
国立がん研究センター中央病院で実施中の臨床研究 

 

 このページには国立がん研究センター中央病院が行っている臨床研究の情報を掲載 しています。掲載している情報

は定期的に更新を行っていますが、常に最新の内容が掲載されているわけではありませんことをご了解ください。 

臨床研究に参加いただくためには試験ごとに定められたさまざまな条件を満たす必要があり、そのためには、当院

での診療や検査が必要となります。 参加を希望される方は、まずはあなたの主治医にご相談ください。そして、紹

介状をご用意の上で、電話又は FAX にて初診予約をお取りいただき、受診をしてください。 

 「受診と相談を希望される方へ」 

なお、電話などでは、現在の患者さんの病状、健康状態を正確に判断できませんので、臨床研究に参加できるかど

うかなどの内容には回答できません。どうぞご了承ください。 

                                  2017.6.1 更新 

研究課題

番号 
研究課題名 URL 実施責任者 

 

脳脊髄腫瘍科 

2004-066 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2005-090 

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 

https://upload.umin.ac.jp/

cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?fu

nction=brows&action=bro

ws&recptno=R00000038

9&type=summary&langua

ge=J 

成田 善孝 

2007-086 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2008-038 脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査） 脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2010-011 
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 

https://upload.umin.ac.jp/

cgi-open-bin/ctr/ctr_view.

cgi?recptno=R000004191  

成田 善孝 

http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/consultation/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000389&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000389&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000389&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000389&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000389&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000389&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000004191
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000004191
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000004191


2011-013 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2011-167 青少年の日常生活と脳腫瘍 （Mobi-Kids Japan） 脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2012-087 

JCOG1114 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 

脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2012-146 

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 

脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2012-161 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2012-249 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2013-047 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2013-082 
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- 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2013-118 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2013-243 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2013-355 

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 

脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2014-057 

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 

脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2014-271 
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 

https://upload.umin.ac.jp/

cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?fu

nction=brows&action=bro

ws&type=summary&recpt

no=R000005381&langua

ge=J 

 

成田 善孝 

2014-369 

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） 

脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005381&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005381&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005381&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005381&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005381&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005381&language=J


2015-056 

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 

https://upload.umin.ac.jp/

cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?fu

nction=brows&action=bro

ws&recptno=R00001918

5&type=summary&langua

ge=J 

 

成田 善孝 

2015-160 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2015-131 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2015-132 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2016-152 

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 

脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2016-129 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 脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2016-342 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

2016-450 
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 
脳脊髄腫瘍科 成田 善孝 

 

 

 

呼吸器外科 

2014-217 
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 
呼吸器外科 渡邉 俊一 

2014-082 胸腺上皮性腫瘍に対する FDG-PETの有用性についての検討 呼吸器外科 中川 加寿夫 

2015-346 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究 呼吸器外科 渡邉 俊一 

2016-292 
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 

https://upload.umin.ac.jp/

cgi-open-bin/ctr/ctr_view.

cgi?recptno=R000028940 

 

渡邉 俊一 

 

 

 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019185&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019185&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019185&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019185&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019185&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019185&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028940
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028940
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028940


呼吸器内科 

2005-

027 

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 

呼吸器内科 
堀之内 秀

仁 

2008-

064 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000002091&language

=J 

 

神田 慎太

郎 

2008-

127 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000002102&language

=J 

 

堀之内 秀

仁 

2010-

036 

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 
呼吸器内科 

神田 慎太

郎 

2011-

002 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000006306 

 

大江 裕一

郎 

2012-

025 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000010279 

 

大江 裕一

郎 

2012-

259 

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 
呼吸器内科 

堀之内 秀

仁 

2013-

041 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000011948 

 

堀之内 秀

仁 

2013-

204 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000014466&language

=J 

 

大江 裕一

郎 

2013-

261 

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 
呼吸器内科 

堀之内 秀

仁 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002091&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002091&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002091&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002091&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002091&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002102&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002102&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002102&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002102&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000002102&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006306
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006306
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006306
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010279
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010279
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010279
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000011948
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000011948
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000011948
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014466&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014466&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014466&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014466&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014466&language=J


2013-

323 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000015086&language

=J 

 

大江 裕一

郎 

2014-

088 

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） 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000012975&language

=J 

 

大江 裕一

郎 

2014-

096 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000006852 

大江 裕一

郎 

2014-

095 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000011616&language

=J 

 

