGA) 日本語版)の確立に関する研究

2012-005 小林美沙樹 東病院
ソラフェニブ不応後のシスプラチン肝動注化学療法の有効性と
安全性の検討

2012-003 藤原豊 中央病院
腎機能低下時における TS-1 療法の血中 FT、5FU、CDHP 濃
度の薬物動態研究

2012-002 武藤倫弘 研究所
ヒト単球におけるサイトカイン産生及び脂質代謝へのシグナル
伝達機構に関する研究

2012-001 永井完治 東病院
病理病期 I 期肺腺癌における Micropapillary pattern の臨床病
理学的背景と予後

2011-245 川口　洋佑 中央病院 上部消化管内視鏡検査等における鎮静薬投与についての検討
2010/07/01～
2015/12/31

2011-244 茂木　厚 東病院
下咽頭および声門上咽頭癌に対する咽頭温存治療の遡及的検
討

2012/05/28～
9999/12/31

2011-243 茂木　厚 東病院 上咽頭癌に対する強度変調放射線治療の遡及的検討
2012/05/28～
9999/12/31

2011-242 松元祐司 東病院
乳房温存術症例における、造影 MRI による腫瘍非腫瘍境界線
決定に寄与する因子の検討

2009/11～
2011/05

2011-241 矢島陽子 東病院 多施設共同による唾液腺導管癌の後方視的観察研究

2011-240 福田隆浩 中央病院
非寛解急性骨髄性白血病に対する同種造血幹細胞移植成績の
後方視的解析

2011-239 福田隆浩 中央病院
再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する自家末
梢血幹細胞移植を併用した MCEC 療法の後方視的検討

2011-238 福田隆浩 中央病院
De novo 骨髄異形成症候群に対する同種造血幹細胞移植：単
施設115例の検討

2011-237 龍島靖明 中央病院
アントラサイクリン・シクロホスファミド併用療法におけるアプレピ
タント導入後の悪心・嘔吐の発現状況に関する研究

2011-236 福田隆浩 中央病院
造血幹細胞移植ドナーの性別および子供の有無が同種造血幹
細胞移植患者の予後に与える影響の解析

2011-235 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

ヒト iPS 細胞を用いた各種中内胚葉分化誘導系の確立とヒト微
小環境・免疫能を有するがん動物モデルの構築

2012/03/30～
2024/03/31

2011-234 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌の根治的化学放射線治療後の局所遺残・再発
病変に対する光線力学療法の効果・安全性に関する検討

2012/03/28～
9999/12/31
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2011-233 澤田　典絵 がん対策研究所
次世代多目的コホート （JPHC-NEXT） における緑内障、加齢黄
斑変性、糖尿病網膜症等の眼科疾患のリスク要因と一次予防
対策解明のための分析疫学的研究

2012/06/01～
2014/03/31

2011-232 近藤　俊輔 中央病院
がん患者の終末期医療選択と療養環境に影響を与える因子の
解析

2011-231 平家勇司 中央病院 がん治療患者へのカバーメークとQOLに関する研究

2011-230 池田公史 東病院

切除不能肝細胞癌に対するエピルビシンまたはドキソルビシン
／リピオドールを用いた肝動脈化学塞栓療法 日本・韓国共同研
究 -日本人症例におけるエピルビシンとリピオドールに関するサ
ブグループ解析-

2011-229 江成　政人 研究所
難治がんの高浸潤能・高転移能獲得に寄与する主要な分子機
構の解明とそれを標的とする革新的治療戦略の構築

2012/05/14～
9999/12/31

2011-228 船崎　秀樹 東病院
進行膵がん患者に対する2次化学療法としての S-1 療法の早
期中止に関わる因子解析

2011-227 矢島　陽子 東病院
化学放射線治療を行う局所進行頭頸部がん患者の栄養療法に
おける、成分栄養剤と半消化態栄養剤との比較

2011-226 濱島　ちさと がん対策研究所 胃内視鏡検診の有効性評価に関する比較対照試験
2012/04/02～
2021/03/31

2011-225 清水　千佳子 中央病院
乳がんに対する Trastuzumab 併用化学療法による心毒性につ
いての後方視的研究

2011-224 戸塚　ゆ加里 研究所
中国の食道がん、噴門部胃がん多発地域における発がん要因
の探索

2012/04/01～
2014/03/31

2011-223 森　文子 中央病院
がん看護の教育・学習ニーズ把握のための実態調査に関する
研究

2011-222 設樂　紘平 東病院
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

2012/03/30～
9999/12/31

2011-221 岩佐　悟 中央病院
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

2012/03/30～
9999/12/31

2011-220 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

腹部、骨盤部腫瘍に対する経皮的凍結治療の第Ⅰ／Ⅱ相臨床
試験

2012/05/31～
9999/12/31

2011-219 森實　千種 中央病院
ゲムシタビン不応胆道癌を対象とした定速静注　ゲムシタビン
+S-1 併用療法の単群第Ⅱ相試験

2012/03/30～
9999/12/31

2011-218 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
がんワクチン療法開発支援を目指した、腫瘍細胞の HLA-Class 
Ⅰ 発現評価の標準化に関する研究

1999/01/01～
2014/01/31

2011-217 川井　章 中央病院
紡錘・多形細胞型悪性骨腫瘍の治療成績に関するレトロスペク
ティブ研究

2011-216 松井　礼子 東病院
化学療法による妊孕性への影響に関する医療者の情報提供の
検討

2011-215 小島　隆嗣 東病院
臨床病期 I 期食道扁平上皮癌における予防照射を加えた根治
的化学放射線療法の効果に関する検討
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2011-214 藤元　博行 中央病院
JCOG1110-A ： 根治手術が実施された上部尿路癌におけるリ
ンパ節郭清術の意義と術後の膀胱再発に関する調査研究

2012/03/07～
9999/12/31

2011-213 米村　雅人 東病院 TS-1内服患者からの外来化学療法ホットラインの実態調査

2011-212 高橋　秀明 東病院
ソラフェニブ投与に伴う手足皮膚反応（HFSR）に対するステロイ
ド前投与の有用性検討　多施設共同　第Ⅱ相臨床試験

2012/03/07～
9999/12/31

2011-211 宮内　眞弓 中央病院 胃がん術後補助療法(S-1単独)における味覚障害の実態調査
2012/05/31～
9999/12/31

2011-210 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後患者における23価肺炎球菌ポリサッカラ
イドワクチン接種の有効性および安全性の評価

2012/04/09～
9999/12/31

2011-209 松井　喜之 中央病院
根治的前立腺全摘除術における術前 3.0 T-MRI の臨床的有用
性の研究

2012/02/22～
9999/12/31

2011-208 梁木　理史 中央病院 がん専門病院における術前評価スコアの検討

2011-207 松本　禎久 東病院
化学療法を受ける肺がん患者に対する治療初期からの包括的
緩和ケア介入プログラムに関する研究

2012/06/04～
9999/12/31

2011-206 山崎　文恵 中央病院 食道癌手術における術後心房細動の背景因子の検討

2011-205 川井　章 中央病院 類上皮肉腫の治療成績に関するレトロスペクティブ研究
2012/02/28～
9999/12/31

2011-204 設樂　紘平 東病院
JCOG1104：病理学的 Stage Ⅱ 胃癌に対する S-1 術後補助化
学療法の期間短縮の意義を検討するランダム化比較第Ⅲ相試
験

2012/03/05～
2017/03/17

2011-203 吉川　貴己 中央病院
JCOG1104：病理学的 Stage Ⅱ 胃癌に対する S-1 術後補助化
学療法の期間短縮の意義を検討するランダム化比較第Ⅲ相試
験

2012/03/05～
2027/03/04

2011-202 佐藤　哲文 中央病院
食道癌に対する低侵襲手術と開胸開腹術の術中低体温につい
ての検討

2011-201 (PDF) 後藤　功一 東病院
小細胞肺癌の網羅的ゲノム解析による新たな治療標的の探索
を目指した研究

1992/01/01～
2017/12/31

2011-200 黒澤　彩子 中央病院 第一再発後CBF関連急性骨髄性白血病の予後の検討

2011-199 黒澤　彩子 中央病院 第一再発後急性前骨髄球性白血病の予後の検討

2011-198 黒澤　彩子 中央病院
急性骨髄性白血病における血縁ドナーの有無が予後に与える
影響

2011-197 小島　隆嗣 東病院
Siewert Type I の根治不能臨床病期 IVB 期食道胃接合部腺癌
における緩和目的化学療法、緩和目的化学放射線療法の効果
に関する検討

2011-196 橋本　浩伸 中央病院
Cetuximab および Panitumumab 関連皮膚障害に対するビタミン
K1軟膏の有効性と安全性の評価

2012/07/17～
9999/12/31

2011-195 藤澤　大介 東病院 療養生活についての質問票に関する調査

2011-194 矢野　友規 東病院
早期胃癌・胃腺腫に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）に
おける second-look 内視鏡の必要性に関する多施設前向きラン
ダム化比較試験
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2011-193 川井　章 中央病院
骨外性粘液型軟骨肉腫の治療成績に関するレトロスペクティブ
研究

2011-192 米盛　勧 中央病院
幼若血小板を用いた化学療法後における血小板造血回復能の
臨床応用研究

2012/03/30～
9999/12/31

2011-191 矢島　陽子 東病院
唾液腺導管癌のアンドロゲン受容体および HER2 の発現に関す
る遡及的研究

2001～
2011/12/31

2011-190 米盛　勧 中央病院
癌診療・固形悪性腫瘍患者の終末期ケアおよび福祉サービス
の利用実態調査

2011-189 全田　貞幹 東病院
化学放射線治療を受ける頭頸部癌患者を対象とした口腔ケア・
プログラム運用に関する第2相臨床試験

2012/04/16～
9999/12/31

2011-188 笠松　高弘 中央病院
子宮頸部粘液性腺癌における「胃型腺癌」についての調査研究 
pilot study

2011-187 奥坂　拓志 中央病院
肝細胞がんに対するソラフェニブ投与により modified RECIST 
において CR となった患者の集積（多施設調査研究）

2011-186 澤田　典絵 がん対策研究所 次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)
2012/03/01～
2036/12/31

2011-185 渡辺　隆 中央病院
ボルテゾミブ耐性・不応性機序の解明を目標とした耐性患者に
おける骨髄腫細胞の遺伝子変異および遺伝子発現解析研究

2011-184 高橋　真由美 東病院 外来化学療法施行中の患者へのアロマセラピー試行の効果

2011-183 沖田　南都子 中央病院 大腸がんの分子診断法開発に関する研究
2008/01/01～
2013/03/31

2011-182 鈴木　真也 東病院
がん化学療法におけるフローチャート型支持療法説明冊子運用
時の実態調査

2011-181 小林　幸夫 中央病院
乳腺原発悪性リンパ腫に対する治療成績に関する多施設後方
視的調査研究

2002/01/01～
2009/12/31

2011-180 中川　徹 中央病院
膀胱がんに対する根治的膀胱全摘術後に再発・転移をきたした
症例の予後に関する研究

2011-178 塚崎　邦弘 東病院
日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者
を対象とした観察研究

2012/01/26～
9999/12/31

2011-177 小林　幸夫 中央病院
日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者
を対象とした観察研究

2012/01/26～
9999/12/31

2011-176 濱口　哲弥 中央病院
中枢神経系転移を伴う胃癌の病理学的マーカー解析および臨
床データ収集のパイロット試験

2005/1/1～
2011/7/31

2011-175 藤元　博行 中央病院
標準的全身化学療法を施行した膀胱癌患者の化学療法施行実
態調査

2012/01/23～
9999/12/31

2011-173 小林　昭広 東病院
切除可能な直腸癌術後骨盤内再発の術前補助化学療法を用い
た第Ⅱ相臨床試験

2012/03/01～
9999/12/31
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2011-172 池田　公史 東病院
JCOG1106 局所進行膵癌に対する S-1 併用放射線療法におけ
る導入化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

2012/01/26～
9999/12/31

2011-171 奥坂　拓志 中央病院
JCOG1106 局所進行膵癌に対する S-1 併用放射線療法におけ
る導入化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験

2012/01/26～
9999/12/31

2011-170 清水　千佳子 中央病院 若年性乳がん患者の遺伝情報に対するニーズに関する研究

2011-169 田村　研治 中央病院
アンスラサイクリン、タキサン及びトラスツズマブ治療歴を有する 
HER2 陽性切除不能進行再発乳がんに対する、エリブリン＋ラ
パチニブ併用療法の第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験

2013/07/05～
9999/12/31

2011-168 船崎　秀樹 東病院 ソラフェニブによる手足症候群に対する尿素配合軟膏の有効性

2011-167 成田　善孝 中央病院 青少年の日常生活と脳腫瘍 （Mobi-Kids Japan）
2012/03/07～
9999/12/31

2011-165 伊丹　純 中央病院
悪性腫瘍病期診断における 18F-BPA PET/CT の有用性に関
する探索的研究

2012/03/07～
2018/03/06

2011-164 後藤　功一 東病院
長期生存を得た小細胞肺癌患者の二次発癌に対するレトロスペ
クティブ研究

2011-163 八巻　知香子
がん対策情報セ
ンター

「がん患者必携」デジタル録音図書（DAISY版）の有効性に関す
る調査研究

2011-162 仁保　誠治 東病院
局所進行非細胞肺癌におけるペメトレキセド及びシスプラチンと
放射線療法との併用による第 I 相臨床試験に登録された症例
の生存解析研究

2011-161 秋元　哲夫 東病院
JCOG1015 上咽頭癌に対する強度変調放射線治療(IMRT)の多
施設共同第Ⅱ相臨床試験

2011/04/28～
9999/12/31

2011-160 伊豆津　宏二 中央病院
JALSG 参加施設に新たに発生する全AML、全MDS、全CMML
症例を対象とした5年生存率に関する観察研究（前向き臨床観
察研究）

2012/02/03～
2016/01/31

2011-159 平家　勇司 中央病院

「切除不能・再発胆道癌を対象としたゲムシタビン＋CDDP＋
WT2ペプチドワクチン併用化学免疫療法とゲムシタビン＋CDDP
治療の第Ⅰ／Ⅱ相試験実施計画書」における免疫学的反応の
検出および免疫モニタリング

2011-158 全田　貞幹 東病院
放射線性皮膚炎グレーディングアトラス作成のための前向き観
察研究

2012/01/31～
9999/12/31

2011-157 吉田　達哉 東病院
間質性肺炎を合併した小細胞肺癌の予後に関するレトロスペク
ティブ研究

2011-156 池田　公史 東病院
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

2012/03/16～
2018/12/31

2011-153 吉野　孝之 東病院
KRAS 遺伝子野生型を示し切除可能な肝転移を有する結腸・直
腸がん患者を対象とした術前化学療法（mFOLFOX6＋セツキシ
マブ併用療法）と手術療法の忍容性試験

2012/03/01～
9999/12/31

2011-152 後藤田　直人
東病院 臨床開発
センター

肝臓手術症例におけるハーモニック FOCUS を用いた肝切離法
の有用性に関する研究
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2011-151 市村　幸一 研究所
脳腫瘍の発生および悪性化に関与する分子機構の解明とそれ
を標的とする革新的治療戦略の構築

2012/02/10～
2023/03/31

2011-150 近藤　俊輔 中央病院 ペレチノイン第 II ／ III 相試験終了後の予後追跡調査

2011-149 濱口　哲弥 中央病院 消化管がん患者の終末期ケアの遡及的検討
2011/12/20～
9999/12/31

2011-148 吉田　輝彦 中央病院
日本人の遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）症例に対する BRCA1
／2 遺伝子検査―遺伝子検査費用の軽減と高リスク群同定に
関する研究―

2012/01/23～
2016/03/31

2011-147 東樹　京子 東病院

網膜芽細胞腫発症後の乳幼児の発達・行動特性と養育上の母
親の心理の変容に関する研究　―がんと視覚障害に影響を受
ける乳幼児の発達促進と母親の養育への適応を支える看護の
検討―

2012/01/27～
9999/12/31

2011-146 温泉川　真由 中央病院 悪性腫瘍の体腔液の余剰検体を用いた腫瘍細胞株樹立
2012/01/13～
9999/12/31

2011-145 斎藤　豊 中央病院

結腸・直腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(endoscopic 
submucosal diseection)および腹腔鏡下結腸･直腸切除術
(laparoscopy-assisted colectomy)の前向き観察研究ならびにア
ンケート調査

2011-144 林　隆一 東病院
下咽頭・喉頭全摘出術時における適切な気管周囲リンパ節郭清
の確立に関する研究

2011-143 的場　元弘 中央病院
がん疼痛の除痛率を含めた緩和ケア提供体制の評価に関する
研究

2011-140 日月　裕司 中央病院
胸部食道がん手術における術後肺炎発症頻度に関する多施設
共同後ろ向き観察研究

2011-139 齋藤　豊 中央病院
大腸切除後の家族性大腸腺腫症患者の小腸病変同定に関する
スクリーニングカプセル内視鏡の安全性の検討について

2012/02/29～
9999/12/31

2011-138 清水　研 中央病院 日本人のがん患者における外傷後成長に関する研究

2011-137 大津　敦 東病院
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

2008/09/01～
2012/01/18

2011-136 馬屋原　博 中央病院
化学療法後の局所進行膵癌に対する化学放射線療法の治療効
果に関する観察研究

2011/11/16～
9999/12/31

2011-135 荒平　聡子 東病院
下咽頭・頸部食道癌に対する遊離空腸再建術後の放射線治療
の安全性に関する検討

2011/11/08～
9999/12/31

2011-134 黒田　勇気 中央病院
3期非小細胞肺がんに対する高線量限局照射化学放射線治療
における放射線食道炎解析

2011/11/16～
9999/12/31

2011-132 馬屋原　博 中央病院 転移性脳腫瘍に対する放射線治療の予後に関する観察研究
2011/11/10～
9999/12/31

2011-131 金子　和弘 東病院
多発ヨード不染帯をバイオマーカーとした食道癌患者における化
学放射線療法の2次癌発症予防に関する研究

2011-130 山口　大介 中央病院
Japanese Survey of AntimiCRobial Use in ICU PatienTs (J-
SCRIPT) 我が国における集中治療室における抗菌薬使用状況
の横断調査 （多施設共同観察研究）
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2011-129 温泉川　真由 中央病院
JGOG3016 試験における赤血球輸血状況に関する後方視的調
査研究

2011-128 松井　礼子 東病院
経口抗がん剤服用患者における薬剤師外来による問題点の抽
出とその対応

2011-127 成田　善孝 中央病院
症候性脳放射線壊死に対する核医学的診断とベバシズマブの
静脈内投与による治療

2011-126 片井　均 中央病院
cT3、T4胃癌に対する術前S-1+L-OHP併用療法の安全性確認
試験

2011-124 藤原　康弘 中央病院 がん患者における治療と職業生活の両立支援モデル事業

2011-123 矢野　友規 東病院
難治性消化管狭窄症例に対する内視鏡的狭窄切開術（Radial 
Incision and Cutting method：RIC法）に関する後向き調査実施計
画書

2011-122 米盛　勧 中央病院
乳がん骨転移の Bisphosphonate 投与における長期成績： SRE 
のリスク評価ならびに2次以降の SRE に対する有用性に関する
レトロスペクティブ研究

2011/11/26～
9999/12/31

2011-121 米村　雅人 東病院 ドセタキセルによる浮腫の検討

2011-120 齋藤　豊 中央病院
カプセル内視鏡検査成績を中心とした小腸疾患データベースへ
の症例登録

2011/12/21～
2025/12/20

2011-119 清水　千佳子 中央病院
全脳照射後の乳がん脳転移に対する放射線再照射についての
後方視的研究

2011-116 清水　千佳子 中央病院
術前ホルモン療法を施行した日本人乳癌患者におけるPEPIスコ
アの有用性の検討

2011-115 近藤　格 研究所
胃癌における悪性度や予後を予測するバイオマーカーの研究開
発

2011/11/22～
9999/12/31

2011-114 吉本　世一 中央病院
N 0 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

2011/12/16～
9999/12/31

2011-113 篠﨑　剛 東病院
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

2011/12/16～
9999/12/31

2011-112 森　文子 中央病院
European Organization for Research and Treatment of Cancer 
（EORTC） Quality of Life Questionnaire-High dose 
Chemotherapy 29 （QLQ-HDC29） 日本語版の開発

2011-110 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後の長期フォローアップシステム実現可能
性調査

2011-109 竹下　文隆 研究所 膀胱腫瘍に対する新規腫瘍マーカーの検索
2005/10/01～
2023/03/31

2011-108 中島　健 中央病院
リンチ症候群（遺伝性非ポリポーシス大腸癌）患者スクリーニン
グにおけるミスマッチ修復蛋白に対する免疫染色の有効性の検
討

2011-107 荒川　博文 研究所 ヒトがん組織におけるがん関連遺伝子の異常に関する研究
2008/09/01～
2016/10/05
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2011-106 小林　英介 中央病院

JCOG0905A1　「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
法を施行した骨肉種例における効果予測因子に関する探索的
研究」

2011/11/29～
2020/08/31

2011-105 古林　園子 東病院
ドセタキセル・シスプラチンを含む化学療法に伴う末梢神経障害
に対するプレガバリンの有用性

2011-104 黒澤　彩子 中央病院 第一寛解期急性骨髄性白血病における染色体予後解析

2011-103 元永　伸也 東病院 がん患者の呼吸困難に対するオキシコドンの使用実態調査

2011-102 米村　雅人 東病院 外来化学療法による下痢の発現状況に関する検討

2011-101 船崎　秀樹 東病院 当院における胆道がんGC療法の有害事象調査

2011-100 南　陽介 東病院
血管内大細胞型B細胞リンパ腫（Intravascular large B-cell 
lymphoma; IVLBCL）に対するR-CHOP+R-high-dose MTX療法
の第Ⅱ相試験

2011/11/02～
2016/07/21

2011-099 小林　幸夫 中央病院
血管内大細胞型B細胞リンパ腫（Intravascular large B-cell 
lymphoma; IVLBCL）に対するR-CHOP+R-high-dose MTX療法
の第Ⅱ相試験

2011/11/02～
2017/11/01

2011-098 岸　庸二 中央病院
高齢者における慢性C型肝炎またはC型代償性肝硬変合併肝
細胞癌の治癒切除後のインターフェロン補助療法：多施設共同
ランダム化比較試験

2011/10/18～
9999/12/31

2011-097 船崎　秀樹 東病院 肝細胞がんにおけるソラフェニブの有害事象調査

2011-096 木下　敬弘 東病院
JCOG1002：高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前
Docetaxel+CDDP+S-1の第Ⅱ相試験

2011/10/17～
9999/12/31

2011-095 片井　均 中央病院
JCOG1002：高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前
Docetaxel+CDDP+S-1の第Ⅱ相試験

2011/10/17～
9999/12/31

2011-094 小川　朝生
東病院 臨床開発
センター

せん妄の病態解明を目指したデータベース構築

2011-092 工藤　礼子 中央病院
ストーマ周囲皮膚障害重症度評価スケール（ABCD Stoma）の妥
当性の検証

2011-091 柴田　亜希子
がん対策情報セ
ンター

レセプト情報等を利用したがん患者数計測に関する研究

2011-090 藤元　博行 中央病院
JCOG1019　High grade T1膀胱癌のsecond TUR 後T0 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

2011/10/25～
2018/10/24

2011-089 髙橋　進一郎 東病院 大腸癌肝転移に対する化学療法に伴う肝障害に関する研究
2011/10/21～
9999/12/31

2011-087 塚崎　邦弘 東病院
JCOG0211-DI-A　RT-DeVIC療法を施行した未治療限局期鼻
NK/T細胞リンパ腫例における予後因子に関する研究

2011/09/08～
9999/12/31

2011-086 小林　幸夫 中央病院
JCOG0211-DI-A RT-DeVIC療法を施行した未治療限局期鼻NK
／T細胞リンパ腫例における予後因子に関する研究

JCOG0211-DI
に附随する～

2011-085 山田　康秀 中央病院
標準治療に不応・不耐の消化管がんに対する■■■■■の臨
床第 I 相試験（継続投与部分）

2012/05/21～
9999/12/31
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2011-084 野澤　桂子 中央病院
外見関連の情報提供を中心とした患者サポートプログラムの有
用性に関する予備的検討

2011-083 森田　智子
革新的がん研究
支援室

腎機能低下症例に対するCisplatin至適投与法探索のための観
察研究

2011/12/06～
2019/06/05

2011-082 文　靖子 中央病院
乳癌患者におけるドセタキセルのアルコール溶解液使用の有無
の実態調査

2011/08/31～
9999/12/31

2011-081 福田　隆浩 中央病院 急性白血病治療後の生活の質に関する横断的研究
2011/08/17～
9999/12/31

2011-080 山田　康秀 中央病院
標準治療に不応・不耐の消化管がんに対する■■■■■の臨
床第 I 相試験

2012/05/21～
9999/12/31

2011-079 松浦　友一 中央病院 がん患者における低Na血症原因疾患の検討

2011-078 大江　裕一郎 東病院
肺癌化学療法施行患者における肝炎ウイルスの再活性化に関
する検討

2011-077 齋藤　博
社会と健康研究
センター

大腸がん検診の一次検診受診者を対象とした個別受診勧奨シ
ステムの有効性に関する介入研究

2014/09/10～
9999/12/31

2011-076 森実　千種 中央病院
膵がん術後補助化学療法施行後の再発例における再発後化学
療法の治療成績の検討（レトロスペクティブスタディ）

2011-075 中村　健一 中央病院
JCOG1004-A 術前化学療法の組織学的効果判定基準の妥当
性に関する研究

2011/08/08～
9999/12/31

2011-074 平松　玉江 中央病院 胃がん手術の手術部位感染リスク因子の検討

2011-073 小川　朝生 東病院 がん診断後の抑うつ状態の背景因子に関する分子疫学的検討

2011-071 近藤　格 研究所
粘液線維肉腫の診断・予後予測バイオマーカー開発を目指した
プロテオーム解析

2011-070 伊豆津　宏二 中央病院
染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす
影響に関する観察研究

2011/11/04～
2015/02/27

2011-069 松田　尚久 中央病院
離島をモデルとした新しい対策型大腸がん検診システムの構築
とその実現に向けた研究―新島Study

2011-068 桑原　節子 中央病院
チーム医療確立にむけての業務（食事配膳・調整）見直し 管理
栄養士の病棟業務拡大の効果と栄養サポートの充実について

2011-067 向井　博文 東病院
閉経後乳がんの術後内分泌療法5年終了患者に対する治療終
了とアナストロゾール5年延長のランダム化比較試験

2011/08/01～
2021/07/31

2011-066 加藤　友康 中央病院
卵巣がん・卵管がん・腹膜がんにおけるがん幹細胞の役割に関
する研究

2011/09/01～
9999/12/31

2011-065 本間　義崇 中央病院
切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのFOLFOX
またはFOLFIRI＋panitumumab併用療法の有効性・安全性に関
する検討－第Ⅱ相試験－

2011-064 眞鍋　知子 中央病院
卵巣 mucinous borderline tumor of intenntional typeのMRI所見
の検討
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2011-063 望月　友美子
がん対策情報セ
ンター

がん予防のためのたばこ政策推進基盤としてのがん専門医療
機関を中核とした包括的禁煙支援体制のモデル構築とその普
及に関する研究－たばこ政策の評価及び推進に関する研究－

2011-062 小川　智子 東病院 Cisplatin-based chemotherapy in patients with renal dysfunction

2011-061 葉　清隆 東病院
手術+術後化学療法で治療された非小細胞肺癌患者の予後因
子に関するレトロスペクティブ研究

2011-060 小川　朝生
東病院 臨床開発
センター

通院患者の相談ニーズに関する調査

2011-059 小林　幸夫 中央病院
成人 core binding factor 急性骨髄性白血病に対するシタラビン
大量療法のKIT遺伝子型別反応性を評価する臨床第Ⅳ相試験
―JALSG CBF-AML209-KIT Study

