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試料・情報提供先機関 研究課題名

5000-129 (PDF)

大阪大学大学院医学系研
究科放射線医学講座/大阪
大学医学部附属病院
信州大学医学部画像医学
教室/信州大学医学部附属
病院

子宮頸部胃型腺系病変のMRIに関する多施設共同研究

5000-127 (PDF)
東邦大学医療センター大森
病院

ストーマ造設術後のストーマ脱出に関する全国アンケート調査

5000-126 (PDF)
名古屋大学大学院医学系
研究科 消化器外科学

十二指腸癌に対する膵頭十二指腸切除術施行症例のNCDデータベースを用い
た観察研究～リンパ節郭清範囲、周術期化学療法、解剖学的部位別リンパ節転
移率の分析～

5000-125 (PDF)
東北大学大学院医学系研
究科 脳神経外科学分野

交流電場療法の有効性・安全性に関する後方視的研究および観察研究

5000-124 (PDF)
横浜市立大学附属市民総
合医療センター・消化器病セ
ンター

非切除遠位悪性胆道狭窄に対するフレアなし全カバー付き自己拡張型金属ステ
ント留置に関する後ろ向き観察研究

5000-122 日本集中治療医学会
ICU症例登録事業 
日本ICU患者データベース

5000-121 (PDF)
University Medical Center
Utrecht

The UGIRA International Registry for RAMIG for gastric cancer.

5000-120 (PDF)
Academic Medical Center,
Amsterdam, The
Netherlands

食道癌リンパ節転移分布に関する国際共同研究

5000-119 (PDF) 国際医療福祉大学医学部
免疫チェックポイント阻害薬使用に伴う心筋障害に対する全国多施設共同レジ
ストリ

5000-117 (PDF)
国立研究開発法人国立国
際医療研究センター

肝癌薬物療法のリアルワールドデータを活用したオールジャパン研究

研究課題番号

当センターが試料・情報を提供している各種倫理指針が適用
となる研究一覧

本一覧は、当センターは研究に参加せず、他の研究機関が行う研究に試料・情報を提供している研究の一覧
です。
対象となる研究は、「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」が適用となるものです。

研究課題番号の降順に並んでいます。

研究課題番号の項の（PDF）をクリックすると研究の概要を見ることができます。

■■■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。

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
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5000-115 三重大学医学部附属病院
悪性骨軟部腫瘍切除後に使用した大腿骨遠位腫瘍用人工膝関節置換術(KMLS
system)の長期成績

5000-114 (PDF)
University Medical Center
Utrecht, Department of
Surgery

ロボット支援下食道切除国際登録

5000-113 (PDF)
島根大学医学部消化器・総
合外科学講座

幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討

5000-112 (PDF)

１）University Clinical
Hospital of Santiago de
Compostela
２）Health Research Institute
of Santiago de Compostela
３）Santiago de Compostela
University School of
Medicine

Study of epigenetic biomarkers for a precision oncology in patients with
colorectal cancer. (Estudio de biomarcadores epigenéticos para una oncología
de precisión en pacientes con cáncer Colorrectal)

5000-109 (PDF)
金沢大学医薬保険研究域
医学系

単発性骨嚢腫の治療法と長期的な治療成績に関する多施設共同研究

5000-107 (PDF) Johns Hopkins University
Risk factors for bleeding after endoscopic mucosal resection of sporadic
nonampullary duodenal polyps: A systematic review and meta-analysis

5000-106 (PDF)
University Medical Center
Utrecht

Early esophageal squamous cell neoplasia extension into ducts and submucosal
glands in endoscopic submucosal dissection specimens

5000-105 (PDF)

The Staging and prognostic
factor committee,
International Association of
Study of Lung Cancer

TNM第9版のための肺がん・中皮腫データ提出

5000-103 九州がんセンター 上縦隔気管切開孔増設手術（AMT）の現状に関する後方視的調査

5000-102 (PDF) 愛知医科大学
フィラデルフィア染色体陽性急性骨髄性白血病におけるチロシンキナーゼ阻害
剤（TKI）使用と同種移植成績

5000-100 (PDF)
Bristol-Myers Squibb
Research and Development

無作為化臨床試験に由来する患者レベルのデータを用い、ステージI〜III非小細
胞肺がん患者におけるネオアジュバント治療への病理学的奏効と生存エンドポ
イントの関連を明らかにするためのメタアナリシス