大江 裕一

郎 

2014-

160 

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 
呼吸器内科 

堀之内 秀

仁 

2014-

194 
肺大細胞性神経内分泌癌患者における予後因子の検討 呼吸器内科 

神田 慎太

郎 

2014-

178 
再発小細胞肺がんの臨床的特徴に関する研究 呼吸器内科 

堀之内 秀

仁 

2014-

346 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000017561&language

=J 

 

後藤 悌 

2015-

014 

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 
呼吸器内科 後藤 悌 

2015-

064 
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者の治療実態調査 呼吸器内科 

大江 裕一

郎 

2015-

038 

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 

呼吸器内科 
神田 慎太

郎 
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2015-

059 

胸部原発などの固形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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000026802 

 

後藤 悌 

2015-

091 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000014309&language

=J 

 

堀之内 秀

仁 

2015-

142 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000020268&language

=J 

 

後藤 悌 

2015-

204 

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単剤療法とゲフィチニブにシ

スプラチン＋ペメトレキセドを途中挿入する治療とのランダム化比

較試験 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&r

ecptno=R000023226&language

=J 

 

大江 裕一

郎 

2015-

231 

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 
呼吸器内科 

大江 裕一

郎 

2015-

294 

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 

呼吸器内科 
大江 裕一

郎 

2015-

329 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&

action=brows&type=summary&la

nguage=J&recptno=R00002109

4 

 

堀之内 秀

仁 

2015-

334 

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 

呼吸器内科 
堀之内 秀

仁 

2015-

330 

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 

呼吸器内科 後藤 悌 

2015-

355 

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 
呼吸器内科 

堀之内 秀

仁 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000026802
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2016-

060 

「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 呼吸器内科 後藤 悌 

2016-

145 

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 
呼吸器内科 

堀之内 秀

仁 

2016-

127 

ニボルマブの PK/PD/PGx に基づく適正使用と安全性情報に関す

る研究 
呼吸器内科 後藤 悌 

2016-

276 

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) 

呼吸器内科 
堀之内 秀

仁 

2016-

134 

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 

呼吸器内科 
大江 裕一

郎 

2016-

232 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000026982 

 

大江 裕一

郎 

2016-

208 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-ope

n-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R

000026471 

 

後藤 悌 

 

 

 

胃外科 

2009-179 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000003941 

 

片井 均 

2010-050 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000004380 

 

片井 均 

2011-095 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000007004 

 

片井 均 

2011-203 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000008210 

 

片井 均 
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2013-121 
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 
胃外科 深川 剛生 

2014-029 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000186

67&language=J 

 

片井 均 

2014-159 

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 

胃外科 片井 均 

2014-161 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 胃外科 片井 均 

2014-162 
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 
胃外科 片井 均 

2014-163 
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 
胃外科 片井 均 

2014-362 
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 
胃外科 片井 均 

2014-363 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000019757;language

=J 

 

片井 均 

2015-356 
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 
胃外科 森田 信司 

2016-083 T3N0M0 と T1N2-3M0胃癌における予後の検討 胃外科 木下 敬弘 

2016-108 
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 
胃外科 片井 均 

2016-119 

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 

胃外科 片井 均 

2016-118 
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 
胃外科 片井 均 

2016-158 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000027564 

 

片井 均 

2005-065-

1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000000356  

片井 均 
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2016-348 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000029398 

 

片井 均 

 

 

大腸外科 

2006-087-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000000764 

 

金光 幸秀 

2012-021 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000093

89&language=J 

 

金光 幸秀 

2012-135 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000111

75&language=J 

 

金光 幸秀 

2012-177 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000011245 

 

金光 幸秀 

2012-244 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000011318 

 

金光 幸秀 

2013-171 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000137

25&language=J 

 

志田 大 

2013-191 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000029534 

 

金光 幸秀 
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009389&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009389&language=J
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011175&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011175&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011175&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011175&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011175&language=J
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013725&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013725&language=J
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2013-197 

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 

大腸外科 金光 幸秀 

2013-221 大腸癌治癒切除後の予後予測ノモグラムの開発 大腸外科 金光 幸秀 

2013-231 
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 
大腸外科 金光 幸秀 

2013-234 家族性大腸腺腫症(FAP)に関する後方視的多施設研究 大腸外科 金光 幸秀 

2014-169 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 大腸外科 金光 幸秀 

2014-358 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000019607 

 