2011/12/20～
9999/12/31

2011-058 南　陽介 東病院
FLT3／ITD変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした同種
造血幹細胞移植療法の有効性と安全性に関する臨床第Ⅱ相試
験

2011/11/04～
2020/11/03

2011-057 小林　幸夫 中央病院
FLT3／ITD変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした同種
造血幹細胞移植療法の有効性と安全性に関する臨床第Ⅱ相試
験

2011/11/04～
9999/12/31

2011-056 吉田　輝彦 研究所
網膜芽細胞腫の遺伝子診断（網膜芽細胞腫の患者又は遺伝性
網膜芽細胞腫の患者の血縁者に係るものに限る。）

2011-055 奈良　聡 中央病院 幽門側胃切除後の膵体尾部切除の安全性の検討

2011-053 渡邊　清高
がん対策情報セ
ンター

患者必携の配布による自立支援型情報の評価と普及に関する
合同研究

2011-052 元永　伸也 東病院
オピオイド服用に伴う嘔気､嘔吐に対する制吐薬の予防的投与
と治療的投与の有効性についての検討

2011-051 北條　隆 中央病院
乳癌センチネルリンパ節検索における､RI法と比較したICG蛍光
法の臨床的有用性の検討

2011-050 山田　康秀 中央病院
HER2陽性の進行胃がんにおけるトラスツズマブ療法の臨床効
果に関する多施設共同研究

2011/09/26～
9999/12/31

2011-049 古林　園子 東病院
化学療法で生じた末梢神経障害に対するプレガバリンの臨床的
有効性と安全性の検討

2011-048 元永　伸也 東病院 オピオイド投与中の便秘が疼痛に与える影響の後方視的検討
2011/07/06～
9999/12/31

2011-047 池田　公史 東病院
切除不能進行胆道癌におけるゲムシタビン､シスプラチンおよび
S-1の併用療法（GCS療法）の第 I 相臨床試験

2011-046 森実　千種 中央病院
切除不能進行胆道癌におけるゲムシタビン､シスプラチンおよび
S-1の併用療法（GCS療法）の第 I 相臨床試験

2011-045 米村　雅人 東病院
外来化学療法ホットラインにおける発熱相談の実態と薬剤師対
応の調査
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2011-044 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
多目的コホートにおいて収集された試料等を用いた､多層的オ
ミックス技術の活用によるがん予防など健康持続のための包括
的研究

1990/01/01～
2027/03/31

2011-043 小林　幸夫 中央病院
JALSG CML Imatinib Reduction Protocol1-1(JALSG CML-DR1) 
成人慢性期慢性骨髄性白血病に対する間欠投与法によるイマ
チニブ減量第Ⅰ-Ⅱ相臨床試験

2011/09/20～
9999/12/31

2011-042 小林　幸夫 中央病院
イマチニブ治療抵抗性慢性期慢性骨髄性白血病に対するニロ
チニブとダサチニブのランダム化第Ⅱ相試験

2011/09/16～
9999/12/31

2011-041 清水　千佳子 中央病院
転移･再発乳癌におけるホルモン受容体および各種バイオマー
カーに関する免疫組織学的研究

1985/1/1～
2011/5/31

2011-040 北條　隆 東病院
JCOG1017 薬物療法非抵抗性 Stage Ⅳ乳がんに対する原発巣
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

2011/06/28～
9999/12/31

2011-039 田村　研治 中央病院
JCOG1017 薬物療法非抵抗性 Stage Ⅳ乳がんに対する原発巣
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

2011/06/28～
9999/12/31

2011-038 西本　寛
がん対策情報セ
ンター

院内がん登録全国集計における重複登録と匿名化手法に関す
る研究

2011-037 西本　寛 がん対策研究所 院内がん登録の項目拡充(Collaborative Staging)へ向けた研究
2011/07/14～
9999/12/31

2011-036 本間　義孝 中央病院
S-1＋CDDP療法を行ったHER2陽性胃癌に関する臨床／病理
学的検討

2007/4/1～
2011/3/31

2011-035 森　愼一郎 中央病院 60歳以上の急性骨髄性白血病に対する同種移植の成績

2011-034 森　愼一郎 中央病院 50歳代の急性骨髄性白血病に対する前処置の検討

2011-033 松原　伸晃 東病院
転移･再発乳がんに対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエ
スワンのランダム化比較試験

2011/08/10～
9999/12/31

2011-032 吉本　世一 中央病院
甲状腺未分化癌の診断･治療についての多施設における実態
調査：長期生存例の病理組織学的検討

1995～2007

2011-031 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

陥凹型病変由来の大腸癌発生に関与する体細胞性遺伝子変異
プロファイル解明のための分子疫学的研究

2004/01/01～
2017/12/31

2011-030 島田　和明 中央病院 早期肝細胞癌の治療成績についての検討

2011-029 萩原　朋果 東病院
頭頸部癌化学放射線治療前の口腔ケア教室参加者における後
方視的検討

2011-028 小川　朝生
東病院臨床開発
センター

緩和ケアチームの精神腫瘍医（精神科医･心療内科医）に求め
られる臨床能力に関する調査

2011-027 笠松　高弘 中央病院 Yolk Sac Tumor （卵黄嚢腫瘍）の治療効果に関する調査研究

2011-026 金子　和弘 東病院
化学放射線治療を受けた食道癌患者における同時頭頸部表在
癌に対する治療効果の検討

2011-025 稲村　直子 中央病院 乳がん手術後における患者の自尊感情に影響する要因の検討
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2011-024 吉田　正行 中央病院
術前化学療法中に病状進行(PD)となる乳癌の予測に役立つ分
子マーカーの検討

1990/01/01～
2011/03/31

2011-023 近藤　格 研究所
胃癌におけるリンパ節転移を予測するバイオマーカーの研究開
発

2011/06/01～
9999/12/31

2011-022 近藤　格 研究所
腎癌及び膀胱癌におけるプロテオーム解析とバイオマーカーの
研究開発

2011-021 鈴木　茂伸 中央病院 網膜芽細胞腫の発生機序と予後因子の解析

2011-020 吉野　孝之 東病院
日本人肛門管扁平上皮癌に対する5-FU,MMCを併用した同時
化学放射線療法の効果に関する検討

2011-019 矢野　友規 東病院 頭頸部表在癌に対する経口腔的内視鏡治療の後ろ向き調査
2011/12/27～
9999/12/31

2011-017 田村　友秀 中央病院

Platinum-doublet（Docetaxel は除く）＋Bevacizumab 併用化学
療法後に増悪下進行非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）患者に対
するBevacizumab ＋Docetaxel 併用化学療法とDocetaxel 単剤
のランダム化第 II 相臨床試験

2011-016 落合　淳志
国立がん研究セ
ンター

乳がんにおけるホルモン受容体､HER2検査の全国的な外部精
度保証システム構築の研究

2011/05/25～
9999/12/31

2011-015 清水　千佳子 中央病院
若年乳癌患者における病理組織学的ならびに生物学的特性の
解明を目的とした研究

2011/05/16～
9999/12/31

2011-014 小林　幸夫 中央病院 ■■■■■の全エクソンシークエンスによるゲノム解析
1998/01/01～
2006/12/31

2011-013 成田　善孝 中央病院
JCOG0911-A1 化学療法､放射線療法を施行した膠芽腫例にお
ける効果予測因子および予後因子に関する研究

2011/06/15～
9999/12/31

2011-012 川井　章 中央病院 粘液線維肉腫の治療成績に関するレトロスペクティブ研究

2011-011 近藤　俊輔 中央病院
日本人膵癌患者の静脈血栓塞栓症の発症率および発症マー
カーの探索的研究

2011-010 木下　貴之 中央病院
化学療法実施中乳がん患者に対する頭皮冷却法の確立と安全
性に関する研究

2011/07/04～
9999/12/31

2011-007 福田　隆浩 中央病院 急性骨髄性白血病における遺伝子変異解析
2011/05/13～
9999/12/31

2011-006 石井　源一郎 臨床開発センター 肺扁平上皮癌におけるbuddingの臨床病理学的研究

2011-005 松井　礼子 東病院 高齢者悪性リンパ腫におけるCHOP類似化学療法の検討

2011-004 池松　弘朗 東病院
バイポーラスネア使用における大腸内視鏡的摘除に関する合併
症の検討

2011-003 後藤　功一 東病院
JCOG1011 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Ⅱ相試験

2011/05/20～
9999/12/31

2011-002 大江　裕一郎 中央病院
JCOG1011 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Ⅱ相試験

2011/05/20～
2014/01/24
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2011-001 布施　望 東病院
切除不能再発胃癌におけるRECISTver1.1改訂による標的病変
と奏効率の変化

2010-260 吉野　孝之 東病院
切除不能進行･再発胃癌におけるHER2と予後の関連に関する
多施設共同レトロスペクティブ研究

2010-259 清水　千佳子 中央病院
日本人若年者乳癌における生物学的特性と治療､予後の関連
に関する多施設共同調査

2010-258 福田　隆浩 中央病院

急性リンパ性白血病患者に対する中等量VP-16､シクロフォス
ファミド､全身放射線照射（Medium-dose VP／CY／TBI）前処置
を用いた同種造血幹細胞移植法の有用性の検討～臨床第Ⅱ相
試験～C-SHOT試験番号0901

2010-257 伊藤　芳紀 中央病院
JCOG1015 上咽頭癌に対する強度変調放射線治療(IMRT)の多
施設共同第Ⅱ相臨床試験

2011/04/28～
9999/12/31

2010-256 栗原　美穂 東病院
食道がん術後障害の発生状況および治療･ｹｱの実態に関する
診療録調査

2010-252 福田　隆浩 中央病院
本邦における非血縁者間末梢血幹細胞移植の移植成績に関す
る観察研究

2011/05/12～
9999/12/31

2010-251 山本　聖一郎 中央病院
横行結腸癌､下行結腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の後向
き試験

2010-250 向井　博文 東病院
HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ+化学療法における
Ki-67 index を用いた治療選択研究-ランダム化第Ⅱ相試験

2011/08/12～
9999/12/31

2010-249 後藤　功一 東病院
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

2011/06/09～
2016/12/28

2010-248 清水　千佳子 中央病院
術後補助ﾎﾙﾓﾝ単独療法を受けた乳癌患者における再発リスク
因子の解析：Luminal A サブタイプの細分類及び化学療法不可
の妥当性の検証

1999/1/1～
2003/12/31

2010-247 菅沼　みはる 東病院
乳がん術後化学療法中の患者の日常生活活動量と全体的健康
観に及ぼす影響の検討

2010-246 永井　完治 東病院 肺癌術後乳び胸の診断･治療の妥当性の検討

2010-245 川井　章 中央病院 胞巣状軟部肉腫の治療成績に関するレトロスペクティブ研究

2010-244 公平　誠 中央病院
VAC療法治療歴を有する成人横紋筋肉腫に対するトポテカン･
ビノレルビン併用第Ⅱ相試験

2011/06/02～
9999/12/31

2010-243 藤原　寛康 中央病院
横隔膜下の肝細胞癌（HCC）に対するCTガイド下ラジオ波凝固
療法（RFA）の検討

2010-242 北條　隆 中央病院 乳癌転移患者の実態調査

2010-241 長井　俊治 東病院 Malignant wound を有する患者由来の試料を用いた探索的研究

2010-240 山田　哲司 研究所
多層的疾患ｵﾐｯｸｽ解析に基づくアルツハイマー病の創薬標的の
探索研究

2011/03/23～
9999/12/31
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2010-239 近藤　俊輔 中央病院
ゲムシタビンに不応･不耐となった進行･再発膵がんに対する
OFF（オキサリプラチン＋5FU＋folic acid／LV）療法の第 II 相臨
床試験

2010-238 米盛　勧 中央病院 乳癌薬物療法の薬剤指導と有害事象の関連調査

2010-237 後藤田　直人 東病院
胃癌手術症例の術前血液データを用いた術後予後予測因子に
関する研究

2010-236 古林　園子 東病院
医師の外来診察前に薬剤師が事前面談することへの患者アン
ケート調査

2010-235 池田　公史 東病院
進行肝細胞癌を対象としたソラフェニブとシスプラチン肝動注の
併用療法とソラフェニブ単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験

2011/05/13～
9999/12/31

2010-234 奥坂　拓志 中央病院
進行肝細胞癌を対象としたソラフェニブとシスプラチン肝動注の
併用療法とソラフェニブ単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験

2011/05/13～
9999/12/31

2010-233 斎藤　豊 中央病院
大腸病変検出の効率化における新規内視鏡の有用性－多施設
共同研究－

2010-232 落合　淳志 東病院 胃癌病理組織を用いた臨床病理学的研究

2010-231 黒木　聖子
がん予防・検診研
究センター

Diffusion-weighted Whole-body MR imaging with background 
body signal suppression（DWIBS）を用いたMRI 検診システムの
開発に関する基礎研究

2010-230 矢野　友規 東病院
食道癌根治治療後の良性狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張
術の効果･安全性に関する検討

2010-227 仁保　誠治 東病院
化学放射線治療が行われた非小細胞肺癌患者における致死的
喀血の危険因子に関するレトロスペクティブ研究

2010-226 池田　公史 東病院
切除不能肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法(TACE)とソラ
フェニブの併用療法第Ⅱ相臨床試験

2011/03/11～
2016/03/31

2010-225 池田　公史 東病院
進行･再発肝細胞癌に対する動注化学療法と分子標的薬併用
による新規治療法の確立を目指した臨床試験(PhaseⅢ)ならび
に効果を予測するbiomarkerの探索研究

2011/03/14～
9999/12/31

2010-224 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

進行･再発肝細胞癌に対する動注化学療法と分子標的薬併用
による新規治療法の確立を目指した臨床試験(PhaseⅢ)ならび
に効果を予測するbiomarkerの探索研究

2011/03/14～
9999/12/31

2010-223 石川　光也 中央病院
子宮頸部神経内分泌腫瘍に対する集学的治療を探索する観察
研究

2011/02/16～
9999/12/31

2010-221 本田　一文 研究所
個別化医療バイオマーカー開発のための台北医科大学との共
同研究

2011/02/18～
9999/12/31

2010-220 細野　亜古　閉鎖
国立がん研究セ
ンター

各種小児がんに対するHLA-A24および-A2結合性Glypican-
3(GPC3)由来ペプチドワクチン療法の臨床第Ⅰ相試験

2011/06/06～
9999/12/31

2010-219 金田　英秀 中央病院
各種小児がんに対するHLA-A24および-A2結合性Glypican-
3(GPC3)由来ペプチドワクチン療法の臨床第Ⅰ相試験

2011/06/06～
9999/12/31
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2010-217 松井　礼子 東病院
シスプラチン含有レジメンにおけるデキサメタゾン､アプレピタント
併用時のパロノセトロンとグラニセトロンの制吐作用の比較

2010-215 後藤田　直人 東病院
肝臓外科手術におけるエネルギーデバイスを用いた肝切離法
の有効性に関する多施設共同無作為化群間比較試験

2010-214 島田　和明 中央病院
肝臓外科手術におけるエネルギーデバイスを用いた肝切離法
の有効性に関する多施設共同無作為化群間比較試験

2010-213 伊藤　國明 東病院

慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的大寛解（major 
Molecular Response；MMR）到達例における分子遺伝学的完全
寛解（Complete Molecular Response; CMR）到達例の割合を
major BCR-ABL mRNA 定量PCR法（国際標準法）に基づき評価
する多施設共同臨床研究

2010-212 牧野　好倫 中央病院
化学療法を施行した III A･B／IV期の日本人非小細胞肺癌患者
によるWangのsurvivalモデルの検証

2010-211 伊藤　雅昭 東病院
JCOG1006 大腸癌切除における適切な切除手順に関するラン
ダム化比較試験

2011/02/25～
2015/10/23

2010-210 金光　幸秀 中央病院
JCOG1006 大腸癌切除における適切な切除手順に関するラン
ダム化比較試験

2011/01/26～
2015/11/26

2010-209 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

次世代多目的コホート研究（JPHC-NEXT）パイロット調査

2010-208 矢野　友規 東病院
JCOG1009/1010 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非ランダム化検証的試験

2011/03/04～
2013/05/17

2010-207 齋藤　豊 中央病院
JCOG1009/1010 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非ランダム化検証的試験

2011/03/04～
2013/05/17

2010-205 岸　庸二 中央病院
幽門輪温存膵頭十二指腸切除の十二指腸再建における器械吻
合と手縫い吻合の無作為化群間比較試験

2010-204 山田　哲司 研究所
腰部脊柱管狭窄症の新しい治療法開発を目指した肥厚黄色靭
帯の基礎的検討

2011/02/01～
9999/12/31

2010-203 松井　礼子 東病院 シスプラチン含有レジメンにおけるアプレピタントの効果

2010-202 清水　研 中央病院
がん患者に合併するうつ病の早期発見を目的とした簡易評価尺
度の妥当性に関する検討

2010-201 清水　千佳子 中央病院 がん患者のspiritual needsを探る面接調査

2010-200 金井　弥栄 研究所
多層的オミックス解析による肥満症の病態解析及び創薬標的候
補探索

2011/03/23～
9999/12/31

2010-199 金井　弥栄 研究所 統合失調症の多層的オミックス解析研究
2011/03/23～
9999/12/31

2010-198 金井　弥栄 研究所 てんかんの多層的オミックス解析研究
2011/03/23～
9999/12/31

2010-197 山田　哲司 研究所
多層的疾患オミックス解析に基づく拡張型心筋症の創薬標的の
網羅的探索を目指した研究

2011/03/14～
9999/12/31
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2010-196 山田　哲司 研究所
多層的疾患オミックス解析に基づく大動脈瘤の創薬標的の網羅
的探索を目指した研究

2011/03/14～
9999/12/31

2010-193 近藤　格 研究所 血液検体を用いた早期診断のためのバイオマーカー開発
2011/01/12～
9999/12/31

2010-192 市川　智里 東病院 外来化学療法ホットラインの有用性に関するアンケート調査

2010-191 岩佐　悟 中央病院
ヒトゲノムおよびプロテオームテーラーメード医療の実用化に関
する研究

1996/10/01～
2001/04/30

2010-190 高山　智子
がん対策情報セ
ンター

再発患者向け情報提供コンテンツの評価に関する研究～情報
冊子｢がんが再発したとき｣の質問紙調査～

2010-189 山本　弘史 中央病院 抗悪性腫瘍剤による皮膚症状に関する調査

2010-188 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
長野県およびサンパウロ州における2つの症例対照研究の既提
供試料を用いた乳がんの分子疫学研究

2001/01/01～
2006/12/31

2010-187 田村　友秀 中央病院
肺癌に対するシスプラチン併用化学療法における短時間輸液療
法の安全性確認試験

2010-186 桑田　健 東病院
胃癌化学療法症例における病理組織学的治療効果判定基準の
確立

2003/1/1～
2009/12/31

2010-185 米村　雅人 東病院 シスプラチン投与時における制吐剤効果に関する後方視的検討

2010-184 永井　完治 東病院 pT3因子としての同一肺葉内非連続性癌性リンパ管症の妥当性

2010-183 仁保　誠治 東病院 治療反応性からみた肺高悪性度神経内分泌癌の臨床像

2010-182 末國　千絵 中央病院
放射線治療に従事する医師･看護師のセクシュアリティに関する
問題に対する患者介入の現状調査

2010-181 島田　和明 中央病院
一般社団法人National Clinical Database(日本臨床データベース
機構)への手術･治療情報登録

2011/02/01～
9999/12/31

2010-180 久野　博文 東病院
喉頭癌と下咽頭癌の腫瘍浸潤評価：Dual energy CTによる
Three-material decomposition法の有用性に関する探索的研究

2010/5/1～
2010/12/31

2010-179 金子　和弘 東病院
生体内でのEndocytoscopy(ECS)による食道表在癌診断の有用
性に関する臨床試験

2011/01/11～
9999/12/31

2010-178 本田　一文 研究所 食道がん治療法選択のためのバイオマーカーの開発
2011/01/24～
9999/12/31

2010-177 片井　均 中央病院
JCOG1005-A高度ﾘﾝﾊﾟ節転移（Bulky N2 もしくは臨床的N3）を
伴う進行胃癌におけるhuman epidermal growth factor receptor 
2（HER2）の発現陽性割合に関する研究

2002/2/1～
2011/12/20

2010-176 森実　千種 中央病院
消化管･肝胆膵原発低分化型神経内分泌癌（PDNEC）に対する
全身化学療法の治療成績に関する多施設共同観察研究

2010-175 塚田　俊彦 研究所 下垂体腫瘍の機能特性と遺伝子発現の相関解析

2010-174 小川　朝生 東病院
入院治療における高齢者の身体･心理･生活の総合的評価方法
の確立に関する研究
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2010-173 林　隆一 東病院 頭頸部表在癌全国登録調査
2011/01/06～
2021/12/31

2010-172 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植における治療関連死亡の年次別推移原因
およびリスク因子に関する研究

2010-171 吉野　孝之 東病院

5-FU系抗癌剤に不耐もしくは不応の前治療歴を有するKRAS遺
伝子野生型の切除不能･再発大腸癌症例におけるパニツムマブ
併用化学療法に対する皮膚および爪関連有害事象の治療･予
防アルゴリズムを探索する第 II 相臨床試験

2010-170 小川　朝生 東病院
緩和ケアチームを構成する医療スタッフに求められる必須臨床
能力

2010-169 福田　隆浩 中央病院
Reduced-intensity stem cell transplantation 施行後の生着症候
群の後方視的解析

2010-167 森　愼一郎 中央病院
高齢者造血器疾患に対するリン酸フルダラビンと静注ブスルファ
ンによる移植前治療を用いた臍帯血移植の有効性の検討 －
JSCT FB10 CB－

2010-166 森　愼一郎 中央病院
高齢者造血器疾患に対するリン酸フルダラビンと静注ブスルファ
ンによる移植前治療を用いた同種骨髄･末梢血幹細胞移植の有
効性の検討－JSCT FB10 PB／BM－

2010-165 森実　千種 中央病院 膵内分泌腫瘍100例の検討（後ろ向き研究）

2010-164 津金　昌一郎 がん対策研究所

国際共同研究｢大腸がんにおける修飾遺伝子の全ゲノムスキャ
ン｣に対する『｢長野県の低がん死亡率と農作物との関連につい
ての疫学研究｣における胃がん大腸がんのリスク要因に関連す
る遺伝子環境相互作用などに関する研究』および「多目的コ
ホートにおいて収集された試料等を用いた、多層的オミックス技
術の活用によるがん予防など健康持続のための包括的研究」の
DNA試料の提供

1990/01/01～
1994/12/31

2010-163 勝俣　範之 中央病院 臨床試験の結果を知ることに対する試験参加者の意識調査

2010-162 上野　秀樹 中央病院

膵がん切除後補助化学療法患者におけるバイオマーカーの探
索的研究  
膵がん切除患者を対象としたゲムシタビンとS-1の併用療法
(GS)をゲムシタビン単独療法と比較する術後補助化学療法のラ
ンダム化試験(JSAP-04)の附随研究

2010/12/21～
2013/10/31

2010-161 渡辺　隆 中央病院 乳腺リンパ腫の臨床病理学的特徴の研究

2010-160 小川　朝生 東病院 重要な面談の理解に影響する要因に関する調査

2010-159 米盛　勧 中央病院
転移･再発乳がん患者の終末期ケアおよび福祉サービスの利用
実態調査

2010-158 松井　礼子 東病院 非小細胞肺癌に対するBevacizumabの有害事象の検討

2010-157 金　成元 中央病院
B細胞性非ホジキンリンパ腫に対する同種造血幹細胞移植成績
の後方視的解析

2010-156 永井　完治 東病院 原発性肺癌の葉間胸膜浸潤の予後に及ぼす影響に関する検討
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2010-155 森実　千種 中央病院
再発膵管内乳頭粘液性腺癌に対するゲムシタビンの治療成績
に関する検討（レトロスペクティブスタディ）

2010-154 大江　裕一郎 東病院
切除不能 III 期非小細胞肺癌に対する予防的所属リンパ節領域
照射を省いた高線量胸部放射線療法とシスプラチン+ビノレルビ
ン化学療法の同時併用第 II 相試験

2010-153 池田　公史 東病院
肝動脈塞栓療法が不応となった肝細胞がんに対するミリプラチ
ン肝動注製剤の第 II 相臨床試験

2010-152 近藤　俊輔 中央病院
肝動脈塞栓療法が不応となった肝細胞がんに対するミリプラチ
ン肝動注製剤の第 II 相臨床試験

2010-151 米村　雅人 東病院
テガフール･ギメラシル･オテラシルカリウム服用患者に対する安
全性向上に向けた薬剤指導の検討

2010-150 向井　博文 東病院
HER2陽性の原発性乳癌患者を対象とした補助療法としてのトラ
スツズマブの有用性を検討する観察研究

2010/11/29～
9999/12/31

2010-149 和泉　啓司郎 東病院 がん化学療法における医療チーム専属薬剤師の有用性の評価

2010-148 池田　公史 東病院
ソラフェニブによる高血圧－チームネクサバールによる副作用マ
ネジメントの重要性－

2010-147 元永　伸也 東病院
がん性疼痛における鎮痛補助薬としてのガバペンチン使用適正
化に向けた検討

2010-146 古林　園子 東病院
当院での緊急入院症例の実態及び化学療法が及ぼす影響の
検討

2010-145 中面　哲也 東病院
進行肝細胞がん患者を対象としたHLA-A24および-A2結合性
Glypican-3（GPC3）由来ペプチドワクチン療法の免疫学的有効
性を評価する臨床試験

2010-144 元永　伸也 東病院
肝胆膵領域のがん患者における術後せん妄のリスクの因子調
査

2010-143 小川　朝生 東病院 tDCS（経頭蓋直流電気刺激）の作用機序に関する研究

2010-142 小島　隆嗣 東病院
根治不能臨床病期ⅣB期食道癌における緩和目的化学放射線
療法と緩和目的化学療法の効果に関する比較検討

2010-141 小西　大 東病院
膵体尾部切除における器械吻合器を用いた膵断端処理の安全
性に関する多施設共同､無作為化群間比較試験

2010-140 島田　和明 中央病院
膵体尾部切除における器械吻合器を用いた膵断端処理の安全
性に関する多施設共同､無作為化群間比較試験

2010-139 米盛　勧 中央病院
抗癌剤第 I 相試験のための毒性と腫瘍マーカーを考慮した用量
探索法に関する研究～シミュレーションモデル構築のための
データ解析～

2010-138 元永　伸也 東病院
ベバシズマブ投与患者における初回投与直前の血圧がその後
の血圧コントロールに及ぼす影響

2010-137 葉　清隆 東病院 進行･再発非小細胞肺癌初回治療終了後患者の観察研究
2010/11/15～
9999/12/31

2010-136 古林　園子 東病院 薬剤師による外来化学療法ホットラインの対応調査
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2010-135 清水　千佳子 中央病院 がん患者におけるQOLと生存期間との間の優先順位

2010-134 眞鍋　知子 中央病院 子宮体部serous adenocarcinoma のMRI所見の検討

2010-133 海老原　充 東病院 進行頭頸部がんの症状と機能に関する観察研究

2010-132 和田　典子 中央病院
中心静脈カテーテル関連血流感染の実態調査－中心静脈カ
テーテル輸液セットの交換頻度による比較－

2010-131 池田　公史 東病院
切除不能･再発胆道癌を対象としたゲムシタビン+CDDP+WT1ペ
プチドワクチン併用化学免疫療法とゲムシタビン+CDDP治療の
第 I ／ II 相試験

2010-130 奥坂　拓志 中央病院
切除不能･再発胆道癌を対象としたゲムシタビン+CDDP+WT1ペ
プチドワクチン併用化学免疫療法とゲムシタビン+CDDP治療の
第 I ／ II 相試験