5000-099 (PDF)
自治医科大学附属さいたま
医療センター

骨盤腫瘍手術における股関節再建法の術後成績の後方視的検討

5000-098 (PDF) 東京都立駒込病院
非血縁者間末梢血幹細胞移植における採取施設と移植施設のCD34測定値に
関する実態調査

5000-097
名古屋大学医学部附属病
院

悪性末梢神経鞘腫瘍の治療成績に関する多施設共同研究

5000-096 (PDF)
九州大学大学院医学研究
院

膵頭十二指腸切除後腹腔内出血に対するアンケート調査

5000-094 (PDF)
日本消化器内視鏡学会、浜
松医大臨床研究センター

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査

5000-093 (PDF)
National Cancer Centre,
Singapore

Sarcoma/Melanoma: Epidemiology, Diagnoses and Clinical Outcomes from a
Large Single Asian Comprehensive Cancer Centre
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5000-092 (PDF) 藤田医科大学
ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患者の背景因子と治療
効果の検討（観察研究）

5000-091 (PDF) 関西医科大学附属病院
日本および韓国肝胆膵外科学会による日韓共同研究プロジェクト：原発性肝細
胞癌に対する開腹 左葉 切除 術 および 完全 腹腔鏡下 左葉 切除術の比較検
討

5000-090 (PDF)
東京医科歯科大学医学部
附属病院

下咽頭癌に対する下咽頭・喉頭全摘術の全国調査

5000-088 (PDF) イタリア国立がん研究所
Activity of systemic agents in advanced epithelioid haemangioendothelioma:  A
retrospective series from the World Sarcoma Network.

5000-087 (PDF)
埼玉医科大学国際医療セン
ター

日本における大腿骨骨頭軟骨芽細胞腫の外科的治療

5000-086 (PDF)
日本産科婦人科学会婦人
科腫瘍委員会

日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録
情報に基づく研究

5000-084 (PDF)
特定非営利活動法人　日本
肺癌学会

臨床試験データのデータベース構築に関する研究

5000-083 (PDF) 神戸大学大学院
骨盤発生悪性骨軟部腫瘍に対する治療実態調査 -手術療法と粒子線治療の適
応基準作成に向けた基礎調査-

5000-080 (PDF) 慶應義塾大学病院 小児下肢荷重骨に発生した悪性骨腫瘍の治療成績に関する多施設共同研究

5000-079 (PDF) 京都第一赤十字病院 移植後ムーコル感染症に関する後方視的研究

5000-078 (PDF) 東海大学医学部
急性骨髄性白血病に対するHLA半合致移植後のドナーリンパ球輸注
Donor lymphocyte infusion after haploidentical allogeneic hematopoietic stem
cell transplantation for acute myeloid leukemia patients

5000-077 (PDF) 日本医学放射線学会 IVRに関する医療被ばく実態調査及び線量評価

5000-076 (PDF) 新潟大学医歯学総合病院 日本胃癌学会・全国胃癌登録

5000-075 (PDF)
一般財団法人 日本外科学
会

一般社団法人 National Clinical Database における手術・治療情報データベース
事業

5000-074 (PDF) 慶應義塾大学病院 富巨細胞骨腫瘍の臨床病理学的検討

5000-073 (PDF)
Leiden University Medical
Centre

高リスク軟部肉腫に対する治療効果の不均一性に関する国際共同研究

5000-072 (PDF)
Centre for Colorectal
Disease , St Vincent’s
University Hospital

REACCT Collaborative Study

5000-071 (PDF)
九州大学大学院医学系学
府

DPC・JANISデータを用いた抗菌薬使用状況と耐性菌発現状況の関連性評価
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5000-070 (PDF)
九州大学大学院医学系学
府

DPC・JANISデータを用いた抗菌薬使用状況と耐性菌発現状況の関連性評価

5000-069 (PDF) 大阪大学大学院 本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基盤創出