金光 幸秀 

2014-414 大腸癌の分子病理的検索 大腸外科 志田 大 

2014-421 

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 

大腸外科 金光 幸秀 

2003-013-1 

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） 

大腸外科 金光 幸秀 

2015-032 CT colonographyによる大腸癌の術前深達度診断 大腸外科 志田 大 

2015-221 

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 

大腸外科 金光 幸秀 

2015-320 StageIV大腸がんの細分類に関する検討 大腸外科 志田 大 

2016-266 

"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 

大腸外科 金光 幸秀 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019607
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019607
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019607
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019607
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019607


2016-254 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000029677 

 

金光 幸秀 

2016-383 
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 
大腸外科 金光 幸秀 

 

 

 

食道外科 

2012-225 

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 

食道外科 大幸 宏幸 

2014-099 

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 

食道外科 日月 裕司 

2014-133 
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 
食道外科 大幸 宏幸 

2015-166 
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 
食道外科 大幸 宏幸 

2016-032 
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 
食道外科 大幸 宏幸 

2016-036 
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 
食道外科 大幸 宏幸 

 

 

消化器内科 

2006-060

-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000000668 

 

加藤 健 

2008-012 

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 

 

 

消化管内科 加藤 健 

G2008-0

05 

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

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

加藤 健 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029677
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029677
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005388&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005388&language=J


確認試験参加者を対象とした薬理ゲノム学的研究 ummary&recptno=R0000053

88&language=J  

2009-064 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000025

57&language=J 

 

濱口 哲弥 

2009-079 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000001

07&language=J 

 

髙島 淳生 

2009-146

-1 

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 

消化管内科 濱口 哲弥 

2009-177

-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000003940 

 

濱口 哲弥 

2010-001 
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 
消化管内科 加藤 健 

2010-210 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000058

33&language=J 

 

濱口 哲弥 

2011-149 消化管がん患者の終末期ケアの遡及的検討 消化管内科 濱口 哲弥 

2012-039 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000010811 

 

本間 義崇 

2012-101 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000102

66&language=J 

 

濱口 哲弥 
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2012-118 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000112

20&language=J 

 

本間 義崇 

2012-133 
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 
消化管内科 濱口 哲弥 

2012-224 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?recptno=

R000011013 

 

加藤 健 

2012-268 
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 
消化管内科 加藤 健 

2012-367 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 消化管内科 濱口 哲弥 

2013-001 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000164

08&language=J 

 

加藤 健 

2013-022 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000129

50&language=J 

 

加藤 健 

2013-037 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000127

88&language=J 

 

朴 成和 

2013-122 
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 
消化管内科 髙島 淳生 

2013-152 
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 
消化管内科 加藤 健 

2013-178 

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） 

消化管内科 本間 義崇 
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012950&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012950&language=J
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012788&language=J
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2013-208 

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 

消化管内科 加藤 健 

2013-211 

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 

消化管内科 加藤 健 

2013-339 大腸癌の免疫組織化学的・分子病理的検索 消化管内科 濱口 哲弥 

2014-289 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000006

68&language=J 

 

加藤 健 

2014-376 

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 

消化管内科 加藤 健 

2015-003 

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 

消化管内科 加藤 健 

T3924-0

00 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000088

19&language=J 

 

髙島 淳生 

2015-025 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000019460&type=summ

ary&language=J 

 

髙島 淳生 

2015-073 

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 

消化管内科 髙島 淳生 

2015-211 

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 

消化管内科 朴 成和 

2016-035 
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 
消化管内科 加藤 健 

2015-368 
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 
消化管内科 加藤 健 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000000668&language=J
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2016-020 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000022521&type=summ

ary&language=J 

 

加藤 健 

2016-015 

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 

消化管内科 庄司 広和 

2016-025 
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 
消化管内科 庄司 広和 

2016-257 
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 
消化管内科 加藤 健 

2016-221 
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 
消化管内科 加藤 健 

2016-116 
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 
消化管内科 髙島 淳生 

2016-253 

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 

消化管内科 本間 義崇 

2016-346 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000025498 

 

朴 成和 

2016-262 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000026538 

 

濱口 哲弥 

2016-295 

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 

消化管内科 朴 成和 

2016-395 腎機能に基づく S-1用量算出式「B-B formula」の検証試験 消化管内科 朴 成和 

2016-337 
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 
消化管内科 濱口 哲弥 

2016-345 

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 

消化管内科 朴 成和 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000022521&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000022521&type=summary&language=J
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2016-363 

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 

消化管内科 朴 成和 

2016-478 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000026585 

 

朴 成和 

 

 

肝胆膵外科 

2011-

098 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000006368&type=summ

ary&language=J 

 