2010-129 森実　千種 中央病院
肺外神経内分泌腫瘍の臨床的特徴と治療､予後の検討（後ろ向
き研究）

2010-128 落谷　孝広 研究所 乳癌におけるRPN2発現の検討
1996/01/01～
2020/01/31

2010-127 吉永　繁高
先端医療開発セ
ンター(築地)

膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引細胞･組織診
(Endoscopic Ultrasound-guided Fine Needle Aspiration)の有用
性に関する前向き登録研究

2010/11/01～
9999/12/31

2010-126 勝俣　範之 中央病院 標準治療を終えたがん患者の予後予測研究

2010-125 矢野　友規 東病院
食道癌化学放射線療法後局所遺残再発例に対するタラポルフィ
ンナトリウム（レザフィン）およびPDT半導体レーザー（PDレーザ）
を用いた光線力学療法の第 I ／ II 相試験

2010-123 小島　隆嗣 東病院 バレット食道腺癌の遺伝子異常に関する検討
2003/1/1～
2010/3/31

2010-122 小川　智子 東病院
ペメトレキセド単剤治療における安全性の検討－好中球減少に
与えるCcrの影響－

2010-121 早坂　和恵 東病院 がん専門病院における副看護師長の役割遂行に関する研究

2010-120 濱口　哲弥 中央病院

KRAS野生型の切除不能進行･再発大腸癌に対する5-FU系薬
剤､イリノテカン､オキサリプラチン不応不耐症例を対象とした
Panitumumab+イリノテカン療法またはPanitumumab単独療法の
臨床第 II 相試験

2010-119 後藤　功一 東病院
非小細胞肺がんにおけるEGFR遺伝子変異のheterogeneityと
EGFRチロシンキナーゼ阻害剤の効果に関する研究

2010-118 (PDF) 河野　隆志 研究所 非喫煙アジア人女性の肺がんに関する全ゲノム関連研究
2000/04/01～
2008/12/31

2010-117 片野田　耕太
がん対策情報セ
ンター

学童を対象としたがん情報コンテンツ作成に関する研究－がん
教育教材を用いたがん教育の評価－

2010-116 木下　敬弘 東病院
JCOG0912 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

2010/10/08～
9999/12/31
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2010-115 石井　宏明 東病院
がん終末期医療における倫理的ジレンマとその解決法の分析
～臨床倫理の4分割表を用いたデスカンファレンスの分析～

2010-114 川井　章 中央病院
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

2010/10/15～
2019/10/14

2010-113 海老原　充 東病院 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施

2010-112 小西　大 東病院
膵がん切除患者を対象としたゲムシタビンとS-1の併用療法(GS
療法)をゲムシタビン単独療法と比較する術後補助化学療法の
ランダム化第Ⅲ相試験

2010/11/01～
9999/12/31

2010-111 島田　和明 中央病院
膵がん切除患者を対象としたゲムシタビンとS-1の併用療法(GS
療法)をゲムシタビン単独療法と比較する術後補助化学療法の
ランダム化第Ⅲ相試験

2010/11/01～
9999/12/31

2010-110 市田　泰彦 東病院
オキシコドン徐放錠から複方オキシコドン注射液への切り換え症
例に関する調査

2010-109 平家　勇司 中央病院
WT1ワクチン療法に伴う皮膚反応へのカバーメーク技術応用に
対する患者QOL研究

2010-108 仁保　誠治 東病院
心嚢水を有する限局型小細胞肺癌に関するレトロスペクティブ
研究

2010-107 山本　精一郎
がん対策情報セ
ンター

独居男性の野菜摂取量増加に関する意図と行動およびそれら
の関連要因に関する研究

2010-106 和泉　啓司郎 東病院
せん妄をきたしたがん患者における非定形抗精神病薬の高血
糖に関する研究

2010-105 大江　裕一郎 東病院
高齢者の進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+イリノテ
カン併用療法のfeasibility study

2010-104 田村　友秀 中央病院
高齢者の進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+イリノテ
カン併用療法のfeasibility study

2010-103 平家　勇司 中央病院 末梢血単核球からの選択的NK細胞培養法の確立

2010-102 小島　隆嗣 東病院
根治不能臨床病期ⅣB期食道癌に対する緩和目的化学放射線
療法の効果に関する検討

2010-101 木下　平 東病院
正常膵に対する膵頭十二指腸切除術後膵液瘻発生と腹部ド
レーン感染性排液に関する検討

2010-100 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸癌研究会プロジェクト研究班 大腸癌における脈管侵襲判
定基準作成

2010/10/14～
9999/12/31

2010-099 近藤　格 研究所 肺がんの個別化医療のためのバイオマーカー開発
2002/1/1～
2013/3/31

2010-098 南　陽介 東病院
JCOG0907 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

2010/10/14～
2019/04/13

2010-097 伊豆津　宏二 中央病院
JCOG0907 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

2010/10/14～
2025/03/02
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2010-096 石井　源一郎 東病院
がん患者血中及び組織中microRNAのプロファイリングと､その
生物学的意義の検討

2008/01/01～
2014/08/31

2010-095 石井　源一郎 東病院 肺癌病理組織を用いた臨床病理学的研究
2002/1/1～
2010//6/30

2010-094 牛島　俊和 研究所
食道がんにおける術前治療抵抗性のDNAメチル化マーカーの
分離

2010/08/19～
2022/08/18

2010-093 森　文子 中央病院
同種造血幹細胞移植後患者の退院後のリハビリテーションに関
する実態調査

2010-092 中島　健 中央病院
日本における最適なH.pylori3次除菌治療法の検討（JGSG 自主
研究 ｢H.pylori 3次除菌Study｣）

2010-091 田村　研治 中央病院
64Cu-DOTA標識トラスツズマブのPETによる撮像条件を明らか
にする安全性試験

2010-089 齋藤　豊 中央病院
先進医療として施行された大腸ESDの有効性・安全性と長期予
後に関する多施設共同研究(前向きコホート研究)

2010/08/18～
2022/09/30

2010-088 (PDF) 高橋　真美 研究所 ヒトの脂肪膵と膵臓がんとの関連に関する研究
2002/01/01～
2025/03/31

2010-087 石井　源一郎 東病院
肺癌組織および血清におけるポドプラニン発現に関するレトロス
ペクティブ研究

2002/1/1～
2010/6/30

2010-086 長谷部　孝裕
がん対策情報セ
ンター

乳癌組織形態像に基づく質量分析イメージング法を用いた網羅
的蛋白質発現解析

2002/1/1～
2005/12/31

2010-085 塚田　俊彦 研究所 下垂体腺腫瘍発生のメカニズムの検討

2010-084 永井　完治 東病院
末梢型小型肺癌切除例における病理学的浸潤癌鑑別の術前予
測

2010-083 角川　康夫
がん予防・検診研
究センター

大腸カプセル内視鏡における大腸前処置法の検討（追加検討）

2010-082 末國　千絵 中央病院
乳癌術後照射における照射終了前患者指導の実施と皮膚炎の
関連性の評価

2010-081 池田　公史 東病院
EverolimusやSorafenibによるB型肝炎ウィルス再活性化に関す
る多施設共同研究

2010/08/05～
2014/10/14

2010-080 勝俣　範之 中央病院 再発卵巣がんに対するGemcitabineのfeasibility study

2010-079 中澤　葉宇子 がん対策研究所 がん看護に関する研修の評価指標開発と評価に関する研究
2010/07/23～
9999/12/31

2010-078 島田　朋子 東病院
内視鏡的胃粘膜剥離術を受けた患者の生活困難感と不安の実
態調査

2010-077 (PDF) 谷田部　恭 中央病院 各種腫瘍における網羅的な免疫･分子組織化学的検索
1995/01/01～
2022/06/30

2010-076 福田　隆浩 中央病院 同種造血細胞移植後HHV-6感染の疫学的検討

2010-075 蔦　幸治 中央病院 新規標的分子における病理組織学的解析に関する検討
2002/1/1～
2012/7/13
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2010-074 加藤　友康 中央病院
GOG-0237 異型腺細胞(AGC)という細胞診断患者の子宮頸部
病変診断におけるCA-Ⅸ､p16､増殖性マーカーとヒトパピローマ
ウィルス(HPV)による比較解析

2010/10/14～
9999/12/31

2010-073 木下　寛也 東病院
日本ホスピス緩和ケア協会会員施設における｢遺族によるケア
の質の評価に関する研究（J-HOPE2）｣

2010-072 藤井　博史 東病院
非小細胞肺癌に対する18F-FAZA PET／CTの有用性に関する
探索的研究

2010-071 山田　康秀 中央病院
切除不能･再発食道胃接合部癌における化学療法（化学放射線
療法を含む）の治療効果／生存期間に関する検討

2010-070 近藤　格 研究所 肝細胞がんの早期診断技術のためのバイオマーカー探索

2010-069 福田　隆浩 中央病院
非血縁同種造血幹細胞移植におけるミコフェノール酸モフェチル
（MMF）投与の急性移植片対宿主病（aGVHD）予防効果（有効性
と安全性）に対する多施設共同第 II 相臨床試験

2010-068 福田　隆浩 中央病院
血縁同種造血幹細胞移植におけるミコフェノール酸モフェチル
（MMF）投与の急性移植片対宿主病（aGVHD）予防効果（有効性
と安全性）に対する多施設共同第 II 相臨床試験

2010-067 小川　朝生 東病院 感情表出表情映像課題の開発

2010-066 池田　公史 東病院
固形がんに対する化学療法施行時のB型肝炎ウィルス再活性
化に関する多施設共同観察研究

2010-065 萩原　朋果 東病院 頭頸部癌放射線治療中患者におけるうがいの実態調査

2010-064 和泉　啓司郎 東病院
モルヒネ投与経路変更時の投与量換算比に肝機能障害が与え
る影響

2010-063 和泉　啓司郎 東病院
非小細胞肺癌患者におけるEGFR遺伝子変異多型とgefitinib療
法の関連性～exon21（L858R）とexon19（deletion）～

2010-062 長井　俊治 東病院
再発小児固形腫瘍に対する低侵襲性外来治療 ビノレルビン+シ
クロホスファミド対テモゾロミド+エトポシド ランダム化第 II 相試
験

2010-061 牧本　敦 中央病院
再発小児固形腫瘍に対する低侵襲性外来治療 ビノレルビン+シ
クロホスファミド対テモゾロミド+エトポシド ランダム化第 II 相試
験

2010-060 九嶋　亮治 中央病院
胃癌肝転移症例における原発巣のHER2陽性率､および原発巣
と肝転移巣におけるHER2発現の不均一性の検討

2002/1/1～
2009/12/31

2010-059 南　陽介 東病院
JCOG0908高リスクDLBCLに対する導入化学療法(bi-R-CHOP
療法またはbi-R-CHOP/CHASER療法)と大量化学療法(LEED)
の有用性に関するﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ相試験

2010/06/25～
2015/02/13

2010-058 伊豆津　宏二 中央病院
JCOG0908高リスクDLBCLに対する導入化学療法(bi-R-CHOP
療法またはbi-R-CHOP/CHASER療法)と大量化学療法(LEED)
の有用性に関するﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ相試験

2010/06/25～
2015/02/13

2010-057 中面　哲也 東病院
原発巣組織検体を用いた血中循環がん細胞検出技術の基礎的
検討
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2010-056 池田　公史 東病院
抗悪性腫瘍薬によるB型肝炎ウイルスの再活性化の症例調査
－アンケート調査－

2010-055 米村　雅人 東病院
2用量のグラニセトロン静脈内投与における便秘などに対する追
加解析

2010-054 塚崎　邦弘 東病院
フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)
を対象としたimatinib併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
(JALSG Ph+ALL208IMA)

2010/08/04～
9999/12/31

2010-053 小林　幸夫 中央病院
フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)
を対象としたimatinib併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
(JALSG Ph+ALL208IMA)

2010/08/04～
9999/12/31

2010-052 仁保　誠治 東病院 肺癌の術前正診断率に関するレトロスペクティブ研究

2010-051 木下　敬弘 東病院
JCOG1001 深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切除の
意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

2010/08/06～
2021/12/31

2010-050 吉川　貴己 中央病院
JCOG1001 深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切除の
意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

2010/08/06～
2021/12/31

2010-049 近藤　格 研究所 悪性胸膜中皮腫の早期診断のためのバイオマーカー開発
2002/1/1～
2012/3/31

2010-048 近藤　格 研究所
臨床検体を用いた統合的ｵﾐｸｽ解析による骨転移関連遺伝子の
網羅的探索

2010/06/28～
9999/12/31

2010-047 菱田　智之 東病院 新病期分類に基づいた肺癌治療成績のレトロスペクティブ研究

2010-046 菱田　智之 東病院
切除可能 IIIA期非小細胞肺癌の治療成績に関するレトロスペク
ティブ研究

2010-045 土井　俊彦 東病院
胃あるいは食道における粘膜がんのディスポーザブル高周波切
開鉗子を用いた内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic 
Submucosal Dissection：ESD）の安全性試験

2010-044 山本　聖一郎 中央病院
高齢者における腹腔鏡下大腸癌切除術の有効性と安全性に関
する後向き調査

2010-043 北條　隆 中央病院
超音波検査による乳がん術前化学療法早期判定基準の有効性
に関する研究

2010-042 永井　完治 東病院 肺癌術後骨再発の予後に関する検討

2010-041 濱島　ちさと がん対策研究所 胃内視鏡検診の有効性評価に関する検討
2010/06/29～
9999/12/31

2010-040 奈良　聡 中央病院 腹腔鏡下肝切除術の当院での実施可能性評価試験

2010-039 永井　完治 東病院 肺腺癌と肺扁平上皮癌における予後の相違に関する検討

2010-038 津田　均 中央病院 高悪性度骨肉腫におけるMDM2とCDK4の状態に関する研究
2002/1/1～
2009/12/31

2010-037 永井　完治 東病院
臨床病期 IA期非小細胞肺癌に対する消極的縮小手術に関する
検討
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2010-036 神田　慎太郎 中央病院
固形がん患者の臨床検体を用いた､予後マーカー､化学療法の
効果予測マーカーの確立を目指した研究

2010/06/16～
9999/12/31

2010-035 池田　公史 東病院
進行膵がんにおけるオピオイドの使用状況とゲムシタビン療法
への影響

2010-034 武藤　倫弘 研究所
ヒト肺腫瘍組織におけるSPECT用プローブ標的分子の解析に関
する研究

2002/1/1～
2011/3/31

2010-033 池松　弘朗 東病院
自家蛍光内視鏡（Autofluorescence Imaging）を用いた大腸腫瘍
性病変検出に関する前向き比較試験（略称：AFI STUDY）

2010-032 久保田　馨 中央病院 非喫煙者肺癌に関するレトロスペクティブ研究

2010-031 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院
多層的疾患オミックス解析に基づくがんの創薬標的の網羅的探
索を目指した研究

2002/02/01～
2020/03/31

2010-030 軒原　浩 中央病院
肺原発多形癌に対する化学療法に関するレトロスペクティブ研
究

2010-029 赤須　孝之 中央病院
S状結腸癌および直腸S状部癌に対する腹腔鏡下結腸間膜完全
切除術（CME）の治療成績に関するretorospectiveな検討

2010-028 本田　一文 研究所
大腸がん組織マイクロアレイを用いた新規バイオマーカーと治療
標的の探索

2010/06/04～
9999/12/31

2010-027 赤須　孝之 中央病院
右結腸癌に対する腹腔鏡下結腸間膜完全切除（CME）の早期治
療成績に関するretorospectiveな検討

2010-026 赤須　孝之 中央病院
直腸カルチノイド治癒切除後の二次癌発生の頻度および発生パ
ターンに関するretorospectiveな検討

2010-025 田村　研治 中央病院
乳がん術前化学療法の有用性を予測するバイオマーカーの探
索的研究

2010/05/26～
2019/05/31

2010-024 清水　研 中央病院
精神的ストレスが高いがん患者の専門的治療の受療行動に関
する研究

2010-023 渋井　壮一郎 中央病院
成育医療的視点での家族支援に向けた患者･家族の実態解明
～小児脳腫瘍経験者･保護者に対する自記式質問紙と認知機
能検査を用いた多施設共同QOL横断調査～

2010-022 村上　敏史 中央病院
がん性疼痛に対するガバペンチンの臨床的有用性の検討（後ろ
向き調査）

2010-021 小島　隆嗣 東病院

食道がん症例における遺伝子発現解析と治療効果の予測に関
する研究:｢StageⅡ･Ⅲ食道がん症例に対する化学放射線療法
の感受性に関わる遺伝子発現解析研究(国立がんｾﾝﾀｰIRB承
認19-67)｣登録対象外検体を用いた付随研究

2010/05/21～
9999/12/31

2010-020 齋藤　典男 東病院
低位前方切除術における一時的人工肛門造設に関する多施設
共同前向き観察研究

2010-019 岡田　教子 東病院
中咽頭がん術後の摂食･嚥下障害のアセスメントに関するアル
ゴリズムの検証

2010-018 大野　康寛 東病院
上行結腸腫瘍性病変に対する反転観察の有効性に関する臨床
研究
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2010-017 米村　雅人 東病院 TS-1服用患者への癌種別薬剤情報提供の検討

2010-016 布施　望 東病院
切除不能消化管内分泌細胞癌に対する塩酸アムルビシン療法
の検討

2010-015 中澤　葉宇子 中央病院
がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム研修会の評価に関する
研究

2010-014 中面　哲也 東病院
Glypican-3（GPC3）由来がんペプチドワクチン療法の適応拡大を
目指したがん抗原発現確認を目的とする多施設共同研究

2010-013 角　諒子 東病院
病棟看護師による退院後テレフォンフォローアップの有用性の検
討

2010-012 濱口　哲弥 中央病院 結腸･直腸がんの治療成績および有害事象の後ろ向き調査

2010-011 成田　善孝 中央病院
JCOG0911 初発膠芽腫に対するインターフェロン-β+テモゾロミ
ド併用化学放射線療法のランダム化第Ⅱ相試験

2010/05/27～
9999/12/31

2010-010 金　成元 中央病院
同種造血幹細胞移植患者に対する栄養管理に関する多施設共
同研究低分子ペプチド非投与群と投与群のランダム化第Ⅱ相臨
床試験 NST04

2010/07/01～
2015/06/30

2010-009 山本　精一郎
がん対策情報セ
ンター

一般住民におけるQOLと心理社会的要因の分布および医学研
究に対する認識に関する研究

2010-008 山崎　あゆみ 中央病院
新規抗がん剤第 I 相試験に初めて参加した患者の体験と対処
の過程に関する調査

2010-007 葉　清隆 東病院
前縦隔腫瘍に対するCTガイド下針生検の診断能に関するレトロ
スペクティブ研究

2010-006 加藤　健 中央病院
切除不能局所進行食道扁平上皮癌に対する
Docetaxel+CDDP+5-FU（DCF）による導入化学療法+化学放射
線療法の第 I ／ II 相試験

2010-005 永井　完治 東病院 非小細胞肺癌の臨床病理学的予後因子の検討

2010-004 池田　公史 東病院 進行肝細胞癌に対するソラフェニブの臨床第 II 相試験

2010-003 奥坂　拓志 中央病院 進行肝細胞癌に対するソラフェニブの臨床第 II 相試験

2010-002 小島　隆嗣 東病院
JCOG0909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 +/- 救済治療の検証的非ランダム化試験

2010/05/06～
9999/12/31

2010-001 加藤　健 中央病院
JCOG0909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 +/- 救済治療の検証的非ランダム化試験

2010/05/06～
9999/12/31

2009-197 堀之内　秀仁 中央病院
既治療非小細胞肺癌患者に対する3rdライン化学療法としての
塩酸アムルビシン･ニトログリセリン併用療法の第 II 相試験

2009-196 後藤　功一 東病院

上皮成長因子受容体(epidermal growth factor receptor:EGFR)
遺伝子異変を有する肺腺癌の発生に関与する生活習慣要因と
体細胞性遺伝子変異プロファイル解明のための分子疫学的研
究

1999/01/01～
2004/12/31
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2009-195-2 小西　大 東病院
胆道癌根治切除術に対するS-1による補助化学療法の
feasibility study

2009-195-1 島田　和明 中央病院
胆道癌根治切除術に対するS-1による補助化学療法の
feasibility study

2009-194-2 小島　隆嗣 東病院
臨床病期 II ／ III 期（T4を除く）胸部食道がんに対する5-FU+シ
スプラチンと放射線同時併用療法による術前化学放射線療法の
実施可能性試験（多施設共同）

2009-194-1 加藤　健 中央病院
臨床病期 II ／ III 期（T4を除く）胸部食道がんに対する5-FU+シ
スプラチンと放射線同時併用療法による術前化学放射線療法の
実施可能性試験（多施設共同）

2009-193 關本　翌子 東病院 転移性脳腫瘍をもつ終末期がん患者の体験

2009-191 永井　完治 東病院 肺腺癌の粘液産生充実型腺癌成分と予後に関する検討

2009-189 北條　隆 中央病院
早期乳癌センチネルリンパ節検索に対するICG蛍光法の色素法
との比較における臨床的有用性に関する検証試験

2009-188-2 伊藤　雅昭 東病院
待機的大腸がん手術の閉創における真皮縫合の手術部位感染
症（Surgical Sitelnfection：SSl）抑制効果に関する臨床試験

2009-188-1 山本　聖一郎 中央病院
待機的大腸がん手術の閉創における真皮縫合の手術部位感染
症（Surgical Sitelnfection：SSl）抑制効果に関する臨床試験

2009-187 大江　裕一郎 東病院
非小細胞肺癌における､喫煙歴の有無と臨床背景､予後に関す
るレトロスペクティブ研究

2009-186 向井　博文 東病院
HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法にお
けるトラスツズマブ単剤と化学療法併用に関するランダム化比
較試験

2010/05/06～
9999/12/31

2009-185 市田　泰彦 東病院 がん患者における医療用麻薬及び向精神薬の使用実態調査

2009-184 寺門　浩之 中央病院
剤形変更医薬品の投薬後の安全性･有効性情報の収集･伝達
方法の検討

2009-183 向井　博文 東病院
HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法にお
ける観察研究

2011/04/13～
9999/12/31

2009-182 葉　清隆 東病院 胸腺腫に対する化学療法に関するレトロスペクティブ研究

2009-181 落合　淳志 東病院
日本人における頭頸部扁平上皮癌患者を対象とした免疫組織
化学的染色によるEGFR蛋白の発現とKRAS遺伝子変異につい
ての疫学調査

2002/1/1～
2008/12/31

2009-180 田原　信 東病院
局所進行頭頸部癌を対象としたS-1の初回投与時と減量投与時
の薬物動態の比較検討試験

2010/06/14～
9999/12/31

2009-179 吉川　貴己 中央病院
JCOG0912 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

2010/03/30～
2021/12/31
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2009-178-2 南　陽介 東病院

JCOG0904 再発･再燃･治療抵抗性の多発性骨髄腫に対する
bortezomib+dexamethasone併用(BD)療法と
thalidomide+dexamethasone併用(TD)療法のランダム化第Ⅱ相
試験

2010/03/30～
2018/03/29

2009-178-1 小林　幸夫 中央病院

JCOG0904 再発･再燃･治療抵抗性の多発性骨髄腫に対する
bortezomib+dexamethasone併用(BD)療法と
thalidomide+dexamethasone併用(TD)療法のランダム化第Ⅱ相
試験

2010/03/30～
9999/12/31

2009-177-2 斉藤　典男 東病院
JCOG0910 Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後補助化学療
法としてのCapecitabine療法とS-1療法とのランダム化第 III 相
比較臨床試験

2009-177-1 髙島　淳生 中央病院
JCOG0910 StageⅢ治癒切除大腸癌に対する術後補助化学療
法としてのCapecitabine療法とS-1療法とのランダム化第Ⅲ相比
較臨床試験

2010/03/01～
2020/09/30

2009-176 加藤　友康 中央病院
若年性乳がんにおける化学療法･内分泌療法に伴う卵巣機能抑
制に関する研究

2009-175 葉　清隆 東病院
塩酸アムルビシンによる間質性肺炎に関するレトロスペクティブ
研究

2009-174 森　文子
がん対策情報セ
ンター

成人同種造血幹細胞移植患者における移植片対宿主病のセル
フケア行動に関する研究

2009-173 山田　康秀 中央病院
治癒切除不能な進行･再発の結腸･直腸癌患者に対する2次治
療としてのTri-weekly XELIRI+ベバシズマブ療法の第 I ／ II 相
臨床試験

2009-172 後藤　功一 東病院
進行非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤を含む併用化学療法
後のTS-1維持療法の第2相試験

2010/05/28～
9999/12/31

2009-171 泉谷　昌志 研究所
ゲノム構造異常と遺伝子発現異常に基づいたヒト大腸ならびに
膵がんの新規がん関連遺伝子の探索

2002/1/1～
2009/12/31

2009-170 荒木　光子 中央病院
外来で緩和的化学療法を受け母親役割を持つがん患者への看
護のあり方に関する研究

2009-169 津田　均 中央病院
リンパ節転移陰性乳癌患者の予後・治療効果予測のためのバ
イオマーカー研究

2009-168 東野　琢也 東病院 日本形成外科学会疾患登録システム
2010/04/01～
2019/03/31

2009-167 坂本　憲昭 中央病院 埋め込み型中心静脈ポートシステムに関する調査研究

2009-166 蔦　幸治 中央病院
肺扁平上皮癌の臨床病理学的検討（特に治療効果予測におけ
る病理学的因子の解明）

2009-165 細矢　美紀 中央病院
がん専門病院における新しい入院時退院支援スクリーニング
シートの作成－進行期がん患者における検討－

2009-164 阪本　良弘 中央病院 大腸癌肝転移切除例に関する多施設共同研究
2002/1/1～
2015/3/7

2009-163 角川　康夫
がん予防・検診研
究センター

アジアにおける胃がんおよび前がん病変内視鏡スクリーニング
に関する多施設国際共同研究

272 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2009-162 加藤　健 中央病院
食道表在癌（cT1,NO,MO）の内視鏡的粘膜切除術（EMR／ESD）
相対的適応症例の経過と予後についての検討

2009-161 西本　寛
がん対策情報セ
ンター

質問紙による臓器がん登録実態調査研究

2009-160 加藤　健 中央病院
食道原発低分化神経内分泌癌における治療選択と生存期間に
関する検討

2009-159 明石　定子 中央病院 乳癌におけるCTのリンパ節転移診断のための多施設共同試験
2009/1/1～
2009/12/31

2009-158 (PDF) 平岡　伸介 中央病院
膵がん患者血中およびがん組織内でのアミノ酸の変化に基付く
膵がんバイオマーカーの検索に関する研究

2003/01/01～
2025/12/31

2009-157 高山　智子
がん対策情報セ
ンター

効果的ながんの情報提供方法に関する検討～介入効果の評価
とサービス利用の阻害要因の特定～

2009-156 山本　弘史 中央病院
臨床病期 II ／ III 期（T4を除く）食道がん化学放射線療法に伴う
食道炎発生動向に関する研究

2009-155 小川　朝生 東病院
MRI検査（MRスペクトロスコピー）を用いた化学療法が療養生活
の質に影響する機序に関する研究

2010/03/30～
9999/12/31

2009-154 永井　完治 東病院 非小細胞肺癌のリンパ節転移様式と予後に関する検討

2009-153 大江　裕一郎 東病院
高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポスト・データ
ベースの構築と必須情報及びその推定モデルの策定（H21-3次
がん-一般-010）-前向き研究-