5000-068 (PDF) QST病院
局所進行膵癌に対するゲムシタビン併用  重粒子線治療に関する有効性・安全
性試験

5000-067 (PDF) 国立感染症研究所 薬剤耐性菌のナショナルサーベイランス

5000-066 (PDF) 大阪大学
本邦の胸腺上皮性腫瘍の後方視的データベースと外国学会のデータベースとの
共同研究

5000-065 (PDF) 福井大学医学部附属病院 骨・軟部発生PEComaの全国調査

5000-064 (PDF) 大阪大学医学部附属病院 本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基盤創出

5000-063 (PDF)
公益社団法人　日本産科婦
人科学会

日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録
情報に基づく研究

5000-062 (PDF) 千葉県がんセンター 孤発性線維性腫瘍（SFT）に関する多施設共同研究（HOPES012）

5000-061 (PDF) 東京医科歯科大学 慢性活動性EBウイルス感染症に対する造血幹細胞移植法の確立

5000-060 (PDF)
量子科学技術研究開発機
構放射線医学総合研究所
病院

 骨盤悪性骨腫瘍に対する重粒子線治療後の機能評価

5000-059 (PDF)

Althaia, Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa.
Universitat Internacional de
Catalunya

Diagnostic accuracy of deep submucosal invasion: white light endoscopy vs
invasive pattern based on NBI or BLI ± chromoendoscopy

5000-058 Royal orthopaedic hospital
Development and external validation of nomogram predicting local recurrence
free, metastasis-free and disease-specific survival for nonmetastatic
conventional primary central chondrosarcoma

5000-057 (PDF)
三重大学大学院医学系研
究科　臨床医学系講座

原発性悪性骨腫瘍におけるunplanned surgeryの実態調査 (Japanese
Musculoskeletal Oncology Group共同研究)

5000-056 (PDF) 新潟大学医歯学総合病院 日本胃癌学会・全国胃癌登録

5000-055 (PDF)
University Hospital of
Antwerp ・Ninewells
Hospital and Medical School

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(GLOBAL－PPS)

5000-054 (PDF)
名古屋大学医学部附属病
院

同種臍帯血移植にけるmethotrexate(MTX)およびmycophenolate mofetil (MMF)
の投与量に関する後方視的検討

5000-053 (PDF)
骨軟部肉腫治療研究会
（JMOG）

製造販売後調査データを用いた骨巨細胞腫に対するランマークの治療効果に関
する後ろ向き観察研究
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5000-051 (PDF) 神戸大学医学部附属病院
JCCG病理・免疫中央診断を利用した進行期リンパ芽球性リンパ腫の治療抵抗・
再発症例に対する後方視的研究

5000-050 (PDF) がん研究会有明病院
日本人における軟部肉腫に対するエリブリ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 –

5000-049 北海道大学
日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象としたVEGFR-TKI治療
後のアキシチニブの安全性と有効性に関する多施設共同後方視的観察研究

5000-048 (PDF) 金沢大学 びまん型腱滑膜巨細胞腫の長期成績に関する多施設共同研究

5000-047 (PDF)
London School of Hygiene
and Tropical Medicine

2017年の網膜芽細胞腫の発症様式に関する国際研究（Global Retinoblastoma
Presentation 2017）

5000-046 (PDF)
一般社団法人 National
Clinical Database

National Clinical Databaseにおける手術・治療情報データベース事業

5000-045 (PDF)
ライデン大学付属病院整形
外科

The international multicenter Tenosynovial Giant Cell Tumour Database

5000-044 （PDF)
VU大学メディカルセンター
アムステルダム

網膜芽細胞腫と二次がんに関する国際研究（International Retinoblastoma and
Second Cancers (IRiSC) Study）

5000-043 (PDF) 群馬大学医学部附属病院
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を
検討する多施設共同後ろ向き臨床研究

5000-041 (PDF) 岩手医科大学医学部 外耳道癌進行例の全国調査

5000-040 (PDF) 神奈川県がんセンター
JCOG1106A1 局所進行膵癌に対するS-1併用放射線療法のJCOG1106試験と
LAPC S-1RT試験（奥坂班）の統合解析による探索的研究