岸 庸二 

2014-

098 

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）― 

肝胆膵外科 奈良 聡 

2010-

111 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000052

42&language=J 

 

島田 和明 

2015-

224 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000020410&type=summ

ary&language=J 

 

島田 和明 

2015-

332 
膵切除後消化剤の脂肪肝発生抑制効果 無作為比較試験 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000025766 

 

岸 庸二 
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025766
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025766


肝胆膵内科 

2010-162 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000006418 

 

上野 秀樹 

2011-171 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000007809 

 

奥坂 拓志 

2012-155 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000101

16&language=J  

上野 秀樹 

2012-368 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000122

26&language=J 

 

奥坂 拓志 

2013-064 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000140

73&language=J 

 

上野 秀樹 

2013-116 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000136

44&language=J 

 

奥坂 拓志 

2013-141 

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 

肝胆膵内科 奥坂 拓志 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006418
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006418
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006418
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007809
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007809
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010116&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010116&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010116&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010116&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010116&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012226&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012226&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012226&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012226&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012226&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014073&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014073&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014073&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014073&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014073&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013644&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013644&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013644&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013644&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013644&language=J


2013-220 

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 

肝胆膵内科 上野 秀樹 

2013-246 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000171

59&language=J 

 

奥坂 拓志 

2013-292 
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 
肝胆膵内科 森實 千種 

2014-008 

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 

肝胆膵内科 坂本 康成 

2014-084 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000171

73&language=J 

 

奥坂 拓志 

2014-117 
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 
肝胆膵内科 上野 秀樹 

2014-256 治癒切除不能膵癌に対する FOLFIRINOX療法の観察研究 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000017052 

 

上野 秀樹 

2014-418 
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  

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000018910 

 

奥坂 拓志 

2015-120 
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 
肝胆膵内科 奥坂 拓志 

2015-121 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000018584 

 

奥坂 拓志 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017159&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017159&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017159&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017159&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017159&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017173&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017173&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017173&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017173&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017173&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017052
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017052
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017052
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017052
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017052
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018910
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018910
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018910
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018910
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018910
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018584
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018584
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018584
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018584
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018584


2015-122 
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 
肝胆膵内科 奥坂 拓志 

2011-219 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000006999 

 

森實 千種 

2015-146 
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 
肝胆膵内科 森實 千種 

2015-256 
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 
肝胆膵内科 奥坂 拓志 

2015-257 

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 

肝胆膵内科 森實 千種 

2016-055 
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 
肝胆膵内科 坂本 康成 

2016-132 肝胆道神経内分泌腫瘍例の後方視的検討 肝胆膵内科 奥坂 拓志 

2016-090 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000026645 

 

奥坂 拓志 

2016-082 

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 

肝胆膵内科 坂本 康成 

2016-131 
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 
肝胆膵内科 上野 秀樹 

2016-216 消化管・肝胆膵原発の神経内分泌新生物の診療実態調査 肝胆膵内科 森實 千種 

2016-187 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000123

03&language=J 

 

奥坂 拓志 

2016-340 

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 

肝胆膵内科 森實 千種 

2016-375 
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 
肝胆膵内科 上野 秀樹 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006999
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006999
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006999
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012303&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012303&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012303&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012303&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012303&language=J


2016-457 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000028694 

 

奥坂 拓志 

 

 

 

頭頸部腫瘍科 

2011-114 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000007724 

 

吉本 世一 

2012-110 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000010053 

 

吉本 世一 

2012-261 
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 
頭頸部腫瘍科 吉本 世一 

2016-074 

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 

頭頸部腫瘍科 吉本 世一 

2016-023 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000010182 

 

吉本 世一 

 

 

形成外科 

2012-123 遊離空腸移植の術式標準化に関する研究 形成外科 宮本 慎平 

2014-323 舌再建術後の機能に対するリスク因子解析 形成外科 宮本 慎平 

2015-322 65歳以上の高齢者に対する下顎再建術式の検討 形成外科 宮本 慎平 

 

 

内視鏡科 

2008-059-2 
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 
内視鏡科 大野 康寛 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028694
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028694
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007724
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2014-253 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2014-248 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2004-099-2 

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 

内視鏡科 小田 一郎 

2006-053 
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 
内視鏡科 小田 一郎 

2006-073 
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 
内視鏡科 角川 康夫 

2007-019-1 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000000885 

 

小田 一郎 

2008-059-1 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2009-107 
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 
内視鏡科 小田 一郎 

2010-089 
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) 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000011892 

 