2009-152 北野　富美江 東病院
外来化学療法中に重篤な有害事象により緊急入院した患者の
背景について

2008/4/1～
2009/3/31

2009-151 市川　智里 東病院 外来化学療法ホットラインへの相談内容の実態
2008/12/1～
2009/6/30

2009-150 永井　完治 東病院 肺癌の胸膜浸潤における予後に関する検討

2009-149 池田　公史 東病院
ソラフェニブの手足症候群のリスクへの薬剤師介入による服薬
アドヒアランスの改善度の評価

2009-148 吉野　孝之 東病院 大腸がんにおけるKRAS遺伝子変異率の検討

2009-147 山本　聖一郎 中央病院 マイクロRNAを介した消化器癌転移カスケードの解明

2009-146-2 伊藤　雅昭 東病院
JCOG0903 臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対するS-
1+MMCを同時併用する根治的化学放射線療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ
相試験

2010/03/12～
9999/12/31

2009-146-1 髙島　淳生 中央病院
JCOG0903 臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対するS-
1+MMCを同時併用する根治的化学放射線療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ
相試験

2010/03/21～
2022/03/11

2009-145 蔦　幸治 中央病院 若年肺癌の臨床病理学的検討
2002/1/1～
2009/12/31

2009-144-2 金子　和弘 東病院
内視鏡的食道粘膜切除術後のPPI使用の有用性に関するラン
ダム化比較試験
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2009-144-1 小田　一郎 中央病院
内視鏡的食道粘膜切除術後のPPI使用の有用性に関するラン
ダム化比較試験

2009-143 前島　亜希子 中央病院
非小細胞肺癌切除例における胸膜浸潤の予後因子としての評
価に関する研究

2002/1/1～
2004/5/31

2009-142 蔦　幸治 中央病院
マイクロステージングを用いた肺腺癌の予後層別化に関する研
究

2010/01/20～
9999/12/31

2009-141 土屋　直人 研究所
ヒト大腸および膵腫瘍患者血液中マイクロRNAを用いた診断
マーカー開発に関する研究

2002/01/01～
2018/03/31

2009-140 本田　一文 研究所 がん検診に有用な腫瘍マーカーの開発
2010/03/24～
2020/03/31

2009-139-2 宮崎　眞和 東病院
口腔癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術
の研究

2009-139-1 吉本　世一 中央病院
口腔癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術
の研究

2009-138-2 秋元　哲夫 東病院
乳房温存療法の術後照射における短期全乳房照射法の安全性
に関する多施設共同試験(JCOG0906)

2010/02/12～
9999/12/31

2009-138-1 伊丹　純 中央病院
乳房温存療法の術後照射における短期全乳房照射法の安全性
に関する多施設共同試験(JCOG0906)

2010/02/12～
9999/12/31

2009-137 島田　安博 中央病院
高齢者大腸癌患者（76歳以上上限なし）に対する抗癌剤治療の
現状調査

2009-136 山本　弘史 中央病院
がん性疼痛患者における複方オキシコドン注射薬：パビナール
(r)注の使用状況に関する調査

2009-135 武藤　倫弘 研究所 ヒト大腸腫瘍組織における脂質代謝異常の解析に関する研究
2002/1/1～
2011/3/31

2009-134 宮﨑　眞和 東病院 わが国における甲状腺未分化癌臨床情報データベースの作成
2010/01/06～
9999/12/31

2009-133 吉野　孝之 東病院
大腸癌患者に対するBevacizumab併用化学療法施行時の D-
dimer 測定の意義に関する検討

2007/6/1～
2008/9/30

2009-131 柿沼　龍太郎
がん予防・検診研
究センター

肺野限局性すりガラス様陰影の自然史解明のための前向き研
究

2009-130 大竹　陽介 中央病院
大腸微小腺腫性ポリープを未治療とした集団におけるIndex 
Lesion の発生頻度の検討（後ろ向きコホート研究）

2009-129 池田　公史 東病院
肝動脈化学塞栓術に抵抗性の肝細胞癌に対するシスプラチン
肝動注製剤による肝動注化学療法

2009-128 石原　幹也 東病院
乳癌根治術後患者における中枢神経系転移リスク因子の後ろ
向き解析

2009-127 仁保　誠治 東病院
シスプラチン後発医薬品による腎障害に関するレトロスペクティ
ブ研究

2009-126 山本　弘史 中央病院
進行再発結腸直腸がんの初回治療におけるFOLFOX療法の
bevacizumab（BV）の未使用理由
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2009-125 後藤田　卓志 中央病院
Narrow-band imaging 併用胃拡大内視鏡のルーチン検査におけ
る有用性の検討：NBI併用胃拡大内視鏡の医療経済効果

2009/8/5～
2010/1/4

2009-124 田村　研治 中央病院
乳がん臨床検体を用いたPI3K､BRCA1,2､PTENの遺伝子異常､
および蛋白発現に関するレトロスペクティブ研究

2002/1/1～
2011/3/31

2009-123 加藤　健 中央病院
食道扁平上皮癌の根治的食道切除後の局所再発における治療
選択と生存期間に関する検討

2009-122 的場　元弘 中央病院 オピオイド使用がん患者におけるせん妄と関連因子の解析

2009-121 中面　哲也 東病院 血中循環がん細胞検出技術の臨床的有用性の検討

2009-120 山本　弘史 中央病院
切除不能もしくは再発直腸・結腸がん患者におけるオキサリプラ
チン起因性末梢神経障害に対するオピオイド鎮痛薬の有効性お
よび安全性の検討

2009-119 清水　千佳子 中央病院
若年性乳癌患者に対する薬物療法の情報提供と治療選択に関
する調査研究

2009-118 森実　千種 中央病院
遠隔転移を有する膵癌患者の予後予測式の作成と検証（後ろ向
き研究）(Construction and validation of a practical prognostic 
index for patients with metastatic pancreatic adenocarcinoma)

2009-117 大江　裕一郎 東病院
高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポスト・データ
ベースの構築と必須情報及びその推定モデルの策定（H21-3次
がん-一般-010）－後ろ向き研究－

2009-116 平家　勇司 中央病院
切除不能･術後再発腎癌に対するαGalCer+IL-2活性化自己単
核球療法の臨床第 I 相試験

2009-115 金　成元 中央病院
予後不良多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植後地固
め療法としての骨髄非破壊的タンデム同種移植

2009-114 松井　礼子 東病院 外来化学療法時の発熱に対する抗菌剤のコンプライアンス

2009-113 松井　礼子 東病院
非小細胞肺がんドセタキセル化学療法におけるG-CSF製剤投
与の調査

2009-112 中島　貴子 中央病院
胃癌治療における抗がん剤三次治療例の緩和治療への移行の
検討

2009-111 龍島　靖明 中央病院
術前及び術後トラスツズマブ療法における副作用発現状況に関
する研究

2009-110 安藤　正志 中央病院 原発不明癌における病理解剖の後ろ向き研究

2009-109 島田　安博 中央病院 切除不能進行・再発の結腸・直腸癌の治療成績

2009-108 本田　一文 研究所
I 期末梢肺腺癌における新規予後予測マーカーとしての■■■
■■の有用性の検討

2009-107 小田　一郎 中央病院
Web登録システムを用いた早期胃がん内視鏡切除症例の前向
きコホート研究

2010/07/01～
2012/06/30

2009-106 佐野　恵利 東病院
術後がん患者の適応とその関連要因に関する調査研究－がん
患者用術後サポートプログラム教材の効果に対する予備研究－

275 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2009-105 清水　千佳子 中央病院
乳がん中間リスク以上の症例における、術後遠隔転移検索とし
ての骨シンチグラフィー、肝臓超音波検査の有用性について

2009-104 蔦　幸治 中央病院
原発性脳腫瘍及び転移性脳腫瘍における分子・病理学的マー
カーに関する後ろ向き検討研究：脳血管関門・糖代謝・水分代
謝・薬剤標的分子等

2002/1/1～
2011/11/11

2009-103 和田　徳昭 東病院
乳癌センチネルリンパ節転移陽性症例における非センチネルリ
ンパ節転移予測因子に関する調査

2009-102 秋元　哲夫 東病院 切除不能肝細胞癌に対する陽子線治療の安全性に関する検討
2009/11/10～
9999/12/31

2009-100 山田　康秀 中央病院 胃癌術後補助療法S-1の現状

2009-099 中島　貴子 中央病院 経口摂取不能な腹膜転移胃癌に対する全身化学療法

2009-098 小田　一郎 中央病院
消化管内視鏡検査における抗血小板薬・抗凝固薬の扱いにつ
いての現状調査

2009-097 古林　園子 東病院
乳癌術後化学療法におけるドセタキセル＋シクロホスファミド療
法の認容性の検討

2009-096 田村　研治 中央病院

GOG-0213 プラチナ感受性の再発卵巣癌､原発性腹膜癌および
卵管癌に対する二次的腫瘍減量手術の有効性､およびカルボプ
ラチンとパクリタキセル（またはゲムシタビン）の併用療法にベバ
シズマブを併用維持療法として使用した場合の有効性を検討す
るランダム化第Ⅲ相比較臨床試験

2010/02/12～
2017/06/09

2009-095 金子　和弘 東病院
内視鏡を用いた新規粘膜断層診断機器（μ-VOIS）の探索的臨
床性能評価試験

2009-094-2 池田　公史 東病院
進行肝細胞がんに対するシスプラチン肝動注療法とS-1の併用
化学療法の第 I 相臨床試験

2009-094-1 奥坂　拓志 中央病院
進行肝細胞がんに対するシスプラチン肝動注療法とS-1の併用
化学療法の第 I 相臨床試験

2009-093 関根　郁夫 中央病院
前治療を有する切除不能肺大細胞神経内分泌癌症例に対する
アムルビシン単独療法のレトロスペクティブ研究

2009-092 関根　郁夫 中央病院 胸腺癌に対する化学療法のレトロスペクティブ研究

2009-091 伊丹　純 中央病院 限局性肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療の第Ⅰ相試験
2010/01/05～
9999/12/31

2009-090 林　隆一 東病院
頭頚部表在がん診断・治療についての多施設における実態調
査

2009-089 河野　勤 中央病院 褐色細胞腫全国疫学調査

2009-088-2 大江　裕一郎 東病院
JCOG0901 治療抵抗性小細胞肺癌に対する塩酸アムルビシン
療法の第 II 相試験

2009-088-1 田村　友秀 中央病院
JCOG0901 治療抵抗性小細胞肺癌に対する塩酸アムルビシン
療法の第 II 相試験

2009-087 清水　千佳子 中央病院
パクリタキセル投与における末梢神経障害からの回復までに要
する期間の検討
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2009-086 木下　貴之 中央病院
分子生物学的手法による乳癌センチネルリンパ節転移診断の
臨床的意義の検討

2009-085 津田　均 中央病院
ホルマリン固定パラフィン切片における Dual Color Single 
Hapten in Situ Hybridization 法 （DSISH法）によるHER2遺伝子
増幅解析の有用性検討

2009-084-2 奥坂　拓志 中央病院
腹水を有する進行膵癌に対するゲムシタビンとS-1の併用療法
の第 II 相試験

2009-084-1 池田　公史 東病院
腹水を有する進行膵癌に対するゲムシタビンとS-1の併用療法
の第 II 相試験

2009-083 後藤　功一 東病院
上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異検査法（Scorpion 
ARMS 法、PCR-Invader 法、Direct Scorpion ARMS法、PCR-
Invader法、Cycleave法）の比較検討に関する共同研究

2009-082 伊丹　純 中央病院
臨床的に原発性肺癌と診断された病理組織診断のつかない小
型肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の前向き臨床試験

2010/01/18～
9999/12/31

2009-081 島田　和明 中央病院
膵体尾部切除における膵断端閉鎖法と術後膵液瘻発生リスク
因子の解析：多施設共同､後向き観察研究

2009-080 落合　淳志 東病院
消化器がんの治療選択に関わる免疫組織化学検査の標準化に
関する研究

2008/1/1～
2010/3/31

2009-079 髙島　淳生 中央病院
切除不能または再発胃がんに対する5-FU持続静注(5-FUci)療
法のJCOG9205とJCOG9912との統合解析 JCOG9912-A2

2009/09/30～
9999/12/31

2009-078 津金　昌一郎 がん対策研究所
前立腺特異抗原に影響を与える要因を明らかにするための検
診受診者を対象とした研究

2009/09/14～
9999/12/31

2009-077 内富　康介 東病院
全国がん診療連携拠点病院・大学病院に勤務する緩和ケア
チーム精神症状緩和担当医師の現状に関する調査

2009-076 木下　寛也 東病院
全国共通で使用できる緩和ケアチームの活動記録の記載方法
に関する多施設共同研究

2009-075 中面　哲也 東病院 肝細胞がんの血中超早期診断マーカーの同定を目指した研究

2009-074 落谷　孝広 研究所 血液中のマイクロRNAによる前立腺がんの新規診断法の開発
2009/09/09～
9999/12/31

2009-073 関根　郁夫 中央病院
シスプラチン後発医薬品による腎障害に関するレトロスペクティ
ブ研究

2009-072-2 坪井　正博 東病院
JCOG0804/WJOG4507L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検証的非ランダム化試験

2009/10/20～
9999/12/31

2009-072-1 渡邉　俊一 中央病院
JCOG0804/WJOG4507L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検証的非ランダム化試験

2009/10/20～
9999/12/31

2009-071-2 坪井　正博 東病院
JCOG0802/WJOG4607L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

2009/08/10～
2014/09/26
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2009-071-1 渡邉　俊一 中央病院
JCOG0802/WJOG4607L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

2009/10/20～
2014/10/21

2009-070 荒木　光子 中央病院 ドセタキセルによる爪の変化に関する事例報告

2009-068 斉藤　博
がん予防・検診研
究センター

がん検診の受診勧奨システムの有効性に関する介入研究

2009-067 恩田　貴志 中央病院
乳癌およびホルモン治療既往が子宮癌肉腫症例の予後に与え
る影響の検討

2009-066 恩田　貴志 中央病院
ミューラー管腫瘍に対する腫瘍縮小手術における脾摘手術の安
全性と有用性の検討

2009-065 田村　研治 中央病院
がん幹細胞マーカー及びnucleosteminの発現量に関するレトロ
スペクティブ研究

2009-064 濱口　哲弥 中央病院
大腸癌肝転移(H2､H3)に対するmFOLFOX6+BV(bevacizumab)療
法後の肝切除の有効性と安全性の検討

2009/08/24～
9999/12/31

2009-063 山本　精一郎
がん対策情報セ
ンター

首都圏の大学生における喫煙行動の関連要因に関する研究

2009-062 勝俣　範之 中央病院
プラチナ製剤耐性再発卵巣がんに対する抗がん剤の必要性に
ついての検討

2009-061 藤田　伸 中央病院
プロテオーム解析による大腸正常腺管ならびにがん組織におけ
るタンパク質発現Heterogeneityの検討

2009-060 山本　精一郎
がん対策情報セ
ンター

リンパ浮腫質問票の妥当性研究

2009-059 山本　精一郎
がん対策情報セ
ンター

乳がん発症のリスクに関連する要因の分布に関する研究

2009-058 津田　均 中央病院 Tissue microarray 標本作製
2002/1/1～
2011/12/31

2009-057 津田　均 中央病院
病理検体を用いた分子生物学的解析法による侵襲性糸状菌症
の国内発生動向調査

2002/1/1～
2008/3/31

2009-056 角川　康夫
がん予防・検診研
究センター

大腸カプセル内視鏡における腸管前処置法の検討

2009-055-2 吉野　孝之 東病院
局所進行下部直腸癌に対するS-1＋L-OHPを同時併用する術
前化学放射線療法の臨床第 I 相試験

2009-055-1 森谷　冝皓 中央病院
局所進行下部直腸癌に対するS-1＋L-OHPを同時併用する術
前化学放射線療法の臨床第 I 相試験

2009-054 斎藤　博
がん予防・検診研
究センター

「がん検診事業の精度管理手法の開発に関する研究」地域の検
診制度管理水準改善のための指標の評価還元の効果と、その
最適方法に関するランダム化比較試験

2009-053 本田　一文 研究所
卵巣がん組織マイクロアレイを用いた新規バイオマーカーの開
発

1985/01/01～
2005/12/31

2009-052 関根　郁夫 中央病院
同時化学放射線療法後の脳転移に関するレトロスペクティブ研
究
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2009-051 平家　勇司 中央病院
臨床応用を目指したRetroNectin LAK細胞培養法の確立研究並
びに培養細胞製剤の毒性及び物性試験（臍帯血を利用した試
験）

2009-050 永井　完治 東病院 非小細胞肺癌切除例の晩期再発の臨床病理学的検討

2009-049 永井　完治 東病院 肺扁平上皮癌のリンパ節転移様式と予後に関する検討

2009-048 清水　千佳子 中央病院
アンスラサイクリン・タキサン系薬剤､トラスツズマブ使用後の
HER2陽性進行再発乳がんに対するビノレルビン／ラパチニブ／
トラスツズマブ併用化学療法の臨床第 I ／ II 相試験

2009-047 清水　千佳子 中央病院
多種類の抗がん剤前治療歴を有するHer2過剰発現切除不能進
行･再発乳癌患者に対するラパチニブ・トラスツズマブ併用療法
phaseⅡ試験

2009/11/06～
9999/12/31

2009-046 安藤　正志 中央病院
抗がん剤前治療歴を有する血管肉腫に対する塩酸イリノテカン
の第 II 相試験

2009-045 福田　隆浩 中央病院
消化管TMAの病態解析ならびに診断､治療に関する後方視的研
究

2009-044 斎藤　博
がん予防・検診研
究センター

乳がん検診の受診勧奨システムの有効性に関する介入研究

2009-043 斎藤　博
がん予防・検診研
究センター

大腸がん精密検査受診の有無に関連する一次検診受診者の要
因に関する研究

2009-042 斎藤　博
がん予防・検診研
究センター

がん検診の受診勧奨メッセージ開発に関する研究

2009-041 千原　良友 研究所
膀胱がん再発進展における尿中DNAメチル化マーカーの臨床
的意義に関する研究

2009-040 小田　一郎 中央病院 胃食道逆流症患者におけるバレット粘膜の長期経過の検討
2009/07/17～
9999/12/31

2009-039 安藤　正志 中央病院
原発不明癌に対するカルボプラチンおよびTS-1併用化学療法
の臨床第 II 相試験に付随する薬物動態試験および腫瘍組織の
探索的研究

2009-038 金子　昌弘 中央病院
がんの医療経済的な解析を踏まえた患者負担最少化に関する
研究

2009-037 山本　精一郎 がん対策研究所 乳がん患者の多目的コホート研究07
2009/07/30～
9999/12/31

2009-036 安藤　正志 中央病院
血管肉腫に関する治療成績および予後因子解析に関するレトロ
スペクティブ研究

2009-035 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による肝細胞がんの再発に関わるタンパク質
の研究

2009-034 細野　亜古 中央病院
思春期小児がん患者における治療による外見変化がQOLに及
ぼす影響に関する横断的調査研究

2009-033 竹内　義人 中央病院
悪性大静脈症候群に対する金属ｽﾃﾝﾄ治療の有効性を評価する
ランダム化比較試験（JIVROSG-0807）
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2009-032 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

難治性腹水に対するシャント治療の有効性を評価するランダム
化比較試験(JIVROSG-0803)

2009/09/04～
2018/10/03

2009-031 荒井　保明 中央病院
切除不能悪性大腸狭窄に対するステント治療の有効性を評価
するランダム化比較試験（JIVROSG-0806）

2009-030 荒井　保明
国立がん研究セ
ンター

JIVROSG-0805(PTEG-Ⅲ)がんによる消化管通過障害に対する
経皮経食道胃管挿入の有効性を評価するランダム化比較試験

2009/07/27～
9999/12/31

2009-029 曽根　美雪 中央病院
有痛性悪性骨腫瘍の疼痛緩和に対する経皮的骨形成術の有効
性を評価するランダム化比較試験(JIVROSG-0804)

2009/11/01～
2024/01/01

2009-028 勝俣　範之 中央病院 高齢者卵巣癌および腹膜癌における治療選択に関する研究

2009-027 福田　隆浩 中央病院
日本人血液疾患患者におけるアスペルギルス属およびその他
の糸状菌類による侵襲性真菌感染症についての疫学的調査

2009-026 関根　郁夫 中央病院
非小細胞肺癌の3次､4次化学療法に関するレトロスペクティブ研
究

2009-025 津田　均 中央病院 高分化型骨肉腫の診断における免疫組織化学的研究

2009-024 栃木　直文 研究所
プロテオーム解析による扁平上皮癌の発生･進展の分子機構の
解明

2002/1/1～
2011/3/31

2009-023 矢内　貴子 中央病院 Cetuximab投与による爪囲炎のmanagement

2009-022 温泉川　真由 中央病院
JCOG0503 プラチナ耐性タキサン既治療卵巣癌に対する経口エ
トポシド静注イリノテカン併用化学療法に関する第 II 相試験

2009-021 西本　寛
がん対策情報セ
ンター

院内がん登録データと診療科データの整合性に関する研究

2009-020 吉野　孝之 東病院
KRAS遺伝子変異の有無別の切除不能･再発大腸癌におけるセ
ツキシマブ療法の臨床効果に関する多施設共同の遡及的研究

2009-019 山本　弘史 中央病院
造血幹細胞移植における免疫抑制剤タクロリムスの至適血中濃
度探索に関する観察研究[2]

2009-018 山本　弘史 中央病院
造血幹細胞移植後のサイトメガウィルス抗原血症およびサイトメ
ガウィルス感染症に対する抗ウィルス剤：foscarnetの安全性お
よび有効性評価のための観察研究

2009-017 佐竹　光夫 東病院
最新型320列面検出器CT(Aquilion ONE)のがん臨床における有
用性を評価するための探索的研究

2009/09/24～
9999/12/31

2009-016 角　美奈子 中央病院
非小細胞肺癌における切除断端陽性症例への術後放射線照射
に関するレトロスペクティブ研究

2009-015 加賀美　芳和 中央病院
乳房温存療法における腹臥位での放射線治療の安全性につい
ての研究

2009-014 村上　敏史 中央病院 当院における疼痛治療アルゴリズムの有用性に関する検討
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2009-013 安藤　正志 中央病院
乳癌のがん性胸膜炎に対する局所治療の効果と予後に関する
レトロスペクティブ研究

2009-012 渡辺　隆 中央病院
多発性骨髄腫に対するオーダーメイド医療ボルテゾミブの薬理
作用の個人差判定と臨床効果との相関関係の検討

2009-011 伊藤　國明 東病院
イマチニブ抵抗性または不耐容のフィラデルフィア（Ph）染色体
陽性慢性期慢性骨髄性白血病に対するニロチニブの多施設共
同第 II 相臨床試験

2009-010 松田　尚久 中央病院
自家蛍光内視鏡（Autofluorescence Imaging）を用いた大腸腫瘍
性病変検出に関する前向き比較試験（略称：AFI STUDY）

2009-008 伊藤　雅昭 東病院 Stage IV 大腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義

2009-007 村上　敏史 中央病院
国立がんセンター中央病院における緩和ケアチームの現状と課
題

2009-006 平家　勇司 中央病院
WT1ワクチン療法に伴う皮膚反応に対する美容的観点からの患
者意識に関する研究

2009-005 勝俣　範之 中央病院
再発･切除不能進行子宮頸癌に対する腫瘍マーカーによる治療
効果予測／病状進行予測モデル作成に関する研究

2009-004-2 大江　裕一郎 東病院
EGFR活性型変異を有する非小細胞肺癌患者のEGFR-TKI耐性
機構を検討する研究

2009-004-1 田村　友秀 中央病院
EGFR活性型変異を有する非小細胞肺癌患者のEGFR-TKI耐性
機構を検討する研究

2009-003 近藤　格 研究所 消化管腫瘍における遺伝子･蛋白動態解析研究

2009-002 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

HLA-A24および結合性Glypican-3(GPC3)由来ペプチドワクチン
を用いた肝細胞がん根治的治療後補助療法の臨床第Ⅱ相試験

2009/07/14～
9999/12/31

2009-001 安藤　正志 中央病院
乳癌の術前化学療法におけるホルモン受容体の変化と治療効
果と予後に関するレトロスペクティブの研究

2008-163 田原　信 東病院
切除不能局所進行食道扁平上皮癌に対する
Docetaxel+CDDP+5-FU（DCF）による導入化学療法+化学放射
線療法の第 I ／ II 相試験

2008-162-2 後藤　功一 東病院
進展型小細胞肺癌に対する予防的全脳照射の実施の有無を比
較するランダム化比較第Ⅲ相試験

2009/08/10～
9999/12/31

2008-162-1 軒原　浩 中央病院
進展型小細胞肺癌に対する予防的全脳照射の実施の有無を比
較するランダム化比較第Ⅲ相試験

2009/08/10～
9999/12/31

2008-161 田原　信 東病院
局所進行頭頚部扁平上皮癌に対するドセタキセルとシスプラチ
ンとフルオロウラシルの併用（TPF）による導入化学療法の実施
可能性試験

2008-160-2 加藤　健 中央病院
臨床病期 II ／ III 期（T4を除く）胸部食道癌を対象としたドセタキ
セル+シスプラチン+5-FU（DCF）の併用療法による術前補助化
学療法の実施可能性試験
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2008-160-1 田原　信 東病院
臨床病期 II ／ III 期（T4を除く）胸部食道癌を対象としたドセタキ
セル+シスプラチン+5-FU（DCF）の併用療法による術前補助化
学療法の実施可能性試験

2008-159 向井　博文 東病院
乳癌術前化学療法後の病理学的効果判定基準の妥当性に関
する研究

2008-158 布施　望 東病院
大腸癌に対するFOLFOX･FOLFIRI療法に伴う間質性肺炎症例
の検討

2005/4/1～
2008/12/31

2008-157 森　文子
がん対策情報セ
ンター

がん化学療法に伴う貧血関連症状の主観的苦痛の程度の評価
ツールの実用性に関する研究

2008-156 金子　和弘 東病院
アルコール依存症患者における食道扁平上皮癌と食道異形成
のp53癌抑制遺伝子変異とテロメア長に関する研究

2008-155 前島　亜希子 中央病院 核グレードによる小型肺腺がんの悪性度評価

2008-154 清水　千佳子 中央病院
高齢者乳がんにおける術後抗がん剤治療の治療選択に関する
レトロスペクティブ研究

2008-153 下田　忠和 中央病院
大腸癌EGFR免疫組織化学検査におけるホルマリン固定の影響
に関する検討

2008/6/1～
2009/7/31

2008-152 安藤　正志 中央病院
原発不明癌に対する免疫組織学的染色を用いた化学療法によ
る治療効果の層別化研究

2008-151 安川　恵美子 東病院 セツキシマブ投与によるinfusion reactionの発現調査

2008-150 金子　和弘 東病院
内視鏡的･外科的治療を施行した大腸pSM癌の経過観察に関す
る研究

2008-149 永井　完治 東病院 気管支鏡検査の苦痛の程度に関する疫学調査研究

2008-148 山田　康秀 中央病院
セツキシマブを一次抗体として用いた免疫染色による進行･再発
大腸癌におけるEGFR発現の検討

2009/03/25～
9999/12/31

2008-147 勝俣　範之 中央病院 特殊型卵巣癌の転移形式のレトロスペクティブ研究

2008-146 岩佐　悟 中央病院
高度腹水または経口摂取不能な腹膜転移胃癌に対するフルオ
ロウラシル／l-ロイコポリン+バクリタキセル併用療法（FLTAX療
法）の安全性確認試験

2008-145 濱口　哲弥 中央病院
症例報告｢胃癌術後孤立性肺転移切除により長期生存が得られ
た1例｣

2008-144 清水　千佳子 中央病院 転移性乳癌の臨床病理学的背景と予後に関する後ろ向き研究

2008-143 山田　哲司 研究所 難治がんの創薬バイオマーカー探索研究

2008-142 石川　哲也 研究所 ヒト脂肪組織由来幹細胞を用いた組織再生の研究

2008-141 布施　望 東病院
根治切除不能進行再発大腸園癌に対するbevacizumabの安全
性･有効性の検討

2008-140 中川　徹 中央病院
湿潤性膀胱がんに対して根治的膀胱全摘術をおこない､病理学
的にリンパ節転移陽性であった患者の予後因子についての研
究
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2008-139 中川　徹 中央病院 局所進行（pT3）腎細胞がんにおける予後因子の研究 1992/01～