5000-039 (PDF) 岩手医科大学 外耳道癌進行例の全国調査

5000-038 (PDF) 九州大学 放射線診療従事者の不均等被ばく、とくに水晶体の管理に関する実態調査

5000-037 (PDF) 大阪市立大学医学部 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

5000-036 (PDF)
Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana,
University of Pisa

転移・再発大腸癌におけるAtypical RAS遺伝子変異に関する研究（ATRAS
study）

5000-035 (PDF) 宮城県立こども病院 ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するテモゾロミドの使用実態調査

5000-034 (PDF) 群馬大学医学部附属病院
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共同後ろ向
き臨床研究

5000-033 (PDF) 兵庫医科大学 FDG-PETを用いた悪性腫瘍の治療効果判定－多施設共同研究
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https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/5000-051.pdf
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https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/5000-035.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/5000-034.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/5000-033.pdf


2023年5月19日現在

試料・情報提供先機関 研究課題名研究課題番号

5000-032 (PDF) 京都大学 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義

5000-031 (PDF) 佐賀大学 本邦におけるメルケル細胞癌の発症、病期、治療、予後に関する疫学調査

5000-030 (PDF) 東京医科歯科大学 卵巣転移、鼡径リンパ節転移に関する研究

5000-029 (PDF) 福井大学 小児慢性骨髄性白血病の後方視的長期予後調査

5000-028 愛媛大学医学部 好ましからざる転帰をとった子宮頚部微小浸潤扁平上皮癌の症例対照研究

5000-027
自治医科大学付属さいたま
医療センター血液科

 Capnocytophaga species感染症の臨床背景および臨床経過に関する多施設共
同後方視的研究

5000-026 東海大学医学部付属病院 HER2乳癌における臨床的完全奏功症例のコホート研究

5000-025 岐阜大学腫瘍外科 当科における80歳以上高齢者における胃癌術後補助化学療法の検討

5000-002 山形大学医学部 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 （JROSG)

5000-001 静岡県立静岡がんセンター 小児腫瘍に対する陽子線治療の他施設共同後ろ向き観察研究

2014-206 (PDF) 川崎市立川崎病院 IVR症例web登録事業実施計画書

2014-205 金沢医科大学看護学部 テアの実態調査

2014-171 金沢医科大学看護学部 テアの実態調査

2014-081 岩手医科大学
肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の長期成績を含めた比較検討
-propensity matchingを用いた検討-

2014-076 熊本大学　消火器外科
大腸癌肝転移に対する腹腔鏡と開腹肝切除の手術侵襲と再発・予後の比較-
propensity matchingを用いた検討-

2014-052 愛知医科大学　放射線科
診断参考レベル設定のためのエックス線CT検査に関する医療被ばく実態調査
及び線量評価

2014-037 愛知医科大学　放射線科
診断参考レベル設定のためのエックス線CT検査に関する医療被ばく実態調査
及び線量評価

2013-079 (PDF) 川崎市立川崎病院 IVR症例web登録事業実施計画書
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https://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/5000-032.pdf
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2013-027 がん研有明病院 国際胃癌学会 胃癌ステージングプロジェクト

2012-326 名古屋市立大学 肺葉切除可能肺癌症例における縮小手術成績調査

2012-301 (PDF)
日本産科婦人科学会婦人
科腫瘍委員会

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情
報に基づく研究

2012-231 東京大学医学部付属病院
食道胃接合部癌の至適リンパ節郭清範囲を検討するための全国調査（多施設
共同研究）

2012-176
兵庫県立がんセンター　乳
腺外科

HER2 陽性ホルモン受容体陽性乳癌に対する術前化学療法後病理学的完全寛
解 pCR の予後因子としての意義を探索する後方視的研究

2012-106
京都大学大学院医学研究
科　乳腺外科学

術前トラスツズマブ＋細胞障害性抗癌薬の併用療法後に、病理組織学的完全
奏効（乳房）の得られた症例の予後に関する調査研究

2012-097 University Health Network Ophthalmic Oncology TNM staging Validation Project

2012-065 大阪大学
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

2012-015 (PDF) 北里大学 頭頸部表在癌全国登録調査

2011-174
名古屋大学大学院医学系
研究科呼吸器外科学

全国肺癌登録調査：2012年内科症例に対する登録研究
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