齋藤 豊 

2010-127 

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 

内視鏡科 吉永 繁高 

2010-207 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000005789 

 

齋藤 豊 

2011-120 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2011-139 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2012-131 
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） 
内視鏡科 齋藤 豊 

2012-237 
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 
内視鏡科 坂本 琢 

2012-271 
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 
内視鏡科 中島 健 

2013-002 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000000885
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000000885
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2013-039 
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 
内視鏡科 松元 祐司 

2013-101 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000125

92&language=J 

 

小田 一郎 

2013-134 2回の除菌治療抵抗例に対する H.pylori除菌 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000014128 

 

小田 一郎 

2013-179 蛍光標識グルコースを用いた消化器癌診断法の開発 内視鏡科 小田 一郎 

2013-190 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000016117 

 

中島 健 

2013-222 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2013-256 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 内視鏡科 土田 敬明 

2013-268 

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 

内視鏡科 齋藤 豊 

2013-360 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000016166 

 

齋藤 豊 

2014-104 

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 

内視鏡科 齋藤 豊 

2014-204 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000015365 

 

小田 一郎 

2014-181 家族性大腸腺腫症に合併した胃病変の検討 内視鏡科 野中 哲 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012592&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012592&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012592&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012592&language=J
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2014-331 

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 

内視鏡科 齋藤 豊 

2014-370 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2014-404 
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 
内視鏡科 松元 祐司 

2014-403 
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 
内視鏡科 松元 祐司 

2015-012 十二指腸カルチノイドに対する治療成績の検討 内視鏡科 野中 哲 

2014-146 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000019213 

 

齋藤 豊 

2015-005 
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 
内視鏡科 笹田 真滋 

T2012-003 
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 
内視鏡科 野中 哲 

2015-071 
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 
内視鏡科 小田 一郎 

2015-087 

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 

内視鏡科 齋藤 豊 

2015-140 
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 
内視鏡科 小田 一郎 

2015-276 

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 

内視鏡科 齋藤 豊 

2015-343 
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 
内視鏡科 中島 健 

2016-237 
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 
内視鏡科 吉永 繁高 

2016-440 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2016-184 SM１食道癌の定義と病態に関する検討 内視鏡科 吉永 繁高 

2016-135 
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 
内視鏡科 中井 俊之 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000019213
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000019213
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000019213


2016-151 
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 
内視鏡科 松元 祐司 

2016-205 

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 

内視鏡科 
阿部 清一

郎 

2016-277 
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— 
内視鏡科 野中 哲 

2016-219 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2016-245 
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 
内視鏡科 齋藤 豊 

2016-302 大腸Ｔ１癌の脈管侵襲と内視鏡所見の関連に関する検討 内視鏡科 齋藤 豊 

2016-334 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000027625 

 

小田 一郎 

2016-447 

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 

内視鏡科 齋藤 豊 

2016-409 

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 

内視鏡科 小田 一郎 

2016-464 
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 
内視鏡科 山田 真善 

 

 

 

血液腫瘍科 

2015-040 濾胞性リンパ腫の臨床経過に関する後方視的調査研究 血液腫瘍科 丸山 大 

2002-020

-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000000069 

 

小林 幸夫 

2006-050 血液疾患症例登録 血液腫瘍科 小林 幸夫 

2007-069

-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000001100 

 

小林 幸夫 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027625
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2007-081

-1 

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) 

血液腫瘍科 小林 幸夫 

2008-034

-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000001462 

 

小林 幸夫 

2009-178

-1 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000003741 

 

小林 幸夫 

2010-053 

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) 

血液腫瘍科 小林 幸夫 

2010-058 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000004501&type=summ

ary&language=J 

小林 幸夫 

2010-097 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000048

38&language=J 

 

小林 幸夫 

2011-014 
眼付属器 MALT リンパ腫の全エクソンシークエンスによるゲノ

ム解析 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2011-042 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000004386 

 

小林 幸夫 

2011-043 

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 

血液腫瘍科 小林 幸夫 

2011-057 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000004157 

 

小林 幸夫 

2011-059 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000004158&type=summ

小林 幸夫 
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ary&language=J 

 

2011-070 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000041

56&language=J 

 

小林 幸夫 

2011-099 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000067

33&language=J 

 

小林 幸夫 

2011-160 

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） 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000009841&type=summ

ary&language=J 

 

小林 幸夫 

2011-177 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000004341&type=summ

ary&language=J 

 

小林 幸夫 

2011-181 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2012-007 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000013709 

 