2008-138 中島　貴子 中央病院 当院におけるランダム化試験参加拒否例の解析（胃癌）

2008-137 軒原　浩 中央病院 当院におけるランダム化試験参加拒否例の解析（肺癌）

2008-136 藤原　康弘 中央病院
末梢血単核球細胞の遺伝子発現プロファイルによるトラスツヅ
マブの効果予測に関する研究

2008-135-2 小島　隆嗣 東病院
JCOG0807 切除不能または再発食道癌に対する
Docetaxel,Cisplatin,5-FU併用療法の臨床第 I ／ II 相試験

2008-135-1 加藤　健 中央病院
JCOG0807 切除不能または再発食道癌に対する
Docetaxel,Cisplatin,5-FU併用療法の臨床第 I ／ II 相試験

2008-134 尾野　雅哉 研究所
IgA腎症における特異的糖鎖不全IgA1分子の同定とその由来､
腎炎発症に果たす役割への技術協力

2008-133 山岸　恵 中央病院
麻薬に関するインシデントの実態－外泊中の内福忘れの要因と
対策について

2008-132 田村　研治 中央病院
悪性腫瘍患者の血液､体腔液を用いたバイオマーカーの特定及
び有効性の研究

2009/04/09～
9999/12/31

2008-131 山本　弘史 中央病院
Cetuximab投与症例における有害事象の発現状況と対策の検
討

2008-130 吉野　孝之 中央病院
大腸癌患者のKRAS遺伝子変異測定におけるダイレクトシークエ
ンス法とTheraScreen K-RAS Mutation Kitとの相関性評価試験

2008-129 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

息止めPET／CT検査法の開発および臨床的有用性に関する研
究

2008-128 中島　貴子 中央病院
消化器（食道､胃､大腸）癌術前化学療法後の残存細胞関連分
子の発現に関する検討

2000/06～

2008-127 堀之内　秀仁 中央病院
切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する予防的所属リンパ節領域
照射を省いた高線量胸部放射線療法とシスプラチン+ビノレルビ
ン化学療法の同時併用第Ⅱ相試験

2009/04/09～
9999/12/31

2008-126 石川　哲也 研究所 ヒトがん幹細胞の樹立と解析
2009/02/27～
2019/03/31

2008-125 山本　弘史 中央病院
アンスラサイクリン系抗がん剤を用いた乳がん術前化学療法と
術後化学療法における副作用発現率調査と外来薬剤管理指導
に関する検討

2008-124 小菅　智男 中央病院
肝切除および膵頭十二指腸切除における合成吸収糸使用の手
術部位感染抑制効果に関する多施設共同並行群間無作為化比
較試験

2008-123 鶴崎　正勝 中央病院
3TMRIにおける肝細胞癌に対するGd-EOB-DTPAの有用性の検
討

2008-122 武田　明子 中央病院
同種造血幹細胞移植後患者における中心静脈カテーテル由来
血流感染発生のリスク因子の探索
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2008-121 清水　千佳子 中央病院
術前化学療法､原発巣手術施行後､病理学的に腫瘍が残存して
いる乳がん患者を対象とした術後補助療法における
capecitabine単独療法の検討 ｰ第Ⅲ相比較試験ｰ

2009/04/09～
9999/12/31

2008-120 清水　千佳子 中央病院 高齢者の切除不能進行･再発乳がんにおける治療選択の調査

2008-119 (PDF) 加藤　健 中央病院
消化管がんにおける細胞増殖因子受容体および下流シグナル
伝達物質の遺伝子変異解析

2002/01/01～
2024/03/31

2008-118 柴田　龍弘 研究所
頭頚部がん･食道がん･肺がんの治療反応性を予測する分子
マーカーについての検討

2008-117 平家　勇司 中央病院
高親和性Fcγレセプター遺伝子導入単核球を用いたHer2陽性
乳がんに対する遺伝子治療の開発研究

2008-116 島田　安博 中央病院
切除不能進行胃癌に対する2次化学療法における予後因子の
探索研究計画書

2008-115 小林　幸夫 中央病院
De novo CD5 陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫における
rituximab併用化学療法の治療成績に関する後方視的調査研究

2008-114-2 池田　公史 東病院
JCOG0805 進行胆道癌を対象としたゲムシタビン+S-1併用療法
とS-1単剤療法のランダム化第 II 相試験

2008-114-1 奥坂　拓志 中央病院
JCOG0805 進行胆道癌を対象としたゲムシタビン+S-1併用療法
とS-1単剤療法のランダム化第 II 相試験

2008-113 吉野　孝之 東病院
大腸がん患者におけるセツキシマブの治療効果とBRAF遺伝子
変異に関する研究

2008-112 長谷部　孝裕
がん対策情報セ
ンター

腫瘍間質細胞化生および癌間質性状評価による癌悪性度研究 2000～2001

2008-111 内藤　敬子 中央病院
新規抗がん剤第 I 相試験に参加した患者の体験と対処の過程
～初めて第 I 相試験に参加し試験継続が中断された患者を対
象として～

2008-110 蔦　幸治 中央病院 間質性肺炎合併肺がんの臨床病理学的検討

2008-109 河野　勤 中央病院 性腺外胚細胞腫瘍の治療成績に関するレトロスペクティブ研究

2008-108 片野田　耕太
がん対策情報セ
ンター

学童を対象としたがん情報コンテンツ作成に関する研究

2008-107 勝俣　範之 中央病院 子宮体がん IV 期に関する後方視的調査研究

2008-106 島田　安博 中央病院
化学療法歴のないDIC合併進行胃癌に対するMTX+5-FU時間差
療法の有効性･安全性の後ろ向き研究

2008-105 木下　貴之 中央病院
早期乳癌へのラジオ波焼灼療法の安全性および有効性の評価
に関する多施設共同研究

2008-104 (PDF) 島津　太一 がん対策研究所
検診受診者における生活習慣と胃粘膜DNAメチル化レベルとの
関連に関する研究

2009/04/01～
2010/03/31

2008-103 本田　一文 研究所
新しい膵がん腫瘍マーカーの国外の検体を用いた再現性の検
討
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2008-102 清水　千佳子 中央病院 IV 期乳癌におけるﾎﾙﾓﾝ療法の効果規定因子に関する研究

2008-101 山本　弘史 中央病院
結腸直腸がんに対するベバシズマブ併用FOLFOX療法施行に
おける有害事象に関連する背景因子の探索に関する研究

2008-100 笠松　高弘 中央病院
JCOG0806－A 子宮頚癌 I b1期を対象として縮小手術を評価す
る第 III 相試験の準備のための観察研究

2008-099 中川　徹 中央病院
膀胱前立腺全摘出標本を用いた前立腺偶発がんの臨床病理学
的検討

1992/04～

2008-098 小林　幸夫 中央病院
移植後の二次発がんの腫瘍細胞の起源の異性間FISH法および
STR法による解明

2002/1/1～
2009/12/31

2008-097 (PDF) 関根　圭輔 研究所 消化器がん由来のがん幹細胞の制御機構の解明
2008/12/01～
2025/03/31

2008-096 平松　玉江 中央病院
食道癌手術患者における外来看護師によるケアバンドルを用い
た術前介入の術後肺炎防止効果

2008-095 楠本　昌彦 中央病院
デジタル胸部単純X線画像読影トレーニング用画像処理ソフト
ウェア：xLNA（x-ray Lung Nodule Assessment）の有用性の検討

2008-094 金　成元 中央病院
再発及び治療抵抗性末梢T細胞リンパ腫に対する減量強度移
植前治療を用いた同種造血幹細胞移植法の有用性に関する検
討(PTCL-RIST08)

2009/01/30～
9999/12/31

2008-092 髙橋　則晃 がん対策研究所 大腸内視鏡検診の有効性評価のためのランダム化比較試験
2009/06/08～
2017/03/31

2008-091 向井　博文 東病院
乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問
紙調査

2009/09/04～
9999/12/31

2008-090 本田　一文 研究所 食道癌化学放射線療法の奏効性予測バイオマーカーの探索
2008/11/25～
2016/03/31

2008-089 荒井　保明 中央病院
肝転移を伴った切除不能進行再発大腸癌症例を対象とした､肝
動注療法の有用性を評価するランダム化第 III 相試験（肝動注 
phase III ）

2008-088-2 坪井　正博 東病院
JCOG0707病理病期Ⅰ期(T1>2㎝)非小細胞肺癌完全切除例に
対する術後化学療法の臨床第Ⅲ相試験

2008/12/09～
9999/12/31

2008-088-1 渡邉　俊一 中央病院
JCOG0707病理病期Ⅰ期(T1>2㎝)非小細胞肺癌完全切除例に
対する術後化学療法の臨床第Ⅲ相試験

2008/12/09～
9999/12/31

2008-087 金　成元 中央病院
造血幹細胞移植後の栄養状態･消化管毒性評価における血液
学的検査の有用性についての後方視的研究

2007/03～

2008-086 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

自己申告による腰部､上肢､大腿骨近位部骨折の信頼性の検討

2008-085 竹内　義人 中央病院
Peritoneovenous shunting（Denver shunt）造設術における多施
設後ろ向き研究

2000/01～
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2008-084 向井　博文 東病院
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん患
者に対する術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダム
化比較試験

2009/01/30～
9999/12/31

2008-083 (PDF) 向井　博文 東病院 乳がん患者の多目的コホート研究06
2008/10/27～
9999/12/31

2008-082 全田　貞幹 東病院
皮膚炎対処プログラムを用いた頭頸部放射線治療患者管理 前
向き介入試験

2008-081 藤井　博史 東病院
PET／CT検査における診断精度向上のための撮像方法および
画像再構成法の最適化に関する研究

2008-080 内富　庸介 東病院 配偶者をがんで亡くしたご遺族の悲嘆と対処行動に関する研究

2008-079 斉川　雅久 東病院
下咽頭がんおよび声門上がんに対する頚部郭清術の術式均一
化に関する研究

2008-078 金　成元 中央病院
末梢T細胞リンパﾟ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植
の比較検討：日韓共同調査研究

2008-077 田野崎　隆二 中央病院
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の予
後因子の解析

2008-076 加藤　健 中央病院
KRAS野生型･切除不能進行･再発大腸癌5-FU系薬剤､イリノテ
カン､オキサリプラチン不応不耐症例を対象としたCetuximab+イ
リノテカンまたはCetuximab単剤療法の安全性確認試験

2008-075 下田　忠和 中央病院
大腸粘液癌における予後規定因子についての後ろ向き研究－
とくに組織型､浸潤形式および形質発現について－

1975～2003

2008-074-2 大江　裕一郎 東病院
JCOG0803／WJOG4307L高齢者進行非小細胞肺がんに対する
ドセタキセルとドセタキセル･シスプラチン併用を比較する第 III 
相ランダム化比較試験

2008-074-1 田村　友秀 中央病院
JCOG0803／WJOG4307L高齢者進行非小細胞肺がんに対する
ドセタキセルとドセタキセル･シスプラチン併用を比較する第 III 
相ランダム化比較試験

2008-073 平家　勇司 中央病院 ヒト末梢血幹細胞を用いた白血病発症機構の解析

2008-072 赤須　孝之 中央病院
早期大腸癌における領域ﾘﾝﾊﾟ節転移の予測は可能か？－
MULTI-Detector Row CT Colonographyを用いた形態学的因子
による予測の試み－

2008-071 北條　隆 中央病院
triple negative （ER陰性､PgR陰性､HER2陰性）乳癌の生物学的
特徴と治療法に関する研究

2008-070 伊藤　國明 東病院
Do novo CD5 陽性びまん性大細胞型B細胞リンパﾟ腫における
rituximab 併用化学療法の治療成績に関する後方視的調査研
究（CD5+DLBCL in R-era project）

2008-069 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

市区町村におけるがん予防事業の環境整備のあり方に関する
研究－がん対策推進員の活用状況と庁舎内外の連携体制に焦
点をあてて－

2008-068 吉野　孝之 東病院
切除不能結腸直腸癌における二次治療以降の
FOLFIRI+BevacizumabおよびFOLFOX+Bevacizumab療法の有効
性､安全性の実態を調査する多施設共同研究
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2008-067 市川　仁 研究所
マイクロアレイを用いた小児急性骨髄性白血病の遺伝子発現プ
ロファイル解析

2008/09/01～
9999/12/31

2008-066 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

デジタルマンモグラフィにおけるトモシンセシスを用いた臨床開
発評価および新たな画像診断システムの開発

2008-065 森　慎一郎 中央病院
同種造血幹細胞移植療法を受けたハイリスク白血病患者にお
ける､ドナー患者間キメリズムとWT1遺伝子発現量並びに分子再
発との関連解析

2008-064 神田　慎太郎 中央病院
EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌に対する初回治療とし
ての化学療法の途中挿入を行うゲフィチニブ療法の第Ⅱ相試験

2008/10/10～
9999/12/31

2008-063 山本　弘史 中央病院
造血幹細胞移植における免疫抑制剤タクロリムスの適正な個別
投与量調整のための体内薬物動態に関する後ろ向き観察研究

2008-062 山本　弘史 中央病院
肝胆膵領域におけるゲムシタビン単独投与時の悪心･嘔吐発現
状況に関する後ろ向き観察研究

2008-061 林　隆一 東病院
食道及び頭頸部領域早期がん病変における上皮内血管拡張･
血管増生に関わる因子の探索

2008-060 中面　哲也 東病院 肝細胞がんの血中超早期診断マーカーの同定を目指した研究

2008-059-2 大野　康寛 東病院
大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的分割切除後の遺残再発率と
至適経過観察時期に関する多施設共同研究

2009/02/02～
9999/12/31

2008-059-1 齋藤　豊 中央病院
大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的分割切除後の遺残再発率と
至適経過観察時期に関する多施設共同研究

2009/02/02～
9999/12/31

2008-059 齋藤　豊 中央病院
大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的分割切除後の遺残再発率と
至適経過観察時期に関する多施設共同研究

2008-057 伊藤　國明 東病院

厚生労働科学研究費による肝炎等克服緊急対策研究事業
（H20-肝炎ｰ若手ｰ014）リツキシマブ+ステロイド併用悪性リンパ
腫治療中のB型肝炎ウィルス再活性化への対策に関する多施
設共同臨床研究 ～HBV-DNAモニタリング～

2008-056 鎌田　良子 東病院
「在宅の視点のある病棟看護｣評価尺度の信頼性･妥当性の検
証

2008-055 鎌田　良子 東病院 退院支援･調整プログラムの有効性検証

2008-054 森　文子
がん対策情報セ
ンター

同種造血幹細胞移植後患者の退院後長期フォローアップの試
み－がん看護専門看護師と医療ソーシャルワーカーの取り組み
の報告－

2008-053 朝鍋　美保子 中央病院
外来がん化学療法における患者支援の取り組み～電話フォ
ローアップの問題点と今後の取り組み～

2008-052 近藤　美紀 中央病院
がん化学療法にかかわるインシデント発生の実態把握と要因分
析

2008-051 磯野　智里 中央病院
FOLFOX療法に伴う過敏症への取り組み～再発･進行大腸がん
患者の症例を通して

287 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2008-050 金　成元 中央病院
造血幹細胞移植後の再発ハイリスク白血病患者に対するWT1ペ
プチドワクチン療法臨床第Ⅰ相試験における免疫学的反応の検
出および免疫モニタリング

2008/12/08～
2018/03/08

2008-049 内富　庸介 東病院
がん患者に合併する適応障害の精神医学的介入による治療転
帰と､その予測要因を明らかにするための予備的検討

2008-048 奥坂　拓志 中央病院
ゲムシタビン耐性胆道癌患者を対象としたゲムシタビン定速静
注法とS-1の併用療法（FGS療法）の第 I ／ II 相臨床試験

2008-047-2 向井　博文 東病院
未治療原発不明癌に対するDNAチップを用いた原発巣推定に
基づく治療効果の意義を問う無作為化第Ⅱ相試験

2009/01/13～
2015/03/31

2008-047 河野　勤 中央病院
未治療原発不明癌に対するDNAチップを用いた原発巣推定に
基づく治療効果の意義を問う無作為化第 II 相試験

2008-046 新井　康仁 研究所 小児がんの体細胞ゲノム構造変異の解析

2008-045 藤原　康弘 中央病院
乳癌腫瘍マーカーを利用した診断･治療判定モデルのレトロスペ
クティブ研究

2008-044 金　成元 中央病院
造血幹細胞移植後の再発ハイリスク白血病患者に対するWT1ペ
プチドワクチン療法臨床第Ⅰ相試験

2008/12/08～
2018/03/08

2008-043 金　成元 中央病院
造血幹細胞移植後の耐糖能に関する前方視的モニタリング研
究

2008-042 全田　貞幹 東病院
切除可能頚部食道癌に対するシスプラチンと5-FUを同時併用す
る化学放射線療法の第 II 相試験

2008-041 中島　貴子 中央病院
切除不能進行または再発胃癌に対するS-1+CDDP併用療法の
外来投与の安全性確認試験

2008-040 清水　千佳子 中央病院 乳癌患者におけるホルモン療法の効果規定因子に関する研究

2008-039 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

トモシンセシスによる胸部検診の臨床応用検討

2008-038 (PDF) 成田　善孝 中央病院 脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査）
2008/08/13～
2030/03/31

2008-037 福田　隆浩 中央病院
第一寛解期急性骨髄性白血病に対する同種移植を含めた治療
に関する臨床決断分析

2008-036 高山　智子
がん対策情報セ
ンター

がん電話相談の有効性と情報ニーズに関する研究

2008-035 渡辺　隆 中央病院

厚生労働科学による肝炎等克服緊急対策研究事業（H20-肝炎-
若手-014）リツキシマブ+ステロイド併用悪性リンパ腫治療中のB
型肝炎ウィルス再活性化への対策に関する多施設共同臨床研
究 ～HBV-DNAモノタリング～

2008-034-2 南　陽介 東病院

JCOG0406(未治療マントル細胞リンパ腫に対する抗CD20抗体
(Rituximab)併用の寛解導入療法(R-high-CHOP/CHASER)と自
家末梢血幹細胞移植療法併用の大量化学療法(LEED療法)の
臨床第Ⅱ相試験

2008/08/20～
2012/06/22
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2008-034-1 小林　幸夫 中央病院

JCOG0406(未治療マントル細胞リンパ腫に対する抗CD20抗体
(Rituximab)併用の寛解導入療法(R-high-CHOP/CHASER)と自
家末梢血幹細胞移植療法併用の大量化学療法(LEED療法)の
臨床第Ⅱ相試験

2008/08/20～
9999/12/31

2008-033 田野崎　隆二 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）に対する非血縁間同種骨髄移
植における骨髄非破壊的処置療法の安全性を検討する第 I 相
試験（ALT-NST-4）

2008-032 高山　智子
がん対策情報セ
ンター

効果的ながんの情報提供方法に関する検討

2008-031 金子　昌弘 中央病院 がん医療経済と患者負担最小化に関する研究

2008-030 和泉　秀子 中央病院
抗がん剤治療による外見変化と患者のQOLに対する定量的評
価

2008-029 中面　哲也 東病院
肺がん患者の末梢血を用いたがん抗原特異的T細胞の頻度の
検討とその大量培養法の開発を目指した研究

2008-028 田原　信 東病院
JCOG0706 根治切除不能な頭頸部扁平上皮癌に対するS-
1+CDDPを同時併用する化学放射線療法の第 II 相試験

2008-026 中面　哲也 東病院
ヒト乳がん組織から採取したがん細胞の3次元培養法の確立を
目指した研究

2008-025 中面　哲也 東病院
がん特異的抗原ペプチドを用いた抗腫瘍活性の高い細胞傷害
性T細胞（CTL）を大量に誘導する培養技術の開発

2008-024 浅村　尚生 中央病院
切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセドを含む集学的
治療に関する安全性確認試験（feasibility study）

2008-023 麻生　智彦 中央病院 検査画像の保証機能（検像システム）開発

2008-022 小林　望 中央病院
Japan Polyp Study登録患者における､全腫瘍性ポリープ摘除が
もたらす大腸がん罹患率抑制効果解明のための多施設共同前
向きコホート研究

2008/08/20～
2025/09/30

2008-020 奥坂　拓志 中央病院
進行肝細胞がんに対するソラフェニブとシスプラチン肝動注療法
の併用化学療法－第 I 相臨床試験－

2008-019 山田　康秀 中央病院
切除不能結腸直腸癌における二次治療以降の
FOLFIRI+BevacizumabおよびFOLFOX+Bevacizumab療法の有効
性､安全性の実態を調査する多施設共同研究

2008-017 中面　哲也 東病院 ヒト肺がん組織から摂取したがん細胞の3次元培養法の確立

2008-016 内富　庸介 東病院
がん専門病院における病院職員のストレス要因と精神医学的診
断に関する予備的研究

2008-015 金　成元 中央病院
自家造血幹細胞移植患者に対する栄養管理に関する多施設共
同研究 synbiotics 非投与群と投与群のランダム化第Ⅱ相臨床
試験 NST02

2008/08/20～
2017/08/19

2008-014 山﨑　直也 中央病院
センチネルリンパ節生検の実施と赤外観察カメラシステムを用い
たリンパ節同定についての検討

2008-013 渡辺　俊一 中央病院
肺神経内分泌性腫瘍､特に大細胞神経内分泌癌の生検におけ
る病理診断基準の確立のため多施設共同研究

1998/1/1～
2007/12/31
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2008-012 加藤　健 中央病院
高齢者臨床病期Ⅱ､Ⅲ(nonT4)食道がんに対するDocetaxelと放
射線同時併用療法(DTX+RT)の多施設共同臨床第Ⅱ相試験

2008/08/20～
9999/12/31

2008-011 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

バレット食道の発生要因に関する症例対照研究

2008-010 小林　幸夫 中央病院 悪性リンパﾟ腫におけるTNF受容体関連因子の染色体の検討

2008-009 笠松　高弘 中央病院

JGOG1066 局所進行子宮頸癌に対する高線量率腔内照射
（High-dose-rate intracavitary brachytherapy：HDR-ICBT）を用
いた同時化学放射線療法（Concurrent chemoradiotherapy：
CCRT）に関する多施設共同第 II 相試験

2008-008 金　成元 中央病院
血縁者間同種造血幹細胞移植におけるドナーコーディネートの
多角的検証

2008-007 平家　勇司 中央病院
臨床応用を目指したRetroNectin LAK細胞培養法の確立研究並
びに培養細胞製剤の毒性及び物性試験

2008-006 小川　朝生 東病院
抗うつ薬が使用できない際の抑うつ状態に対する磁気刺激法の
有効性の予備的検討

2008-005 金子　和弘 東病院
内視鏡を用いた大腸病変検出の効率化に対するNarrow Band 
Imaging（NBI）の有用性に関するランダム化比較試験（Modified 
Back-to-Back Colonoscopy）

2008-004-2 齋藤　典男 東病院
結腸がん患者の術後QOL（生活の質）及び生活満足度に関する
前向き調査研究（QLLC-J）

2008-004-1 森谷　宜皓 中央病院
結腸がん患者の術後QOL（生活の質）及び生活満足度に関する
前向き調査研究（QLLC-J）

2008-003 本田　一文 研究所 新しいプロテオーム解析技術を用いた腫瘍マーカーの探索
2008/04/01～
2020/03/31

2008-001 福田　隆浩 中央病院
非血縁者間同種骨髄移植におけるフルダラビン､静注ブスルファ
ンおよび低用量ATGによる骨髄非破壊的前処置の安全性･有効
性を検討する多施設共同臨床試験

2007-130 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

地域がん登録（制度）に関する意識調査

2007-129-2 金子　和弘 東病院
胃小陥凹性病変の鑑別診断におけるNBI（narrow band imaging）
併用拡大内視鏡観察の有用性に関する臨床試験

2007-129-1 齋藤　豊 中央病院
胃小陥凹性病変の鑑別診断におけるNBI（narrow band imaging）
併用拡大内視鏡観察の有用性に関する臨床試験

2007-128 清水　研 中央病院
乳腺･腫瘍内科外来に通院するがん患者に対する"適応障害･う
つ病スクリーンプログラム"の臨床的有用性に関する検討

2007-127 小泉　史明 研究所
Toll様受容体9（Toll Like Recepter 9（TLR9））アゴニストPF-
3512676投与後の末梢血単核球の遺伝子発現に及ぼす影響に
ついての研究

2007-126 島田　安博 中央病院 抗がん剤の神経毒性に関するQOL研究
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2007-125 荒井　保明 中央病院
腎悪性腫瘍に対する経皮的ラジオ波凝固療法についての第 I 
／ II 相臨床試験

2007-124 林　隆一 東病院
頭頸部がん術後患者の食生活を再構築していくプロセスにおけ
る体験

2007-123 高橋　正秀 中央病院
有痛性悪性骨腫瘍に対する経皮的骨形成術についての第 II 相
臨床試験

2007-122 荒井　保明 中央病院
肺悪性腫瘍に対するCTガイド下経皮的ラジオ波凝固療法につ
いての第 II 相臨床試験

2007-121 米盛　勧 中央病院
原発不明癌に対するｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝおよびTS-1併用化学療法の臨
床第Ⅱ相試験

2008/06/13～
9999/12/31

2007-120-2 木下　平 東病院
JCOG0705／KGCA01：治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除
術の意義に関するランダム化比較第 III 相臨床試験

2007-120-1 佐野　武 中央病院
JCOG0705／KGCA01：治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除
術の意義に関するランダム化比較第 III 相臨床試験

2007-119-2 和田　徳昭 東病院
臨床的腋窩リンパ節転移陰性の原発性乳癌に対するセンチネ
ルリンパ節生検の安全性に関する多施設共同臨床確認試験

2007-119-1 木下　貴之 中央病院
臨床的腋窩リンパ節転移陰性の原発性乳癌に対するセンチネ
ルリンパ節生検の安全性に関する多施設共同臨床確認試験

2007-118 下山　直人 中央病院
乳がん化学療法の副作用－末梢神経障害に対する鍼灸治療の
臨床効果に関する研究

2007-117 久保田　馨 中央病院
既治療非小細胞肺癌患者に対する3rdライン化学療法としての
塩酸アムルビシン・ニトログリセリン併用療法の第 II 相試験

2007-116 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

2次データによる診療評価指標検証研究

2007-115 勝俣　範之 中央病院
I b2～IVa期子宮頸がんに対しCDDP／S-1同時併用する化学放
射線療法の臨床第Ⅰ／Ⅱ相試験

2007-114 中面　哲也 東病院
乳癌患者の治療に伴う抗腫瘍免疫能の動態に関する基礎的検
討

2007-113 福田　隆浩 中央病院

造血幹細胞移植後移植片対宿主病（GVHD）発症患者における
ボリコナゾール（VRCZ）またはイトラコナゾール（ITCZ）投与時の
深在性真菌症発症予防効果（有効性と安全性）を検討する多施
設共同無作為化非盲検臨床試験

2007-112 伊藤　雅昭 東病院 直腸癌の壁外直接浸潤距離に関する臨床的意義

2007-111 藤田　伸 中央病院 直腸癌の壁外直接浸潤距離に関する臨床的意義

2007-110 斉藤　豊 中央病院
最大径20mm以上の大腸腫瘍に対する各種内視鏡切除手技の
局所根治性･偶発症に関する多施設共同研究（前向きアンケー
ト調査）

2007-109 牧本　敦 中央病院
再発小児固形腫瘍に対するトポテカン（T）とイホスファミド（I）併
用療法（TI療法）の第 I ／ II 相臨床試験
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2007-108 勝俣　範之 中央病院
卵巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としての
paclitaxel+Carboplatin（TC）療法とIrinotecan+Cisplatin（CPT-P）
療法のﾗﾝﾀﾞﾑ化比較試験（Randomized Phase III trial）