伊豆津 宏

二 

2012-016 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2012-049 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000008921 

 

小林 幸夫 

2013-014 

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 

血液腫瘍科 小林 幸夫 
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2013-016 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000009629&type=summ

ary&language=J 

 

小林 幸夫 

2013-018 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000009156 

 

小林 幸夫 

2013-020 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000009626&type=summ

ary&language=J 

 

小林 幸夫 

2013-028 KW-0761投与患者の長期予後解析研究 血液腫瘍科 小林 幸夫 

2013-067 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000013023 

 

小林 幸夫 

2013-120 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2013-142 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2013-146 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000012447 

 

小林 幸夫 

2013-148 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000012446 

 

小林 幸夫 

2013-165 

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− 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000110

34&language=J 

 

小林 幸夫 

2013-167 
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

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec
小林 幸夫 
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学療法による第Ⅱ相臨床試験 ptno=R000012415 

 

2013-169 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000080

98&language=J  

小林 幸夫 

2013-307 

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 

血液腫瘍科 丸山 大 

2013-347 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000139

82&language=J 

 

小林 幸夫 

2013-358 

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 

血液腫瘍科 小林 幸夫 

2014-086 

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 

血液腫瘍科 飛内 賢正 

2014-283 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2015-029 

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 

血液腫瘍科 飛内 賢正 

2015-027 

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 oproject) 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000018002&type=summ

ary&language=J 

 

小林 幸夫 

2015-043 
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 
血液腫瘍科 飛内 賢正 

2015-097 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2015-126 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 血液腫瘍科 丸山 大 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000012415
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008098&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008098&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008098&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008098&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008098&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018002&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018002&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018002&type=summary&language=J
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018002&type=summary&language=J


2015-163 

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 

血液腫瘍科 飛内 賢正 

2015-344 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2015-364 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2016-179 

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 

血液腫瘍科 飛内 賢正 

2016-170 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2016-228 悪性リンパ腫の病期診断に関する後方視的調査研究 血液腫瘍科 丸山 大 

2016-239 
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） 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2016-246 
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 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000028587 

 

丸山 大 

2016-278 
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 
血液腫瘍科 小林 幸夫 

2016-264 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000028684;language

=J  

飛内 賢正 

2016-365 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000029423 

 

飛内 賢正 

 

造血幹細胞移植科 

2014-

245 

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

植後無病生存例における ATL特異的 T細胞免疫に関する研究 
造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2007-

002 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000012

22&language=J 

 

金 成元 
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000001222&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000001222&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000001222&language=J


2008-

015 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000001626 

 

金 成元 

2008-

094 

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) 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000018

03&language=J 

 

金 成元 

2010-

010 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000004674  

金 成元 

2010-

252 

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 
造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2011-

007 
急性骨髄性白血病における遺伝子変異解析 造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2011-

081 
急性白血病治療後の生活の質に関する横断的研究 造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2011-

210 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000123

61&language=J  

福田 隆浩 

2012-

027 

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 
造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2012-

117 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000012877&type=summ

ary&language=J  

藤 重夫 

2012-

252 

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 
造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2012-

338 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000012877&type=summ

ary&language=J  

藤 重夫 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001626
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001626
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2013-

044 

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 
造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2013-

058 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2013-

107 

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） 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000121

76&language=J 

 

福田 隆浩 

2013-

185 
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 造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2013-

236 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000126

52&language=J 

 

福田 隆浩 

2013-

264 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2013-

298 

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 
造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2013-

304 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000018313 

 

福田 隆浩 

2013-

330 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000010865&type=summ

ary&language=J 

 

福田 隆浩 

2014-

263 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2014-

179 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2014-

190 

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 
造血幹細胞移植科 黒澤 彩子 

2014-

347 

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 
造血幹細胞移植科 稲本 賢弘 
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012652&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012652&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012652&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012652&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012652&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000018313
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000018313
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2014-

397 
皮膚 GVHD生検検体の病理学的検討 造血幹細胞移植科 稲本 賢弘 

2015-

079 
同種移植症例の網羅的後方視的調査研究 造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2015-

103 

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 

造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2015-

247 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000025124 

 

福田 隆浩 

2015-

200 

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 
造血幹細胞移植科 稲本 賢弘 

2015-

230 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2015-

235 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2015-

274 

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 
造血幹細胞移植科 稲本 賢弘 

2015-

296 

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 
造血幹細胞移植科 黒澤 彩子 

2016-

056 

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 
造血幹細胞移植科 黒澤 彩子 

2016-

048 

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 
造血幹細胞移植科 稲本 賢弘 

2016-

137 

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 
造血幹細胞移植科 黒澤 彩子 

2016-

046 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2016-

103 
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 造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