2007-106 小嶋　基寛 東病院 病理検体を用いたOCT診断法の開発

2007-105 全田　貞幹 東病院
頭頸部悪性黒色腫に対する非手術治療としての陽子線単独療
法臨床第 II 相試験

2007-104 清水　陽一 中央病院
長期生存が望めない進行がん患者とその家族の療養上の意思
決定を支えるための看護に関する研究～患者と家族が望む｢余
生の過ごし方｣を実現するために～

2007-103 西脇　裕 東病院 全国悪性中皮腫患者登録

2007-102 櫻庭　実 東病院
舌癌再建手術後の患者における横断的QOL（生活の質）に関す
る研究（計画書：舌癌再建手術後の患者における横断的QOL調
査）

2007-101 西本　寛
がん対策情報セ
ンター

がん診療連携拠点病院における院内がん登録 腫瘍データ収集
予備調査研究

2007-100 近藤　格 研究所
消化管間質腫瘍GISTの術後転移･再発･生存を予測するバイオ
マーカーのプロテオーム解析による研究開発

2007-098 石井　和美 中央病院
がん性疼痛看護認定看護師の果たす役割－がん性疼痛を有し
症状コントロールが困難だった1事例を通して－

2007-097 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

多目的コホートにおける血液を用いた肺がんのコホート内症例･
対照研究

2007-096 (PDF) 阿部　清一郎 中央病院
胃粘膜DNAﾒﾁﾙ化レベルを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術
(ESD)施行後の異時性多発胃がん発生予測に関する前向き研
究

2008/04/17～
2008/04/11

2007-095 高橋　智子 東病院
退院後のオストメイトが初回ストーマ外来受診までに直面した困
難及びストーマケアの現状の解明～看護記録を用いた調査から
～

2007-094 高橋　智子 東病院
一時的ストーマを造設した患者の経験とその特徴をふまえた看
護の検討～ストーマ閉鎖後の患者へのインタビューを通して～

2007-093 山本　精一郎 がん対策研究所 乳がん患者の多目的コホート研究06
2008/04/17～
9999/12/31

2007-092 山田　哲司 研究所 プロテオーム解析による癌の診断の実用化に関する研究

2007-091 山田　哲司 研究所
卵巣腫瘍性疾患および子宮頚部疾患における血中タンパク質
発現解析

2007-090 櫻庭　実 東病院 口腔･中咽頭癌の下顎骨形態の再建法に関する研究

2007-089 濱島　ちさと
がん予防・検診研
究センター

全国市町村におけるがん検診の実施の実態把握に関する研究

2007-088 山田　哲司 研究所
口腔がんのホルマリン固定パラフィン包埋組織を用いた新規バ
イオマーカーの開発
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2007-087 成田　善孝 中央病院
悪性脳腫瘍患者の免疫能の評価と､抗腫瘍薬剤が悪性脳腫瘍
患者の免疫能に与える影響の検討

2007-086 (PDF) 成田　善孝 中央病院
脳腫瘍に対する新規治療法開発ならびに治療耐性克服を目指
す初代培養腫瘍細胞を用いた基礎的研究

2008/01/24～
2030/03/31

2007-085 田野崎　隆二 中央病院
造血幹細胞移植における造血幹細胞数の定量法の開発（第2研
究）

2007-084 笠松　高弘 中央病院
子宮ポリープ状異型腺筋腫（atypical polypoid 
adenomyoma,APAM）の治療法確立に向けた臨床病理学的研究

2007-083 勝俣　範之 中央病院 子宮体癌 IVb期の集学的治療を模索する調査研究

2007-082 勝俣　範之 中央病院
IVb･再発子宮頸がんに対するS-1とシスプラチン併用療法の
feasibility試験

2007-081-2 伊藤　國明 東病院
研究参加施設に新たに発生する全AML,高リスクMDS症例を対
象とした5年生存率に関する観察研究（前向きコホートスタ
ディー）

2007-081-1 小林　幸夫 中央病院
研究参加施設に新たに発生する全AML,高リスクMDS症例を対
象とした5年生存率に関する観察研究(前向きコホートスタディー)

2008/04/25～
9999/12/31

2007-080 堺　隆一 研究所
ヒト固形腫瘍組織検体を用いたチロシンキナーゼ関連蛋白質群
の発現検討

2002/01/01～
2020/03/31

2007-079 牧本　敦 中央病院
全身化学療法が網膜芽細胞腫治療後の二次がん発生に及ぼ
す影響について

2007-078 江角　浩安 東病院 緩和ケアプログラムによる地域介入研究

2007-077 内富　庸介 東病院
悪い知らせを伝えられる際の患者の情動表出に対する医師の
精神生理反応および行動反応に関する検討

2007-076-2 伊藤　國明 東病院
JALSG CML207 慢性期慢性骨髄性白血病における標準的イマ
チニブ増量法と積極的イマチニブ増療法のランダム化比較第 III 
相臨床試験

2007-076-1 小林　幸夫 中央病院
JALSG CML207 慢性期慢性骨髄性白血病における標準的イマ
チニブ増量法と積極的イマチニブ増療法のランダム化比較第 III 
相臨床試験

2007-075 光永　修一 東病院
切除不能進行膵がん患者の病状悪化と血清中インターロイキン
6（IL-6）濃度との関連に関する研究

2007-074 小菅　智男 中央病院
膵がん切除例に対する術後補助療法としてのゲムシタビンとS-
1併用療法（GS療法）の第 I ／ II 相試験

2007-073 山田　哲司 研究所
切除不能膵がんに対するゲムシタビン単剤治療における副作用
および効果予測マーカーの開発（検証研究）

2007-072 牧本　敦 中央病院 小児がん経験者のQOL（Quality of Life）に関する研究

2007-069-2 南　陽介 東病院
JCOG0601 未治療のCD20陽性びまん性大細胞型Bリンパ腫に
対するR-CHOP療法におけるRituximab投与スケジュールの検
討を目的としたランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

2008/01/24～
2023/01/23
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2007-069-1 伊豆津　宏二 中央病院
JCOG0601 未治療のCD20陽性びまん性大細胞型Bリンパ腫に
対するR-CHOP療法におけるRituximab投与スケジュールの検
討を目的としたランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

2008/01/24～
2023/01/23

2007-068 山田　康秀 中央病院

JCOG9912 ｢切除不能または再発胃がんに対する5-FU持続静
注（5-Fuci）療法／CPT-11+CDDP療法／S-1単独療法（S-1）に
よる第 III 相試験｣の付随研究:化学療法を施行した進行･再発胃
がん例における効果予測因子および予後因子に関する研究

2007-067 近藤　格 研究所
消化管間質腫瘍GISTの術後転移･再発･生存を予測するバイオ
マーカーの研究開発－タンパク質発現情報と症例の臨床病理
学的因子との相関を検討する研究－

2007-066 中面　哲也 東病院 肝胆膵領域がんの3次元細胞培養法確立を目指した研究

2007-065 齋藤　博
社会と健康研究
センター

早期大腸癌､特に平坦陥凹型大腸癌の頻度に関する研究
2008/01/24～
9999/12/31

2007-064 清水　研 中央病院
我が国のがん患者におけるディグニティセラピーの多施設共同
前後比較研究

2007-063 高山　智子
がん対策情報セ
ンター

がん医療における医療者と患者会の協働に関する研究

2007-062 加賀美　芳和 中央病院
乳房温存療法の術後標準照射法における遅発性有害事象の調
査研究

2007-061 田野崎　隆二 中央病院
難治性中･高悪性度非ホジキンリンパ腫およびホジキンリンパ腫
に対する自家+血縁者間骨髄非破壊的造血幹細胞移植に関す
る研究（第 II 相研究）

2007-060 中面　哲也
先端医療開発セ
ンター(柏)

プロテオーム解析を用いた肝胆膵領域がん再発関連マーカー
の同定

2008/01/24～
2019/03/31

2007-059 山田　哲司 研究所 消化管間質腫瘍の細胞株と移植株の樹立

2007-057 柴田　龍弘 研究所
大腸がん､乳がんのゲノム構造異常解析とその結果にも基づい
た分子診断の可能性についての検討

2007-056 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

3府県コホートによる大気汚染物質等とがん及びがん以外の疾
患との関連についての疫学研究

2007-055 片井　均 中央病院
JCOG0703 臨床病期 I 期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
術の安全性に関する第 II 相試験

2007-054 内富　庸介 東病院
重要な面談にのぞむがん患者とその家族に対する質問促進パ
ンフレットの有用性に関する研究

2007-053 全田　貞幹 東病院
化学放射線療法を行う頭頸部がん患者を対象としたクリニカル
パスを用いた疼痛管理法 有効性／安全性 評価試験

2007-052 首藤　昭彦 中央病院
閉経後乳がんの術後内分泌療法5年終了患者に対する治療終
了とアナストロゾール5年延長のランダム化比較試験

2008/01/24～
2021/07/31

2007-051 金子　昌弘 中央病院 がん医療経済と患者負担最小化に関する研究

2007-050 田野崎　隆二 中央病院
成人における骨髄破壊的前処理による非血縁者間臍帯血移植
の移植方法に関する研究（東京大学医科学研究所付属病院の
移植法を用いた多施設第 II 相臨床試験）
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2007-049 山本　聖一郎 中央病院
Clinical Stage 0 - I 期直腸癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性
に関する第 II 相試験

2007-048 後藤　功一 東病院
JCOG0605 再発小細胞肺癌に対するノギテカン療法（NGT療法）
と､シスプラチン+エトポシド+イリノテカン療法（PEI療法）を比較す
る第 III 相試験（NGT／PEI phase III ）

2007-047 田村　友秀 中央病院
JCOG0605 再発小細胞肺癌に対するノギテカン療法（NGT療法）
と､シスプラチン+エトポシド+イリノテカン療法（PEI療法）を比較す
る第 III 相試験（NGT/PEI phase III ）

2007-046-2 秋元　哲夫 東病院
JCOG0701 T1-2NOMO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

2007/10/22～
9999/12/31

2007-046-1 伊丹　純 中央病院
JCOG0701 T1-2NOMO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

2007/10/22～
9999/12/31

2007-046 加賀美　芳和 中央病院
JCOG0701 T1-2NOMO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

2007-045 藤元　博行 中央病院 早期前立腺癌根治術後のPSA再発に対する臨床調査

2007-044 島田　和明 中央病院
MD-CTによる胆道膵悪性腫瘍の術前画像診断能の評価:多施
設共同､前向き研究

2007-043 山田　哲司 研究所
｢疾患関連たんぱく質解析研究･創薬プロテオームファクトリープ
ロジェクト｣への技術協力

2007-042 加賀美　芳和 中央病院
0､ I ､ II 期乳がんでの乳房温存療法における3次元原体放射線
治療（3DCRT）による加速乳房部分放射線治療の安全性と有用
性についての研究

2007-041 加賀美　芳和 中央病院
乳房温存を希望する非浸潤性乳管癌（DCIS）高リスク群に対す
る乳房温存療法術後照射に関する前向き臨床試験

2007-040 藤井　博史 東病院
肺癌の放射線感受性予測における62Cu-ATSM PET／CTの有
用性の検討

2007-039 山本　精一郎 がん対策研究所 乳がん患者の多目的コホート研究05
2007/10/22～
9999/12/31

2007-038 勝俣　範之 中央病院
子宮体がん再発高危険群に対する術後化学療法としてAP
（Doxorubicin+Cisplatin）療法､DP（Docetaxel+Cisplatin）療法､TC
（Paclitaxel+Carboplatin）療法のランダム化第 III 相試験

2007-037 内富　庸介 東病院
地域緩和ケアチームの活動内容､運用上の問題点､コストに関す
る調査研究

2007-036 内富　庸介 東病院
外来がん患者に対する"適応障害･うつ病スクリーニングプログ
ラム"の臨床的有用性に関する後方視的検討

2007-035 内富　庸介 東病院
機能的磁気共鳴画像（functional MRI）研究課題の実施可能性
に関する研究

2007-034 小林　寿光
がん予防・検診研
究センター

手術区域内で画像情報補助を行うことの安全性に関する研究
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2007-033 山田　康秀 中央病院
切除不能大腸癌の二次治療例に対するフルオロウラシル／l-ロ
イコボリン､イリノテカン､ベバシズマブ併用療法（FOLFIRI+BV）の
臨床第 II 相試験

2007-032 平家　勇司 中央病院

進行膵がんおよび胆道癌に対するゲムシタビン／WT1ペプチド
ワクチン併用化学免疫療法の臨床第 I 相試験並びに進行膵が
んおよび進行胆道がんに対するゲムシタビン／WT1ペプチドワク
チン併用化学免疫療法の臨床第 I 相試験における免疫学的反
応の検出および免疫モニタリング

2007-031 田村　友秀 中央病院
再発･進行非小細胞肺がん2nd lineにおけるゲムシタビン+シスプ
ラチンの第 II 相試験

2007-030 濱島　ちさと
がん予防・検診研
究センター

胃内視鏡検診の有効性評価に関する検討

2007-029 西本　寛
がん対策情報セ
ンター

がん診療の質評価指標開発に関する研究

2007-028 永井　完治 東病院
高悪性度肺原発神経内分泌癌（大細胞神経内分泌癌+小細胞
癌）に対するシスプラチン+塩酸イリノテカンを用いた術後補助化
学療法のpilot study

2007-027 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による悪性胸膜中皮腫の発生･進展の分子機
構の解明

2007-026 金井　弥栄 研究所
研究用顕微鏡画像データベースの構築のための問題点抽出及
び解決策の開発

2007-025 森　文子
がん対策情報セ
ンター

骨髄破壊的前処置法による同種造血幹細胞移植後患者の
Quality of Life（QOL）と移植片対宿主病（GVHD）の関連に関す
る研究

2007-022 (PDF) 新井　康仁 研究所
肝臓･胆道･膵臓がんにおける腫瘍増殖様式に関わる分子機構
の解明

1978/02/13～
2023/03/31

2007-021 小嶋　基寛
先端医療開発セ
ンター(柏)

手術切除材料を用いたヒトCancer initiating cellの採取ならびに
同定法の確立

2007/12/19～
9999/12/31

2007-020 濱口　哲弥 中央病院
胃癌術後補助化学療法としてのS-1+CDDP併用療法の
feasibility試験

2007-019-2 矢野　友規 東病院
JCOG0607早期胃癌における内視鏡的粘膜切除術の適応拡大
に対する第Ⅱ相試験

2007/08/21～
9999/12/31

2007-019-1 小田　一郎 中央病院
JCOG0607早期胃癌における内視鏡的粘膜切除術の適応拡大
に対する第Ⅱ相試験

2007/08/21～
9999/12/31

2007-018 永井　完治 東病院
非小細胞肺がん切除例における胸腔洗浄細胞診の予後への影
響の検討

2007-017 安藤　正志 中央病院
経口フッ化ピリミジン拮抗薬剤既治療の乳がんに対して未使用
の経口フッ化ピリミジン拮抗薬剤を用いた治療の多施設共同臨
床第 II 相試験

2007-016 加藤　健 中央病院
切除不能進行･再発大腸癌初回化学療法患者を対象とした､フ
ルオロウラシル／l-ロイコボリン､オキサリプラチン､ベバシズマブ
併用療法（mFOLFOX6+BV）stop and go臨床第 II 相試験
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2007-015-2 西脇　裕 東病院
限局型小細胞肺癌に対する､エトポシド+シスプラチン療法と加
速多分割胸部放射線同時併用療法に引き続く､アムルビシン+シ
スプラチン療法の安全性確認試験

2007-015-1 関根　郁夫 中央病院
限局型小細胞肺癌に対する､エトポシド+シスプラチン療法と加
速多分割胸部放射線同時併用療法に引き続く､アムルビシン+シ
スプラチン療法の安全性確認試験

2007-014 小島　隆嗣 東病院
｢StageⅡ･Ⅲ食道がん症例に対する化学放射線療法の感受性
に関わる遺伝子発現解析研究(国立がんセンターIRB承認16-
97)｣に参加した症例の長期予後に関する研究(付随研究)

2007/06/08～
9999/12/31

2007-013 山本　弘史 中央病院
塩酸アムルビシン（カルセドR注）の投与量に関する実態調査お
よび推奨投与量設定に向けた薬物動態的変動要因探索のため
の後ろ向き調査研究

2007-012 笠松　高弘 中央病院
上皮性卵巣癌における妊孕性温存の適応と限界に関する調査
研究

2007-009 大江　裕一郎 東病院
JCOG0509 進展型小細胞肺癌に対するアムルビシン+シスプラ
チン（AP）対イリノテカン+シスプラチン（IP）の多施設共同ランダ
ム化比較第 III 相試験

2007-008 田村　友秀 中央病院
JCOG0509 進展型小細胞肺癌に対するアムルビシン+シスプラ
チン（AP）対イリノテカン+シスプラチン（IP）の多施設共同ランダ
ム化比較第 III 相試験

2007-007 小川　朝生 東病院
抗がん治療を積極的には勧められない状況について話し合う際
の患者-医療者間のコミュニケーションに関する研究

2007/08/21～
9999/12/31

2007-006 小林　幸夫 中央病院
肺Mucosa associated lymphoid tissue（MALT）リンパ腫における
染色体一次構造異常､および臨床病理学的検討

2007-005 小泉　史明 研究所
乳がん術前化学療法の奏効性および有害事象にかかわるバイ
オマーカーの解析

2007-004 山本　弘史 中央病院
臨床病期 II ／ III 期（T4を除く）食道がん化学放射線療法に伴う
食道炎発生動向に関する研究

2007-003 明石　定子 中央病院 リンパ浮腫の実態調査と治療･予防の検討 多施設共同調査

2007-002 金　成元 中央病院
同種造血幹細胞移植患者に対する栄養管理に関する多施設共
同研究 血糖厳格管理下における脂肪乳剤非投与群と投与群の
ランダム化第Ⅱ相臨床試験 NST01

2007/08/21～
9999/12/31

2007-001 山本　弘史 中央病院
造血幹細胞移植における免疫抑制剤タクロリムスの至適血中濃
度探索に関する後ろ向き観察研究

2006-096 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による食道がんの転移･再発の分子機構の解
明

2006-095 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

乳房デジタル画像に関するコンピューター診断支援システムの
開発

2006-094 森　文子
がん対策情報セ
ンター

がん化学療法に伴う貧血のアセスメントツール開発
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2006-093 清水　陽一 中央病院
がん専門病院で治療している患者の緩和ケアにおける情報及
びサポートニーズに関する研究

2006-092 斉川　雅久 東病院 頚部郭清術の後遺症に関する実態調査

2006-090 西脇　裕 東病院
骨転移を有する進行非小細胞肺癌に対するゾレドロネード+ドセ
タキセル+シスプラチン併用療法の第 II 相試験

2006-088 渡辺　隆 中央病院
未治療のCD20陽性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫に対する
Rituximab 併用CODOX-M／IVAC（R-CODOX-M／R-IVAC）療
法の安全性および有効性の検討（臨床第 II 相試験）

2006-087-2 伊藤　雅昭 東病院
JCOG0603 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラ
シル／l-ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法
(mFOLFOX6)vs.手術単独によるランダム化II/III相試験

2007/04/13～
9999/12/31

2006-087-1 金光　幸秀 中央病院
JCOG0603 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラ
シル／l-ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法
(mFOLFOX6)vs.手術単独によるランダム化II/III相試験

2007/04/13～
9999/12/31

2006-087 森谷　冝皓 中央病院
JCOG0603 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラ
シル／1-ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法
（mFOLFOX6）vs.手術単独によるランダム化 II ／ III 相試験

2006-086 古瀬　純司 東病院 ゲムシタビン耐性胆道がんにおけるS-1の臨床第 II 相試験

2006-085 古瀬　純司 東病院
切除不能･再発肝内胆管がんに対するシスプラチン肝動注製剤
による肝動注化学療法－臨床第 II 相試験－（ICC-CDDP療法）

2006-084 船生　昌美 東病院
乳がん術後リンパ浮腫に対する患者自身による複合的理学療
法の効果

2006-082 荒川　博文 研究所 大腸がんにおける新規がん関連遺伝子の異常に関する研究

2006-081 松村　保広 東病院 高感度･低（非）侵襲性の子宮がん早期診断法の開発

2006-080 南　博信 東病院
乳がんにおけるPIK3CAの体細胞変異とtrastuzumab感受性との
関係を探索する研究

2006-079 吉田　茂昭 東病院
非小細胞肺癌患者の腫瘍由来循環微量DNAにおけるepidermal 
Growth Factor Receptor（EGFR）突然変異を検出する方法

2006-078 戸塚　ゆ加里 研究所
変異原･がん原物質であるアミノフェニルノルハルマン（APNH）及
び前駆体のヒト毛髪中の分析

2006-077 池田　公史 東病院
切除不能肝細胞癌に対するエピルビジンまたはドキソルビシン
／リピオドールを用いた肝動脈化学塞栓療法の第 II 相臨床試
験 日本･韓国共同研究

2006-076 金子　昌弘 中央病院 全国悪性中皮腫患者登録研究

2006-075 加藤　健 中央病院
食道癌生検標本の遺伝子プロファイル解析による化学放射線療
法感受性予測に関する探究的研究 多施設共同試験
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2006-074 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

炭酸ガス送気による消化器内視鏡検査の安全性及び被検者の
受容性に関する研究

2006-073 角川　康夫 中央病院
内視鏡による消化管がん検診の精度評価と検査手法の確立に
関する研究

2007/04/13～
9999/12/31

2006-072 平家　勇司 中央病院
臨床応用を目指したαGalCer+IL-2刺激末梢血単核球の培養法
の確立研究並びに培養細胞製剤の有効性と安全性の評価法の
確立研究

2006-071 田中　優子 東病院
外来高齢がん患者のがん性疼痛に伴う日常生活上の困難と困
難に対する取り組み及び看護援助の検討

2006-070 山田　康秀 中央病院
消化器癌に対する予後予測因子･バイオマーカーとしての
adipocytokines発現に関する研究（1）

2006-069 中面　哲也 東病院

肝細胞がん予防ワクチンの開発を目指した基礎研究／慢性肝
炎･肝硬変患者の末梢血を用いた､HLA-A24結合性Glypican-3
（GPC3）由来ペプチド特異的CD8陽性細胞傷害性T細胞の頻度
の検討

2006-068 荒井　保明 中央病院
転移性骨腫瘍に対する経皮的ラジオ波凝固療法についての第 I 
／ II 相臨床試験

2006-067 北條　隆 中央病院
Stage II － III A のホルモン感受性閉経後乳がん患者に対する
術前内分泌療法におけるエキセメスタン4ヶ月投与と6ヶ月投与
のランダム化第 II 相試験

2006-066 山田　哲司 研究所
プロテオーム技術を用いた前立腺癌と腎癌の新規バイオマー
カーの検索

2006-065 山田　康秀 中央病院
消化器癌に対する予後予測因子･バイオマーカーとしての
adipocytokines発現に関する研究（2）

2006-064 下山　直人 中央病院
神経障害性疼痛を伴うがん性疼痛に対するギャバペンチンの有
用性に関する検討

2006-063 伊藤　雅昭
東病院／臨床開
発センター 併任

プロテオーム解析に基づく大腸癌リンパ節転移診断と転移関連
タンパクの同定

2006-062 小菅　智男 中央病院 全国原発性肝癌追跡調査
2007/02/15～
9999/12/31

2006-061 古瀬　純司 東病院 全国原発性肝癌追跡調査

2006-060-2 小島　隆嗣 東病院
JCOG0502 臨床病期Ⅰ(clinical-T1N0M0)食道癌に対する食道
切除術と化学放射線療法同時併用療法(CDDP+5FU+RT)のラン
ダム化比較試験

2006/12/20～
2013/02/05

2006-060-1 加藤　健 中央病院
JCOG0502 臨床病期Ⅰ(clinical-T1N0M0)食道癌に対する食道
切除術と化学放射線療法同時併用療法(CDDP+5FU+RT)のラン
ダム化比較試験

2006/12/21～
2013/02/05

2006-060 加藤 健 中央病院
JCOG0502 臨床病期 I （clinical-T1N0M0）食道. 癌に対する食道
切除術と化学放射線療法同時併用療法. （CDDP+5FU+RT）のラ
ンダム化比較試験

2006-059 森山 紀之
がん予防・検診研
究センター

Micro-CTを用いた悪性骨･軟部腫瘍の石灰化形態の診断に関
する研究
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2006-058 松田 尚久 中央病院
大腸腫瘍患者へのアスピリン（100mg／day）による発癌予防臨
床試験（J-CAPP Study）

2006-057 明石 定子 中央病院
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づ
く乳房への放射線照射不要グループの同定を目指した多施設
共同試験（NO4）

2006-056 明石 定子 中央病院
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づ
く乳房への放射線照射不要グループの同定を目指した多施設
共同試験（NO3）

2006-055 明石 定子 中央病院
乳癌症例に対する乳房温存療法の長期観察の解析結果に基づ
く乳房への放射線照射不要グループの同定を目指した多施設
共同試験（NO2）

2006-054-2 矢野　友規 東病院
JCOG0508 粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期(T1N0M0)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

2006/12/21～
2012/12/20

2006-054-1 齋藤　豊 中央病院
JCOG0508 粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期(T1N0M0)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

2006/12/21～
2012/07/13

2006-054 矢野　友規 東病院
JCOG0508 粘膜下層浸潤臨床病期 I 期（T1N0M0）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
性に関する第 II 相試験

2006-053 小田　一郎 中央病院
早期胃癌に対するEMR/ESD症例のがん登録;Web登録を用いた
がん登録システム運用実施可能性に関する研究

2007/02/15～
9999/12/31

2006-052 山田　哲司 研究所
プロテオミクスにより発見された膵がんの新規バイオマーカーの
測定系の構想と臨床応用可能性の検討

2006-051 石川　光也 中央病院
JCOG0602 III期/IV期卵巣癌､卵管癌､腹膜癌に対する手術先行
治療VS化学療法先行治療のランダム化比較試験

2007/02/15～
9999/12/31

2006-050 (PDF) 伊豆津　宏二 中央病院 血液疾患登録
2012/01/01～
2031/12/31

2006-049 伊藤　雅昭 東病院
大腸癌術前リンパ節診断における18F-FLT PET-CTの有用性に
関する研究

2006-048 中面　哲也 東病院
大腸がん患者の末梢血を用いたHSP105特異的T細胞の頻度の
検討

2006-047 河野　勤 中央病院 乳癌脳転移に対するカペシタビン単剤療法の臨床第 II 相試験

2006-046 淺村　尚生 中央病院 切除不能肺悪性腫瘍に対するラジオ波熱凝固療法の臨床試験

2006-045 中面　哲也 東病院

肝細胞がん局所療法に付随する抗腫瘍免疫効果の検討（肝細
胞がん患者の治療前後の末梢血を用いた､HLA-A24あるいは-
A2結合性Glypican-3（GPC3）由来ペプチド特異的CD8陽性細胞
傷害性T細胞の頻度の検討）

2006-044 小林　幸夫 中央病院
難治性急性骨髄性白血病に対するGemutuzumab Ozogamicin 
併用寛解導入療法の第 I 相臨床試験（DNR群）―
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2006-041 中面　哲也 東病院
進行肝細胞がん患者を対象としたHLA-A24および-A2結合性
Glypican-3（GPC3）由来ペプチドワクチンの臨床第 I 相試験