2016-

136 

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 
造血幹細胞移植科 黒澤 彩子 

2016-

269 

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 
造血幹細胞移植科 藤 重夫 

2016-

372 

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 

造血幹細胞移植科 福田 隆浩 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025124
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025124
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025124


2016-

360 

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 
造血幹細胞移植科 稲本 賢弘 

2016-

504 
洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査 造血幹細胞移植科 黒澤 彩子 

 

 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション科 

2014-231 

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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
丹澤 義一 

2005-068 全国骨･軟部腫瘍登録 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2006-011 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000001846 

 

中馬 広一 

2011-106 

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」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」 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
中谷 文彦 

2011-205 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 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2012-055 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2012-188 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2012-262 

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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
中谷 文彦 

2012-303 骨肉腫における予後予測ノモグラムの開発 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2013-254 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2013-255 

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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
中馬 広一 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001846
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001846
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001846


2013-277 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
中谷 文彦 

2013-300 間葉性軟骨肉腫の治療成績に関する多施設共同研究 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2013-301 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2014-048 

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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2014-050 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2014-094 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
小林 英介 

2014-276 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000023726 

 

川井 章 

2014-087 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000018590 

 

川井 章 

2014-287 肉腫（悪性骨軟部腫瘍）患者の免疫モニタリング 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2015-045 

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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2015-167 

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 - 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2016-003 

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― 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
小林 英介 

2016-004 

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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2015-349 骨・軟部肉腫の診療実態の探索研究 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2016-240 
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- 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023726
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023726
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023726
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018590
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018590
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018590
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018590
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018590


2016-297 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 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2016-301 
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 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
川井 章 

2016-328 
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） 

骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
小林 英介 

2016-387 骨軟部腫瘍のゲノム・エピゲノム解析による病態解明 
骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科 
小林 英介 

 

小児腫瘍科 

2013-

282 

日本小児白血病リンパ腫研究グループ(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 
小児腫瘍科 

小川 千登

世 

2014-

023 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000109

67&language=J  

小川 千登

世 

2014-

129 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000017936  

小川 千登

世 

2014-

173 

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 

小児腫瘍科 
小川 千登

世 

2014-

201 

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 
小児腫瘍科 

小川 千登

世 

2016-

186 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000220

77&language=J  

小川 千登

世 

2016-

197 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000022964  

小川 千登

世 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010967&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010967&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010967&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010967&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010967&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017936
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017936
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017936
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017936
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017936
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000022077&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000022077&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000022077&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000022077&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000022077&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000022964
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000022964
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000022964


2016-

244 

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 
小児腫瘍科 荒川 歩 

2016-

207 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000027309 

 

野上 由貴 

2016-

451 

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 
小児腫瘍科 荒川 歩 

 

 

 

乳腺外科 

2007-052 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000000971 

 

木下 貴之 

2011-010 
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 
乳腺外科 木下 貴之 

2012-051 

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) 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000101

95&language=J 

 

木下 貴之 

2013-052 

「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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000007326 

 

木下 貴之 

2013-055 
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 
乳腺外科 木下 貴之 

2013-158 

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 

 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000142

55&language=J 

 

木下 貴之 

2014-064 
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 
乳腺外科 麻賀 創太 

2014-424 
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 
乳腺外科 木下 貴之 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027309
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027309
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027309
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000000971
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000000971
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000000971
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010195&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010195&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010195&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010195&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010195&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007326
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007326
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007326
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014255&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014255&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014255&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014255&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014255&language=J


2015-348 

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 

乳腺外科 木下 貴之 

 

 

乳腺・腫瘍内科 

2014-2

20 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000021696 

 

田村 研治 

2003-0

69 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000044

62&language=J 

 

温泉川 真

由 

2005-0

05 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000001848 

 

米盛 勧 

2005-1

05 

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 

乳腺・腫瘍内科 
温泉川 真

由 

2008-1

32 

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 
乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2009-0

96 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000044

62&language=J 

 

田村 研治 

G2009

-005 

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 
乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

2010-0

25 

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 
乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2011-0

15 

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 
乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000021696
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000021696
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000021696
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000021696
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000021696
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001848
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001848
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001848
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000004462&language=J


2011-0

39 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000006333 

 