2006-040 松野　吉宏 中央病院
細胞増殖関連タンパク質Ki-67抗原／MIB-1の免疫組織化学検
査の標準化法に関する検討

2002/01～

2006-039 河島　光彦 東病院
がん医療経済と患者負担最小化に関する研究「がん診療の経
済的な負担に関するアンケート調査」

2006-038 竹原　理絵 東病院
肺癌化学療法における吃逆に対する看護介入－氷水摂取の有
効性の検証－

2006-036 南　博信 東病院
乳がん術前治療におけるパクリタキセルの抗腫瘍効果を予測す
る血漿バイオマーカーを探索するプロテオミクス解析

2006-035 笹子　三津留 中央病院
胃がん患者の骨髄及び末梢血中の転移能を有するがん細胞の
検出

2006-034 山田　哲司 研究所 プロテオミクスによる子宮悪性腫瘍の新規バイオマーカー検索

2006-033 渋井　壮一郎 中央病院
健康と携帯電話利用の全国調査:聴神経腫瘍患者のケース・オ
ンリー研究

2006-032 古田　耕 中央病院 臨床検査用標準物質の研究開発について

2006-031 勝俣　範之 中央病院
JGOG2042 子宮平滑筋肉腫に対するイリノテカン（CPT-11）単
剤療法の臨床第 II 相試験

2006-030 北條　泰輔 中央病院
HER2陽性転移性乳がんに対するハーセプチンの心障害Infusion 
reactionに及ぼす影響に関する研究

2006-029 落谷　孝広 研究所 ヒト脂肪組織由来間葉系細胞の肝細胞分化への利用法の開発

2006-028 安藤　正志 中央病院
進行･再発乳癌に対するTS-1とdocetaxel併用化学療法の第 I 
／ II 相臨床試験

2006-027 藤原　康弘 中央病院
原発性乳癌患者を対象とした卵巣機能の温存のための酢酸ゴ
セレリン第 III 相無作為化試験

2006-026 武藤　学 東病院
活動性の頭頚部ならびに食道癌患者におけるイディアルPEG
キットを使用したDirect法による内視鏡的胃瘻造設術の安全性
の検討試験

2006-025 加藤　健 中央病院
食道癌生検標本の遺伝子プロファイル解析による癌診断および
リンパ節転移診断予測の検証的研究

2006-024 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
がん予防・検診研究センター検診受診者における食物摂取頻度
調査票の妥当性研究

2007/05/01～
2008/04/30

2006-023 齋藤　典男 東病院
多施設共同研究による括約筋切除を伴う肛門温存手術の妥当
性に関する研究

2006-022 佐野　武 中央病院 胃癌術後愁訴に関するアンケート調査

2006-021 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

食物摂取質問票によるポリアミン摂取量の妥当性研究
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2006-020 伊藤　國明 東病院
抗悪性腫瘍薬第 I 相試験参加を情報提供された患者の意思決
定過程に関する研究

2006-019 藤原　康弘 中央病院
HER2過剰発現原発乳癌に対するエピルビシン（EPI）／シクロホ
スファミド（CPA）およびトレスツズマブ（HER）／ドセタキセル
（DOC）を用いた併用術前療法第 II 相臨床試験

2006-018 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後の腸管合併症における制御性T細胞と
NKT細胞の役割と予後に関する検討retrospective study

1999/08～

2006-017 福田　隆浩 中央病院
同種造血幹細胞移植後の生着不全症例に対する臍帯血ミニ移
植に関する多施設共同後方視的研究

2006-016 濱島　ちさと
がん予防・検診研
究センター

自発支払い方式によるＰＥＴがん検診の経済評価に関する研究

2006-014 平家　勇司 中央病院
臨床応用を目指したαGalCel活性化単核球の培養システムの
確立研究

2006-013 南　博信 東病院
プロテオミクスを用いた抗悪性腫瘍治療薬の効果･毒性を予測
する血漿バイオマーカーを探索する研究－治験薬臨床試験の
付随研究－

2006-012 平家　勇司 中央病院

抗がん剤が通常型膵癌患者の免疫能に与える影響の検討（免
疫担当細胞数､細胞分化抗原の解析､細胞内サイトカインの産
生能､ELISPOT法､Pentamer法､TCR Repetoire法､TREC法を用
いた解析）

2006-011 川井　章 中央病院
化学療法既治療例の進行･再発･転移性Ewing肉腫/PNETに対
するイリノテカン・シスプラチン併用療法の臨床第II相試験

2006/07/27～
9999/12/31

2006-010 内富　庸介 東病院
配偶者をがんで亡くされたご遺族の精神的苦痛とその対処に関
する研究

2006-009 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

大腸診断におけるデジタル前処置とコンピュター支援検出を用
いたフルデジタルＣＴ三次元診断システムの開発に関する研究

2006-008 井本　滋 東病院 乳腺疾患におけるエラストグラフィーの評価に関する研究

2006-007 島田　安博 中央病院
切除不能または再発胃癌に対する5-FU+l-LV+Paclitaxel併用療
法の第 I ／ II 相試験

2006-006 佐野　武 中央病院 胃切除後の患者に対する経口糖負荷試験の安全性調査

2006-005 山崎　直也 中央病院
悪性黒色腫の皮膚科的な初期外科治療における術中MRIの意
義に関する臨床研究

2006-004 内富　庸介 東病院
がん医療における患者－医師間のコミニケーションに関する研
究

2006-003 北條　泰輔 中央病院
造血幹細胞移植患者における塩酸バンコマイシン（ＶＣＭ）の薬
物動態の検討

2006-002 巻野　雄介 中央病院
胃がん術後患者が退院後に直面する食事の問題点に関する研
究
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2006-001 奥坂　拓志 中央病院
ゲムシタビン耐性膵癌患者を対象としたゲムシタビン定速静注
法とＳ－１の併用療法（ＦＧＳ療法）の第 I ／ II 相臨床試験

2005-126 藤元　博行 中央病院 全国泌尿器癌登録
2006/07/27～
9999/12/31

2005-125 込山　元清 中央病院
局所進行前立腺がんの内分泌療法･放射線療法併用の意義に
関する厚生労働省がん研究助成金研究におけるヒストリカルコ
ントロールの研究

2006/09/01～
9999/12/31

2005-124 中西　幸浩 研究所
消化器がんにおけるがん間質相互作用に関わる分子機構の解
明

2005-123 浅村　尚生 中央病院
肺悪性腫瘍患者に対する肺部分切除術施行時の自動縫合器に
付着するがん細胞の細胞診に関する研究

2005-122 田原　信 東病院
予後不良（再発High-Risk群）の局所進行頭頸部癌に対する術
後化学放射線同時併用療法の実施可能性試験

2005-121 加藤　健 中央病院
臨床病期 II ／ III 食道癌（T4を除く）に対する50.4Gy,modified5-
FU+CDDP併用化学放射線療法の臨床第 II 相試験

2005-120 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

消化器がんの次世代四次元シミュレーションCT診断装置の開発
～256列マルチスライスCT（TSX-104D）における画像性能の評
価研究～

2005-119 奥坂　拓志 中央病院 局所進行膵がんに対するS-1併用放射線療法第 II 相試験

2005-118 秋元　哲夫 東病院 肝細胞癌に対する少分割陽子線治療の多施設共同第II相試験
2006/09/01～
9999/12/31

2005-117 高上　洋一 中央病院
非ホジキンリンパ腫に対する同種造血幹細胞移植従来型骨髄
破壊的前処置の有用性に関する検討多施設共同後方視的研究

2005-116 今井　敦 中央病院
I ､ II 期子宮頚癌に対する高線量率腔内照射を用いた根治的放
射線治療に関する多施設共同前向き臨床試験

2005-115 勝俣　範之 中央病院 抗がん剤による末梢神経毒性評価尺度の信頼性検証

2005-114 祖父江　友孝
がん予防・検診研
究センター

CT検診学会会員における｢がん検診の有効性評価｣報告書につ
いての理解度とその適用状況に関する研究

2005-113 下田　忠和 中央病院 東京都立駒込病院･国立がんセンター中央病院合同CPC

2005-112 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

マルチスライスCTのシミュレーション三次元診断を用いた新しい
大腸がん検診システムの開発に関する研究

2005-111 関口　隆三 東病院
｢X線CT検査における自動露出機構（CT-AEC）の臨床応用｣－
領域別のCT画像の画質レベル評価基準（案）の策定－

2005-110 西脇　裕 東病院
進行肺扁平上皮癌に対するネダプラチン､ドセタキセル併用療法
の第 I ／ II 相試験

2005-109 (PDF) 河野　隆志 研究所 ゲノム解析に基づく肺がんの発生･進展の分子機構の解明
1985/01/01～
2025/03/31
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2005-108 仁保　誠治 東病院
完全切除された非小細胞肺癌に対する術後補助化学療法とし
てのパクリタキセル／カルボプラチン併用療法とドセタキセル／
シスプラチン併用療法とのランダム化第 II 相試験（TORG0503）

2005-107 小林　幸夫 中央病院 造血器腫瘍診断用新規FISH法の検討

2005-106 関口　隆三 東病院
造影CT検査における撮影タイミング自動最適化アプリケーション
における造影遅延時間制御法の検討

2005-105 田村　研治 中央病院
GOG#0209 III/IV期または再発の子宮体癌患者におけるドキソ
ルビシン/シスプラチン/パクリタキセル+G-CSF療法とカルボプラ
チン/パクリタキセル療法のランダム化第III相試験

2006/03/23～
9999/12/31

2005-104 松野　吉宏 中央病院
Fluorescence in situ hybridization（FISH）法を用いた非小細胞肺
癌におけるEGFR遺伝子増幅の検討

2005-103 勝俣　範之 中央病院
JCOG0505IVb 期および再発子宮頚癌に対するPaclitaxel／
Cisplatin併用療法vs.Paclitaxel／Carboplatin併用療法のランダ
ム化比較試験

2005-102 高村　岳樹 研究所
非アルコール性脂肪性肝炎（Nonalcoholic steatohepatitis：以下
NASH）患者の血清コリン関連物質の測定

2005-101 藤元　博行 中央病院
進行性尿路上皮がんに対するゲムシタビン／シスプラチン併用
療法の第 II 相試験

2005-100 金井　弥栄 研究所
各種腫瘍のティッシュマイクロアレイを用いたがん関連分子の発
現スクリーニング

2005-099 渋井　壮一郎 中央病院
1997-2000年度に脳腫瘍全国統計調査に登録された症例の生
存調査

2005-097 土井　俊彦 東病院
局所進行膵癌に対する塩酸ゲムシタビンによる全身性化学療法
の第 II 相試験（JCOG 0506）

2005-096 大松　広伸 東病院 肺野小型結節の診断･治療方法の確立に関する研究

2005-095 田野崎　隆二 中央病院 末梢血幹細胞採取における採取造血幹細胞定量に関する研究

2005-094 木下　貴之 中央病院
異なった国や地域における乳癌の臨床病理学的特徴の比較検
討

2005-093 明石　定子 中央病院
乳房温存療法における乳房CTの有用性評価の多施設共同試
験

2005-092 木下　貴之 中央病院
早期乳癌に対するラジオ波熱凝固療法手技の確立と安全性の
評価

2005-091 祖父江　友孝
がん予防・検診研
究センター

わが国における大規模コホート研究の併合解析による喫煙とが
んおよびがん以外の喫煙関連疾患の疫学研究

2005-090 成田　善孝 中央病院
JCOG0504:転移性脳腫瘍に対する､腫瘍摘出術+全脳照射と腫
瘍摘出術+Salvage Radiation Therapyとのランダム化比較試験

2006/01/26～
9999/12/31

2005-089 藤田　伸 中央病院 大腸癌肝転移予測因子の研究 1995～2001
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2005-088 山田　哲司 研究所
プロテオーム解析による新しい膵がん血液診断法の有用性を検
討する多施設共同研究

2005-087 林　隆一 東病院
頭頚用NBI（narrow band imaging）内視鏡の有用性に関する臨床
試験

2005-086 武藤　学 東病院
胃小陥凹性病変の鑑別診断におけるNBI（narrow band imaging）
併用拡大内視鏡観察の有用性に関する臨床試験

2005-085 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホートにおける血液を用いた前立腺がんのコホート内
症例･対照研究

1990/01/01～
2024/12/31

2005-084 戸塚　ゆ加里 研究所
ヒト組織中における内因性変異原･がん原物質由来の付加体の
解析

2005-083 安藤　正志 中央病院
血管関連の肉腫におけるc-kit,PDGFR,VEGFRに関する探索的
研究

2005-082 下山　直人 中央病院
がん治療に伴う口内炎痛に対する末梢作動性鎮痛薬の有用性
の検討

2005-081 江角　浩安 東病院
メタボローム解析による各種がんの性質の研究と疾患ビオマー
カーの開発

2005-080 田原　信 東病院
切除不能頭頚部腫瘍に対するシスプラチン単剤と放射線同時併
用療法の実現可能性研究（CDDP+RT feasibility study）

2005-079 森　慎一郎 中央病院
血緑者間造血幹細胞移植におけるドナー選択の実態と意識調
査

2005-078 柿沼　龍太郎 中央病院
「がん診断精度向上を目的とした超微細CT(超拡大CT)の開発
に関する研究」人体適用型超拡大CT　臨床的有効性評価実験

2006/01/26～
9999/12/31

2005-077 (PDF) 平岡　伸介 中央病院 ヒト多段階発がん過程における宿主免疫の役割に関する研究
1999/01/01～
2025/12/31

2005-076 木下　寛也 東病院
緩和ケア病棟入院中のがん患者の精神的苦悩に対するケア：
患者からの考えと希望

2005-075 落谷　孝広 研究所
ヒト骨髄細胞由来間葉系幹細胞の肝細胞分化への利用法の開
発

2005-074 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

最新型64列マルチスライスCTのシミュレーション三次元画像に
よる消化管がん診断とインターベンショナル・ラジオロジー支援
診断

2005-073 山本　精一郎
がん予防・検診研
究センター

生活習慣の乳がんの再発に与える影響に関する研究－実施可
能性評価のためパイロット研究－

2005-072 柿沼　龍太郎
がん予防・検診研
究センター

肺がんCT検診認定技師養成のための肺がん検診CT画像の読
影教育用ソフトウェアの開発

2005-071 木下　貴之 中央病院
標準的乳腺外科診断･治療手技に画像診断装置を追加使用す
ることの効果及び安全性に関する臨床研究

2005-070 別府　保男 中央病院
標準的整形外科診断･治療手技に画像診断装置を追加使用す
ることの効果及び安全性に関する臨床研究
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2005-069 渋井　壮一郎 中央病院
標準的脳神経外科診断･治療手技に画像診断装置を追加使用
することの効果及び安全性に関する臨床研究

2005-068 (PDF) 川井　章 中央病院 全国骨･軟部腫瘍登録
2006/01/26～
2017/09/01

2005-067 河島　光彦 東病院 がんの医療経済と患者負担最小化に関する研究

2005-066 南　博信 東病院 緑茶カテキン一経口エトポシド:薬物相互作用の検討

2005-065-2 木下　敬弘 東病院
JCOG0501根治切除可能な大型3型･4型胃癌に対する術前TS-
1+CDDP併用療法による第III相試験

2005/12/08～
2013/07/19

2005-065-1 片井　均 中央病院
JCOG0501根治切除可能な大型3型･4型胃癌に対する術前TS-
1+CDDP併用療法による第III相試験

2005/10/17～
2013/07/19

2005-064 田村　友秀 中央病院 微小検体を用いたEGFR遺伝子変異検出法の臨床試験

2005-063 田野崎　隆二 中央病院
成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）に対する同種末梢血幹細胞に
よる骨髄非破壊的移植療法の検討（ATL-NST-3）

2005-062 清水　千佳子 中央病院
trastuzumab投与HER2陽性転移性乳癌におけるPTEN,Akt発現
の検討

開院～

2005-061 北條　泰輔 中央病院
抗がん剤併用療法における有害事象発生状況の調査及び有害
事象発生の予測に関する研究

2003/04～

2005-060 福富　隆志 中央病院
閉経後乳癌患者に対するタモキシフェンからアナストロゾールへ
の切り替えによる術後ホルモン療法の血中脂質濃度に及ぼす
影響の検討

2005-059 中釜　斉 研究所
抗がん治療薬や放射線のヒト末梢血細胞に対する影響に関す
る研究－染色体異常および遺伝子変異の誘発性の観点から

2005-058 桑原　節子
運営局 庶務第一
課栄養管理室室
長

がん患者の栄養評価と必要栄養量に関する研究

2005-056 小林　幸夫 中央病院
慢性骨髄性白血病におけるImatinib耐性ab1遺伝子変異解析パ
ネルの構築

2005-055 (PDF) 土田　敬明 中央病院
低線量Multislice CTによる肺がん検診にて発見された肺結節検
出および肺腺がんの鑑別診断のためのコンピュータ診断支援シ
ステム用のアルゴリズム開発に関する研究

2004/02/01～
2013/12/31

2005-054 松田　尚久 中央病院
多臓器を対象としたPETによるがん検診の精度評価に関する研
究

2005/12/08～
9999/12/31

2005-053 山田　哲司 研究所
プロテオーム技術を用いた口腔扁平上皮がん術前化学療法奏
効性予測血漿マーカーの開発

2005-052 牛島　俊和 研究所
食道がん､胃がん､膵がん､大腸がん､乳がん､肺がん､卵巣がん､
神経芽細胞腫､メラノーマ､菌状息肉症のエピジェネティックな変
化の研究

2005-051 白尾　国昭 中央病院

JCOG0407 初回化学療法不応（フッ化ピリミジン系抗がん剤を含
む化学療法に対して不応）の腹膜転移を有する進行･再発胃癌
に対するbest available 5-FU療法vs Paclitaxel少量分割療法に
よるランダム化第 II 相試験
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2005-050 荒井　保明 中央病院
肝細胞癌に対する動注用シスプラチン製剤を用いた肝動脈化学
塞栓療法の第 I ／ II 相臨床試験

2005-049 荒井　保明 中央病院
悪性腫瘍による大静脈症候群に対するステント治療についての
第 II 相臨床試験

2005-048 柿沼　龍太郎
がん予防・検診研
究センター

Multi-slice CTを用いた低線量肺がんCT検診において2mm再構
成画像と5mm再構成画像の肺結節の存在診断の評価に関する
研究

2005-047 柿沼　龍太郎
がん予防・検診研
究センター

すりガラス陰影を呈する肺野結節解析ソフトウェアの開発

2005-046 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による食道がんの発生･進展の分子機構の解
明

2005-045 池田　公史 中央病院 進行肝細胞がんに対するFMP動注療法の臨床第 I ／ II 相試験

2005-044 西脇　裕 東病院 胸腺癌におけるKITの遺伝子変異に関する研究

2005-043 (PDF) 石井　源一郎 東病院 生体外における､ヒトがん組織微小環境の再構成
2006/01/01～
2026/01/31

2005-042 下山　直人 中央病院 オピオイド使用時の便秘及び関連症状に関する実態調査

2005-039 北條　泰輔 中央病院
悪性腫瘍患者を対象とした2つの用量のグラニセトロン静脈内投
与における化学療法誘発悪心･嘔吐に対する検討

2005-038 北條　泰輔 中央病院 外来化学療法パンフレットの有用性の検討に関する研究

2005-037 中西　幸浩 研究所
大腸がん切除材料を用いた肝転移予測因子の分子病理学的検
討

2005-036 河島　光彦 東病院 がんの医療経済と患者負担最小化に関する研究

2005-035 長谷部　孝裕 東病院
膵癌原発組織､脈管癌塞栓及びリンパ節転移癌成分による癌悪
性度評価

1999/02～

2005-034 小林　幸夫 中央病院
成人急性前骨髄球性白血病に対する臨床第 III 相試験（JALSG 
APL204）

2005-033 白尾　国昭 中央病院
切除不能転移･再発大腸癌患者を対象とした5-FU／l-ロイコボ
リンと塩酸イリノテカン併用療法（FOLFIRI）の安全性確認試験

2005-032 (PDF) 土田　敬明 中央病院
Multi-slice CTによる肺がんCT検診にて発見された肺結節を中
心とした異常陰影の良悪性鑑別の診断基準と経過観察のｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ確立に関する研究

2005/12/08～
2013/12/31

2005-031 濱島　ちさと
がん予防・検診研
究センター

前立腺がん検診方法の精度評価に関する研究

2005-030 (PDF) 柴田　龍弘 研究所

ゲノム異常解析に基づく､肝がん､膵がん､肺がん､胃がん､大腸
がん､胆道がん､乳がん､食道がん､卵巣がん､子宮がん､膀胱が
ん､腎臓がん、頭頸部がん､骨軟部肉腫、悪性黒色腫の発生･進
展の分子機構の解明

2005/10/01～
2026/03/31

2005-029 小西　大 東病院
胆肝癌術前画像診断における前向き研究－MD-CTの水平方向
進展度診断能に関する多施設共同研究－
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2005-027 堀之内　秀仁 中央病院
切除不能III期非小細胞肺癌に対する予防的所属リンパ節領域
照射を省いた高線量胸部放射線療法とシスプラチン+ビノレルビ
ン化学療法の同時併用第I相試験

2005/07/28～
9999/12/31

2005-026 久保田　馨 東病院 進行非小細胞肺癌の予後に影響する因子に関する予備的研究

2005-025 葉　清隆 東病院
局所進行非小細胞肺がんに対するシスプラチン+S-1と胸部放
射線同時併用療法の第 I ／ II 相試験

2005-024 平家　勇司 中央病院
腎細胞がんならびに大腸がん患者さんの末梢血を用いたNKT
細胞培養法の検討

2005-023 浅村　尚生 中央病院 全国肺癌切除例予後調査

2005-022 落谷　孝広 研究所
ヒト間葉系幹細胞の年齢に依存した分化能の変化及び老化のメ
カニズムの検討

2005-021 後藤　功一 東病院
肺癌における上皮成長因子受容体(epidermal growth factor 
receptor , EGFR)の遺伝子変異についての研究

2005/09/22～
9999/12/31

2005-020 清水　千佳子 中央病院
HER2陽性乳癌患者におけるトラスツズマブ療法の効果規定因
子に関する研究（HER2二量体形成に関する後ろ向き研究）

2005-019 清水　千佳子 中央病院
HER2陽性乳癌患者におけるトラスツズマブ療法の効果規定因
子に関する研究

2005-018 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

X線直接変換検出器を用いたデジタルマンモグラフィにおける臨
床画像評価および新たな画像処理ソフトウェアの開発

2005-017 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

乳房CAD（コンピューター診断支援）システムの乳がん検出性能
に関する研究

2005-016 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による肝細胞がんの発生･進展の分子機構の
解明

2005-012 小西　大 東病院
(1)術中胆管断端敏速病理診断に関する多施設共同研究 (2)胆
肝癌における斑内判断基準を用いた術中胆管断端敏速病理再
診断の妥当性と信頼性の検討

2005-011 菊池　真理 中央病院 乳がん検診方法の精度評価に関する研究
2005/07/28～
9999/12/31

2005-010 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

厚生労働省研究班による多目的コホート研究における正常眼圧
緑内障および加齢黄斑変性のリスク要因と一次予防対策解明
のための分析疫学的研究

2005-009 平家　勇司 中央病院
新規無菌細胞調整施設を用いた遺伝子導入リンパ球の作製法
並びにその評価方法の確立研究（遺伝子治療臨床研究のため
の前臨床試験）

2005-008 池田　公史 中央病院
膵がん患者における human equilibrative nucleoside transporter 
1 の発現とゲムシタビン抵抗性に関する検討

2002/04～

2005-007 山田　哲司 研究所
血漿のプロテオーム解析による末梢肺腺がん病理学的因子お
よび予後予測マーカーの開発

2005-006 遠藤　一司 東病院 抗がん剤併用療法実態把握調査
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2005-005 米盛　勧 中央病院
アンスラサイクリン系薬剤かつ､タキサン系薬剤治療歴のある転
移性乳がんに対するカペシタビン・イリノテカン併用療法の臨床
第I/II相試験

2005/05/26～
9999/12/31

2005-004 森　慎一郎 中央病院
非血緑者間臍帯血移植の安全性の検討／リン酸フルダラビン､
メルファラン､全身放射線照射併用2施設共同臨床研究

2005-003 金井　弥栄 研究所
大腸がんの発生･進展に関与する新規GPCR遺伝子の発現亢進
の臨床病理学的意義に関する研究

2005-002 北條　泰輔 中央病院 抗がん剤併用療法実態把握調査

2005-001 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

厚生労働省研究班による多目的コホート研究における歯科疾患
の疫学研究

2004-112 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

11Cコリンを用いたPET検査の有効性の検討

2004-111 高橋　進一郎 東病院
根治切除不能大腸癌肝転移患者を対象とした治療成績・予後
調査

2004-110 軒原　浩 中央病院
プラチナ製剤を含む化学療法後の再発非小細胞肺癌に対する
S-1単剤の第 II 相試験

2004-108 牧本　敦 中央病院
横紋筋肉腫中間リスク群に対するivac療法の有効性及び安全
性に関する多施設共同研究

2004-107 牧本　敦 中央病院
限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対する集学的治療法の
第 II 相臨床試験

2004-106 牧本　敦 中央病院
急性リンパ性白血病に対する寛解導入療法と早期強化療法の
有効性・安全性に関する検討試験

2004-105 土井　俊彦 東病院
切除不能進行・再発大腸癌患者に対するオキサリプラチン併用
フルオロウラシル持続静注アイソボリン療法（FOLFOX 4）の実施
可能性試験（feasibility study）

2004-104 古瀬　純司 東病院
進行胆道がんに対するUFT、塩酸ドキソルビシン併用全身化学
療法（UFD）の後期第 II 相臨床試験

2004-103 武藤　学 東病院
がん患者のPEG栄養管理における吸い口付き容器入り半固形
流動食の安全性の検討

2004-102 近藤　格 研究所
血清プロテオーム解析による肺がんの腫瘍マーカーの開発に関
する研究

2004-101 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による新規膵がんの血液診断マーカー開発に
関する研究

2004-100 近藤　格 研究所 プロテオーム解析による肺がんの発生・進展の分子機構の解明

2004-099-2 小田　一郎 中央病院
食道がんEMR/ESD 症例におけるヨード不染帯をバイオマー
カーにした多発がん発生のリスクと多発がん発生までの期間の
検討に関する多施設共同前向きコホート研究

2005/05/26～
2010/05/31

2004-099-1 矢野　友規 東病院
食道がんEMR/ESD 症例におけるヨード不染帯をバイオマー
カーにした多発がん発生のリスクと多発がん発生までの期間の
検討に関する多施設共同前向きコホート研究

2005/05/26～
2020/05/31

309 / 319 ページ



研究課題番
号

研究責任者 所属 研究課題名
本研究の対象
となる手術、検
査等の時期

2023年5月19日現在

2004-099 武藤　学 東病院
食道がんEMR症例におけるヨード不染帯をバイオマーカーにし
た多発がん発生リスクと多発がん発生までの期間の検討に関す
る多施設共同前向きコホート

2004-098 祖父江　友孝
がん予防・検診研
究センター

がん検診実務担当者における「がん検診の有効性評価」につい
ての理解度と適用状況に関する研究

2004-097 武藤　学 東病院
Stage II ・ III 食道がん症例に対する根治的化学放射線療法の
感受性に関わる遺伝子発現解析

2004-096 濱口　哲弥 中央病院
前化学療法歴を有する切除不能進行・再発大腸癌患者を対象と
したフルオロウラシル／1－ロイコボリンとオキサリプラチン併用
療法（FOLFOX 6）の臨床第 II 相試験

2004-095 斉藤　大三 中央病院
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術の予後に関する遡及的
調査研究

2004-094 濱島　ちさと
がん予防・検診研
究センター

がん検診における受診者満足度の調査票に関する研究 2004/02～

2004-093 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

消化管におけるFDG-PET検査の有用性に関する研究
2005/03/24～
9999/12/31

2004-092 伊藤　雅昭 東病院 下部直腸がんに対する肛門括約筋部分温存術の第 II 相試験

2004-091 近藤　格 研究所
プロテオーム解析による肝細胞がん再発に関わるタンパク質の
探索

2004-090 笹子　充 中央病院
JCOG0405「高度リンパ節転移を伴う進行胃がんに対する、術前
TS-1+CDDP併用療法+外科切除の第 II 相臨床試験実施計画
書」

2004-089 高橋　進一郎 東病院
大腸癌肝転移術前患者を対象としたPET／CTの有効に関する
研究

2004-088 高上　洋一 中央病院 同後方視的調査研究

2004-087 島田　安博 中央病院
骨髄非破壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移植：HLA適度と
移植片対宿主病と拒絶に関する検討；他施設共同後方視的調
査研究

2004-086 山田　哲司 研究所
プロテインチップシステムを用いたプロテオミクスによる子宮体癌
の新規バイオマーカー検索

2004-085 渋井　壮一郎 中央病院 5-aminolevulinic acid （5-ALA）を用いた悪性脳腫瘍の手術

2004-084 濱口　哲弥 中央病院 MCC-465の治験外継続投与臨床試験

2004-083 渋井　壮一郎 中央病院 再発悪性神経膠腫に対するテモゾロマイドによる治療

2004-082 守屋　佳美 中央病院
消化管GVHDを発症した患者の闘病意欲を支える看護援助につ
いて

2004-081 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

がん検診におけるがん発見予測モデルの構築に関する研究

2004-080 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

腹部超音波による膵がん検診の精度評価と新たな検診方法の
開発に関する研究

2005/04～
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2004-079 木下　平 東病院
栄養調整食「インパクト」の膵頭十二指腸切除予定患者に対す
る術前投与の認容性と安全性に関する研究

2004-078 藤元　博行 中央病院 全国泌尿器科がん登録

2004-077 矢野　友規 東病院
食道扁平上皮癌放射線科が区療法後の局所遺残再発例に対
する光線力学的治療法の第 II 相試験

2004-076 荒井　保明 中央病院
肝内胆管癌に対する塩酸ゲムシタビン（GEM）肝動注化学療法
の第 I ／ II 相臨床試験

2004-075 荒井　保明 中央病院
切除不能悪性大腸狭窄に対するステント治療についての第 II 
相臨床試験

2004-074 田村　友秀 中央病院
固形癌患者の臨床検体を用いた抗悪性腫瘍薬の薬力学的作用
の解析・評価とそのバイオマーカーの探索研究

2004-073 荒井　保明 中央病院
悪性骨盤内腫瘍に対する経皮的ラジオ波凝固療法についての
第 I ／第 II 相臨床試験実施計画書

2004-072 森山　紀之
がん予防・検診研
究センター

胃がん検診方法の精度評価とその情報提供に関する研究 2005/04～

2004-071 山田　哲司 研究所
プロテオーム解析により発見された新規膵がんの血液診断マー
カーの他施設との共同研究に検証

2004-070 小林　幸夫 中央病院
25歳未満の急性リンパ性白血病筒に対する第 II 相臨床試験お
よび25歳以上の急性リンパ性白血病に対する第 III 相臨床試験
（JALSG ALL202）

2004-069 北條　泰輔 中央病院 癌化学療法に関わる薬剤の使用実態調査

2004-068 北條　泰輔 中央病院
国立がんセンター中央病院における注射用抗生物質・抗真菌剤
の使用実態

2004-067 斉藤　大三 中央病院
多発胃癌患者の非癌粘膜生繭食道がん手術症例におけるメチ
ル化解析

2004-066 成田　善孝 中央病院
脳腫瘍のゲノム・プロテオーム解析とその臨床応用を目指す多
施設共同研究

2002/03/01～
2025/03/31

2004-065 古瀬　純司 東病院
局所進行膵がんに対する先行全身化学療法および放射線化学
区療法を用いた前期第 II 相臨床試験

2004-064 武藤　学 東病院
中・下咽頭および食道の表在がん診断におけるNarrow Band 
Imagine（NBI）の有効性に関する臨床研究

2004-063 森谷　冝皓 中央病院
JCOG0404「進行大腸がんに対する腹腔鏡下手術と開腹手術の
根治性に関するランダム化比較試験実施計画書」

2004-062 池田　公史 中央病院
門脈腫瘍栓を有する肝細胞がんに対するシスプラチン肝動注製
剤による肝動注化学療法－第 II 相臨床試験－

2004-061 松田　智大 がん対策研究所
都道府県がん登録からのデータ提供による罹患モニタリングと
全国がん罹患推計

1993/01/01～
2015/12/31

2004-060 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

国際共同研究「HTLV－I ウイルス感染者における成人T細胞白
血病・リンパ腫発症に関する追跡研究」に対する、多目的コホー
ト研究対象者中のうち、HTLV－I ウイルス感染者の血液試料の
提供
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2004-059 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
多目的コホートに基づく主要ウイルス・細菌感染とその後のがん
の発生に関連する生活習慣要因に関する疫学研究

1990/01/01～
1999/12/31

2004-058 井本　滋 東病院
I 期乳癌に対するラジオ波焼灼治療（Radiofrequency Ablation）
の手技の確立と安全性に関する臨床試験

2004-057 笹子　充 中央病院
第3次対がん総合戦略研究事業「がん医療経済と患者負担最小
化に関する研究」における外来通院患者を対象とした調査研究

2004-056 下田　忠和 中央病院 食道がん転移リンパ節サイズと予後との相関 1990～1999

2004-055 祖父江　友孝
がん予防・検診研
究センター

がん検診受診対象者に望まれる情報提供に関する研究

2004-054 高上　洋一 中央病院 幹細胞移植における医療経済評価研究

2004-052 小林　幸夫 中央病院
Diffuse large B - cell lymphoma（DLBCL）における Bcl - 2 遺伝
子発現解析、および臨床病理学的検討 Retrospective study

2004-051 金子　聡
がん予防・検診研
究センター

全国がん（成人病）センター協議会加盟施設の5年相対生存率
解析および院内がん登録の集計・解析研究

2004-050 (PDF) 川井　章 中央病院
ゲノム・プロテオーム解析に基づく骨軟部腫瘍の分子病態把握
とその臨床応用を目指す多施設共同研究

1994/08/01～
2027/03/31

2004-049 斎藤　大三 中央病院
原因不明の消化管出血等の小腸疾患における、カプセル内視
鏡の性能・有用性の評価

2004-048 山田　哲司 研究所
血漿プロテオーム解析による肺非小細胞癌の化学療法の効果
予測

2004-047 奥坂　拓志 中央病院 膵内分泌腫瘍に対するゲムシタビン療法の臨床第 II 相試験

2004-046 奥坂　拓志 中央病院
遠隔転移を有する膵がん患者を対象とした塩酸ゲムシタビンと
S-1の併用療法（GS療法）の第 II 相臨床試験

2004-045 清水　千佳子 中央病院
原発性乳癌における免疫組織染色法とFISH法によるHER2検索
法の比較

2004-044 永井　完治 東病院
肺原発大細胞神経内分泌癌Large cell 
neuroendocrinecarcinoma（LCNEC）に対するシスプラチン＋イリ
ノテカン併用療法の第 II 相試験

2004-043 花岡　知之
がん予防・検診研
究センター

DNA付加体の臓器別生成量と環境化学部質曝露指標としての
妥当性に関する研究

2004-042 大江　裕一郎 東病院
局部進行非小細胞肺癌に対するシスプラチン、ビノレルビンによ
る化学療法後のゲフィチニブと同時胸部放射線治療の安全性有
効性確認試験

2004-041 佐野　寧 東病院
内視鏡を用いた大腸病変検出の効率化に対するNarrow Band 
Imaging（NBI）の有効性に関するランダム化比較試験

2004-040 向井　博文 東病院
腫瘍径2cm以上の I - III A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・安全性試験実施計画書
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2004-039 濱口　哲弥 中央病院 MCC-465の治験外継続投与臨床試験

2004-038 山田　哲司 研究所
血中プロテオーム解析を用いた食道癌化学（放射線）療法の効
果予測

2004-037 山田　哲司 研究所 プロテオーム技術を用いた腎細胞がんのバイオマーカー開発

2004-036 山田　哲司 研究所
プロテオーム解析による新規膵がんの血液診断マーカー開発に
関する研究

2004-035 金　成元 中央病院
非寛解期白血病患者に対する同種造血幹細胞移植後インター
フェロン療法臨床第 I 相試験

2004-034 牧本　敦 中央病院
小児白血病に対するHLA一致血縁ドナーからの同種末梢血幹
細胞移植と骨髄移植の臨床第 III 相非盲検無作為割付比較試
験

2004-033 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院 ヒト多段階発がん過程におけるDNAﾒﾁﾙ化の変化に関する研究
1962/05/01～
2022/08/31

2004-032 荒井　保明 中央病院
悪性胆道閉塞に対するカバード・ステントとベア・ステントの比較
試験（臨床第 III 試験）

2004-031 牧本　敦 中央病院
横紋筋肉腫低リスクB群患者に対する短期間VAC2.2／VAC療
法の有効性および安全性評価第 II 相臨床試験

2004-030 牧本　敦 中央病院
横紋筋肉腫低リスクA群患者に対する短期間VAC1、2療法の有
効性および安全性評価第 II 相臨床試験

2004-029 佐々木　博己 研究所 大腸癌手術症例における抗癌剤感受性規定遺伝子の検討
2004/07/22～
2016/03/31

2004-028 藤元　博行 中央病院
JCOG0401早期前立腺癌根治術後のPSA再発に対する放射線
照射と内分泌治療に関するランダム化比較試験

2004/07/22～
9999/12/31

2004-027 荒井　保明 中央病院 経皮的椎体形成術についての第 I ／ II 相臨床試験

2004-026 荒井　保明 中央病院
がんによる消化管通過障害に対する経皮経食胃管挿入術につ
いての第 II 相臨床試験

2004-025 荒井　保明 中央病院
経頸静脈経肝的腹腔－静脈シャント造設術について第 I ／ II 
相臨床試験

2004-024 奥坂　拓志 中央病院 膵がんに対する抗がん剤感受性・症状緩和予測因子の探索

2004-023 中盛　祐子 東病院
食道癌に対する光線学的療法後に食道拡張術をうける患者の
摂取状況の実態

2004-022 室　圭 中央病院
進行または再発食道がんに対するDocetaxel, Cisplatin, 5-FU併
用療法の臨床第 I 相試験

2004-021 佐々木　博己 研究所 食道癌手術症例における抗がん剤感受性規定遺伝子の検討
2004/09/22～
2020/03/31

2004-020 柿沼　龍太郎
がん予防・検診研
究センター

独立型画像診断装置TIWS-002A臨床的有効性評価
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2004-019 川井　章 中央病院
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

2004/03/29～
9999/12/31

2004-018 井本　滋 東病院
T1-2No乳癌における標準的なセンチネルリンパ節生検法の確
立に関する研究

2004-017 井本　滋 東病院
原発乳癌に対するEC followed by Docetaxel併用療法による術
前化学療法の検討

2004-016 大松　広伸 東病院
肺癌、転移性肺腫瘍に対するCT透視下経皮的ラジオ波熱凝固
療法のfeasibility study

2004-015 佐野　武 中央病院
JCOG0302 早期胃癌におけるセンチネルリンパ節生検の妥当性
に関する研究

2004-014 清水　千佳子 中央病院
HER2陽性の転移性乳癌に対するハーセプチンとタキソテール併
用療法のメタアナリシスへのデータ提供の協力

2004-013 奥坂　拓志 中央病院 ゲムシタビン耐性膵がんにおけるS-1の臨床第 II 相試験

2004-012 後藤田　卓志 中央病院
磁気誘導微細鉗子（磁気アンカー）補助を併用した早期胃癌に
対する内視鏡的粘膜下層剥離術（Endoscopic Submucosal 
Dissection:ESD）に関する臨床研究

2004-011 荒木　和浩 東病院
遠隔転移または再発を有する進行頭部頸部癌患者を対象とした
Docetaxel, CisplatinとS-1の第 I 相試験書

2004-010 渋井　壮一郎 中央病院
JCOG0305 星細胞腫Grade3.4に対する放射線化学療法としての
ACNU単独療法とProcarbazine+ACNU併用療法とのランダム化
第 II ／ III 相試験

2004-009 飛内　賢正 中央病院
Eptein-Barr virus-associated large B-cell lymphoproliferative 
disorder (EBV-B-LPD）に対する前方視的調査臨床研究

2004-008 牧本　敦 中央病院
進行性・転移性横紋肉腫に対する自家造血幹細胞救援法を併
用した大量化学療法の第 II 相試験

2004-007 小林　幸夫 中央病院
眼付属器MALTリンパ腫における染色体一次構造異常、遺伝子
発現解析、及び臨床病理学的検討

2004-006 布部　創也 中央病院
胃の中央部に発生した早期胃がんに対する幽門輪温存胃切除
の評価

2004-005 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

全国市町村におけるがん検診担当者における「がん検診の有効
性評価ガイドライン」についての理解度とその適用状況に関する
研究

2004-004 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

わが国における大規模コホート研究の併合会席による喫煙とが
んの疫学研究

2004-003 祖父江　友孝
がん対策情報セ
ンター

3府県コホートによる喫煙とがんの疫学研究

2004-002 内富　庸介 東病院
肺がん患者のうつ病と末梢血中の脳由来神経栄養因子の関連
についての研究

2004-001 田村　友秀 中央病院
進行・再発非症例細胞肺癌に対するゲフィチニブ＋ドセタキセル
の併用第 I 相試験
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2003-069 温泉川　真由 中央病院

GOG#175 早期卵巣癌に対するカルボプラチン(AUC6)とパクリタ
キセル175mg/m2 21日間隔3サイクル後低用量パクリタキセル
40mg/m2/週投与群とカルボプラチン(AUC6)とパクリタキセル
175mg/m2 21日間隔3ｻｲｸﾙ後経過観察群との無作為比較第Ⅲ
相試験

2004/04/01～
9999/12/31

2003-064 佐々木　博己 研究所 食道癌における放射線および抗癌剤感受性規定遺伝子の検討
2004/04/01～
2006/12/01

2003-055 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
多目的コホートにおける血液を用いた大腸がんのコホート内症
例・対照研究

2004/01/22～
2022/12/31

2003-054 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所
多目的コホートにおける血液を用いた脳卒中､心筋梗塞のコ
ホート内症例･対照研究

1990/01/01～
2012/12/31

2003-053 安藤　正志 中央病院
治療抵抗性の肺細胞腫瘍に対するドキソルビシン・パクリタキセ
ル併用療法の第 II 相試験

2003-023 佐々木　博己 研究所 胃癌における抗癌剤感受性規定遺伝子の検討
2003/07/24～
2020/03/31

2003-013-2 伊藤　雅昭 東病院
JCOG-0212臨床病期Ⅱ,Ⅲの下部直腸癌に対する神経温存D3
郭性清術の意義に関するランダム化比較試験実施計画書（ME 
vs ANP-D3）

2003/05/20～
9999/12/31

2003-013-1 金光　幸秀 中央病院
JCOG-0212臨床病期Ⅱ,Ⅲの下部直腸癌に対する神経温存D3
郭性清術の意義に関するランダム化比較試験実施計画書（ME 
vs ANP-D3）

2003/05/20～
9999/12/31

2002-069 清野　透
先端医療開発セ
ンター(柏)

ヒト初代培養細胞を用いた細胞の不死化、がん化機構の解明
2003/04/01～
2020/03/31

2002-038 (PDF) 井上　真奈美 がん対策研究所
多目的コホートにおける血液を用いた胃がんのコホート内症例・
対照研究

1990/01/01～
2004/12/31

2003-037-2 土屋　了介 中央病院
胸部薄切CT所見に基づく肺野末梢小型肺腺癌に対する縮小手
術の妥当性に関する研究

2003/09/18～
9999/12/31

2003-037-1 永井　完治 東病院
胸部薄切CT所見に基づく肺野末梢小型肺腺癌に対する縮小手
術の妥当性に関する研究

2003/09/18～
9999/12/31

2002-020-2 南　陽介 東病院

JCOG0203-MF　未治療進行期低悪性度B細胞リンパ腫に対す
る抗CD20抗体療法＋化学療法[Rituximab+standard CHOP（R･
S-CHOP）vs Rituximab+bi-weekly CHOP（R･Bi-CHOP）]のラン
ダム化比較第II/III相試験

2002/09/25～
2022/03/24

2002-020-1 伊豆津　宏二 中央病院

JCOG0203-MF　未治療進行期低悪性度B細胞リンパ腫に対す
る抗CD20抗体療法＋化学療法[Rituximab+standard CHOP（R･
S-CHOP）vs Rituximab+bi-weekly CHOP（R･Bi-CHOP）]のラン
ダム化比較第II/III相試験

2002/09/25～
2022/03/24

2001-021 (PDF) 澤田　典絵 がん対策研究所 多目的コホート研究(JPHC Study)
1996/04/01～
2028/12/31

2001-011 松村　保広 研究所
便中遺伝子異常検出による新たな大腸がんスクリーニング法の
開発(遺伝子診断法ならびに遺伝子診断システムの実用)

2001/10/18～
2013/03/31
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T3924-000 髙島　淳生 中央病院
切除不能大腸癌１次治療におけるTS-1,irinotecan,bevacizumab
併用療法の有用性を検証する臨床第Ⅲ相試験

2012/09/12～
2015/09/16

T3895-000 木下　貴之 中央病院
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(研究略称名：POTENT)

2012/05/01～
9999/12/31

T3897-000 田村　研治 中央病院

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性
の転移性または切除不能局所進行乳癌において、トラスツズマ
ブ＋カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラパチニブ＋カペシタビ
ン併用療法（LX療法）とを比較するランダム化第Ⅱ相試験

2012/05/01～
9999/12/31

T2012-003 野中　哲 中央病院
食道癌根治的治療後の難治性良性狭窄に対する生分解性ステ
ント（BD-stent）留置術の有効性評価試験

2012/11/01～
9999/12/31

T2012-001 服部　奈緒子 研究所 神経芽細胞腫の予後とDNAメチル化異常に関する研究
2012/05/01～
2020/12/31

T2011-009 田野崎　隆二 中央病院 自動血球分析装置による造血幹細胞定量の多施設共同研究
2012/06/01～
2015/05/01

T2011-008 岩佐　悟 中央病院

A Phase 2 Study of trastuzumab in Combination with TS-1 and 
cisplatin in first-line human epidermal growth factor receptor 2 
(HER2)-positive advanced gastric cancer
ヒト上皮増殖因子受容体2 (HER2)陽性進行胃癌における初回
治療としてのTS-1 およびシスプラチンとトラスツズマブの併用療
法に関する第II相試験

2012/05/01～
9999/12/31

T2011-005 山地　太樹 がん対策研究所
がん予防・検診研究センター受診者を対象に血液試料を用いた
新規がん検査法のがん予測精度とがん検診精度の評価を行う
前向き研究

2012/07/01～
2024/03/31

T2010-009 石川　Ｂ光一
先進医療・費用対
効果評価室

進行・再発大腸がん患者に関するデータプラットフォームの構築
および、患者治療実態とアウトカムの分析

2011/03/17～
9999/12/31

T2010-007 本田　一文 研究所
卵巣がん組織マイクロアレイデータを用いた新規バイオマーカー
の開発

K2012-003 矢野　友規 東病院
内視鏡を用いた低酸素イメージングに関する探索的臨床評価試
験II

2012/06/01～
2016/03/31

K2012-002 矢野　友規 東病院
食道癌根治的治療後の難治性良性狭窄に対する生分解性ステ
ント（BD-stent）留置術の有効性評価試験

2012/05/02～
9999/12/31

K2012-001 安永　正浩
先端医療開発セ
ンター(柏)

大腸がん検診における精度を向上させた一次スクリーニング法
の開発

2008/01/01～
2022/03/31

K2011-001 (PDF) 光永　修一
先端医療開発セ
ンター(柏)

進行胆膵がん患者の病勢悪化に関与する炎症関連分子の研究
2005/04/01～
2017/09/30

K2010-007 坪井　正博 東病院 胸部単純X腺画像読影支援ソフトウェア開発に関する研究
2011/02/21～
9999/12/31

K0234-000 吉野　孝之 東病院

StageⅢ結腸癌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療法における5-FU系抗がん剤お
よびオキサリプラチン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 - (JFMC47-1202-C3 (ACHIEVE Trial) )

2012/08/01～
2015/07/31
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K0226-000 向井　博文 東病院

トラスツズマブおよびタキサン系抗癌剤治療歴のあるHER2陽性
の転移性または切除不能局所進行乳癌において、トラスツズマ
ブ＋カペシタビン併用療法（HX療法）と、ラパチニブ＋カペシタビ
ン併用療法（LX療法）とを比較するランダム化第II相試験 
(WJOG6110B)

2012/05/02～
9999/12/31

K0225-000 向井　博文 東病院
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)

2012/12/17～
2021/03/31

K0222-000 後藤　功一 東病院
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】

2012/04/04～
2021/12/31

K0134-000 吉野　孝之 東病院
StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療
法としてのmFOLFOX6療法の認容性に関する検討【JFMC41-
1001-C2(JOIN Trial)　】

2010/11/12～
9999/12/31

K0084-000 後藤　功一 東病院
化学療法未施行IIIB/IV期・術後再発肺扁平上皮癌に対するネ
ダプラチン+ドセタキセル併用療法とシスプラチン+ドセタキセル
併用療法の無作為化比較第III相臨床試験

2009/07/06～
9999/12/31

K0061-000 仁保　誠治 東病院
病理病期II-IIIA期非小細胞肺癌完全切除例に対してシスプラチ
ン／ドセタキセルの後にTS-1の維持療法を行う術後補助化学療
法のfeasibility study (TORG0809)

2011/04/01～
9999/12/31

K0019-000 小西　大 東病院
胆管癌切除例に対するゲムシタビン補助療法施行群と手術単
独群の第Ⅲ相比較試験

2011/04/01～
9999/12/31

K0015-000 小西　大 東病院
膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法と
S-1療法の第Ⅲ相比較試験【JASPAC01】

2007/07/13～
9999/12/31

G2010-002 間野　博行
国立がん研究セ
ンター

G2010-002国立がん研究センター受診者を対象にした、がん等
の疾患克服の研究基盤としてのバイオリソースバンク・データ
ベースの構築

2011/05/13～
2100/12/31

G2010-001 秋元　哲夫 東病院
JCOG0701-A1　声門癌放射線治療後の急性粘膜炎および音声
機能の変化に関与する遺伝子多型の解析研究

2011/01/21～
2014/02/19

G2009-005 田村　研治 中央病院
乳癌・卵巣癌患者におけるタキサン誘発性末梢神経障害に関す
る網羅的SNPs解析研究

2010/12/08～
2013/09/05

G2009-004 大江　裕一郎 東病院
高齢者がん治療アルゴリズム開発のためのガイドポスト・データ
ベースの構築と必須情報及びその推定モデルの策定－ゲノム・
遺伝子解析研究－

G2009-003 山本　精一郎 がん対策研究所 乳がん患者の多目的コホート研究NCC
2010/11/01～
2018/11/30

G2009-002 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
国際共同研究「アジア乳がんコンソーシアム」に対する「乳がん
予防を目的とした疫学調査」のDNA試料の提供

2001/01/01～
2005/12/31

G2009-001 吉野　孝之 東病院
切除不能・再発大腸癌におけるセツキシマブ療法の臨床効果と
FcγRⅡa、FcγRⅢa遺伝子多型との相関性に関する多施設共
同の遡及的研究

G2008-005 加藤　健 中央病院

KRAS野生型・切除不能進行・再発大腸癌５－ＦＵ系薬剤、イリノ
テカン、オキサリプラチン不応不耐症例を対象としたCetuximab+
イリノテカンまたはCetuximab単剤療法の安全性確認試験参加
者を対象とした薬理ゲノム学的研究

2009/03/02～
2019/03/31
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G2008-004 藤原　康弘 中央病院
肝臓病における炎症・線維化・発癌に関与する遺伝子の探索に
関する研究

G2008-003 (PDF) 柴田　龍弘 研究所
国際がんゲノムコンソーシアムへの参加による肝がん、肺がん、
胃がん、大腸がん、腎臓がん、膵がん、胆道がん、乳がん、骨軟
部腫瘍の包括的なゲノム異常解析研究

2008/10/18～
2022/10/31

G2008-002 小泉　史明 研究所
抗がん剤による薬剤性肺障害の発症に関わる遺伝子多型の研
究

G2007-006 牧野　好倫
革新的がん研究
支援室

塩酸アムルビシンの薬物動態・薬力学および遺伝子多型を指標
とした薬理遺伝学に関する研究

2008/03/19～
9999/12/31

G2007-005 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

多目的コホートに基づく遺伝子多型-環境相互作用に関する研
究

G2007-004 池田　公史 東病院
肝臓病における炎症・線維化・発癌に関与する遺伝子の探索に
関する研究

G2007-003 (PDF) 河野　隆志 研究所 肺腺腫の感受性に関わる遺伝子多型の研究
2004/02/02～
2011/04/30

G2007-002 吉田　輝彦 中央病院
切除不能進行膵癌のランダム化比較試験に基づく、奏効性・安
全性にかかわる分子情報の解析

2007/08/24～
9999/12/31

G2005-006 岩崎　基 がん対策研究所
サンパウロ在住日系人における食事、遺伝要因と大腸腺腫の関
連について

2007/05/01～
2014/03/31

G2006-003 濱口　哲弥 中央病院 オキサリプラチン併用療法に関する薬理ゲノム学的研究

G2005-002 森谷　冝皓 中央病院
大腸癌の発生、進展および治療感受性に関わる因子の解析－
生活習慣、遺伝子発現および遺伝子多型から見た解析－

G2004-003 (PDF) 山地　太樹 がん対策研究所
大腸腺腫の発生要因を探索する症例対照研究－遺伝-環境相
互作用を中心に－

2004/02/01～
2004/12/31

G2003-005 津金　昌一郎
がん予防・検診研
究センター

肺癌の発症と予後に関する遺伝子・環境因子相互作用の研究

G2003-002 横田　淳 研究所 胃がん発症に関与する遺伝子の解明

G2003-001 山地　太樹 がん対策研究所
新しい予防法等の確立のための国立がん研究センターにおける
検診受診者を対象としたフォローアップ研究

2004/02/01～
2024/03/31

G2002-004 (PDF) 岩崎　基 がん対策研究所
「長野県の低がん死亡率と農作物との関連についての疫学研
究」における胃がん大腸がんのリスク要因に関連する遺伝子環
境相互作用研究

1998/07/01～
2001/12/31

G2001-006 濱口　哲弥 中央病院
抗がん剤の有害事象または薬物動態に関わる遺伝子多型性の
検索
　～5-FU系抗がん剤～

G2001-003 塚田　俊彦 研究所
多内分泌腺腫瘍症1型及びその類縁疾患の原因遺伝子の変異
解析

G2001-002 松村  保広
東病院臨床開発
センター

塩酸イリノテカンに関する pharmacogenomics （薬理ゲノム学）の
研究
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G2000-011 河野　隆志 研究所 肺がんの発がん要因に関する研究
2000/01/01～
2001/03/28

G2000-009 河野　隆志 研究所 肺がんの易罹患性に関わる遺伝子多型の研究
2000/04/01～
2001/03/31

G2000-006 吉田　輝彦 中央病院 ゲノム解析に基づくがんの個性の把握と臨床応用を目指す研究
2002/01/01～
2020/03/31

G2000-003 (PDF) 吉田　輝彦 中央病院
がんの易罹患性に関わるSNPs等遺伝子多型の同定とその臨床
応用を目指す研究

2002/01/01～
2023/03/31

G2000-002 津金　昌一郎 がん対策研究所
日本人における遺伝子－環境相互作用研究のための基礎デー
タを得るための生態学的横断面研究

2001/03/29～
9999/12/31

G2000-001 吉田　輝彦 中央病院
遺伝子解析による疾病対策・創薬推進事業及びその後継プロ
ジェクトにおける健常人ボランティアの遺伝子解析に関わる研究

2000/11/01～
2024/03/31
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