田村 研治 

2011-1

46 
悪性腫瘍の体腔液の余剰検体を用いた腫瘍細胞株樹立 乳腺・腫瘍内科 

温泉川 真

由 

2011-1

48 

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― 

乳腺・腫瘍内科 
清水 千佳

子 

2011-1

69 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000013646  

田村 研治 

2012-0

94 

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 

乳腺・腫瘍内科 
清水 千佳

子 

2012-2

36 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000021660  

田村 研治 

2012-2

38 
血液検体を用いた抗体療法の効果予測研究 乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2012-3

35 
希少がんの臨床病理学的検討（後方視的研究） 乳腺・腫瘍内科 米盛 勧 

2012-3

60 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000107

35&language=J  

田村 研治 

2013-0

86 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000015396  

清水 千佳

子 

2013-3

46 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000176

51&language=J  

田村 研治 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006333
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000006333
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010735&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010735&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010735&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010735&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010735&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000015396
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000015396
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000015396
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000015396
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000015396
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017651&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017651&language=J
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017651&language=J


2014-0

05 

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- 

乳腺・腫瘍内科 
温泉川 真

由 

2014-0

83 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000012906 

 

田村 研治 

2014-3

37 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000021536 

 

田村 研治 

2014-3

93 

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 
乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2015-0

98 
がん領域における疾患別薬物治療とその実態調査 乳腺・腫瘍内科 米盛 勧 

2015-1

61 

A study evaluating the pregnancy outcomes and safety of 

interrupting endocrine therapy for young women with 

endocrine responsive breast cancer who desire pregnancy 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000229

62&language=E 

 

清水 千佳

子 

2015-2

49 

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 
乳腺・腫瘍内科 

温泉川 真

由 

2015-3

13 

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 
乳腺・腫瘍内科 

温泉川 真

由 

2015-3

24 
多職種連携のための臨床的因子に関する後方視的検討 乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

2015-3

47 

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 
乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

2016-0

24 
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 乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2016-0

86 

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 
乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2016-0

38 

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 - 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000024808&type=summ

ary&language=J 

 

清水 千佳

子 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000012906
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2016-1

14 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000030609 

 

田村 研治 

2016-0

71 

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 
乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

2016-0

41 
思春期・若年世代がん医療の包括的実態調査 乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

2016-1

22 

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 
乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2016-1

12 
局所進行乳癌の臨床病理学的検討 乳腺・腫瘍内科 野口 瑛美 

2016-2

34 

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 
乳腺・腫瘍内科 田村 研治 

2016-1

53 
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 乳腺・腫瘍内科 米盛 勧 

2016-3

19 

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 
乳腺・腫瘍内科 

清水 千佳

子 

2016-3

30 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000027020 

 

米盛 勧 

2016-4

42 

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 
乳腺・腫瘍内科 

温泉川 真

由 

2016-4

35 

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 

乳腺・腫瘍内科 
清水 千佳

子 

2016-4

91 

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 
乳腺・腫瘍内科 下村 昭彦 

 

 

 

婦人腫瘍科 

2006-

051 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000006

33&language=J  

石川 光也 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030609
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030609
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030609
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027020
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027020
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027020
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000000633&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000000633&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000000633&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000000633&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000000633&language=J


2010-

223 

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 
婦人腫瘍科 石川 光也 

2011-

066 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

2012-

086 
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 婦人腫瘍科 石川 光也 

2012-

147 

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） 

婦人腫瘍科 石川 光也 

2012-

246 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000113

21&language=J 

 

石川 光也 

2013-

006 
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 婦人腫瘍科 石川 光也 

2013-

013 

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 
婦人腫瘍科 石川 光也 

2013-

311 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

2010-

074 

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 

婦人腫瘍科 加藤 友康 

2014-

298 

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 
婦人腫瘍科 池田 俊一 

2014-

396 
子宮内膜癌 I、II期の予後因子の検討 婦人腫瘍科 池田 俊一 

2015-

020 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

2015-

125 

JCOG1311：IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する

Paclitaxel/Carboplatin 併用療法 vs. Dose-dense 

Paclitaxel/Carboplatin 併用療法のランダム化第 II/III相比較試験 

婦人腫瘍科 加藤 友康 

2015-

293 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

2015-

325 

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 
婦人腫瘍科 石川 光也 

2015-

374 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011321&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011321&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011321&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011321&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011321&language=J


2016-

010 

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 

婦人腫瘍科 石川 光也 

2016-

001 
卵巣癌 1期の予後に関する後方視的研究 婦人腫瘍科 石川 光也 

2016-

095 

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 
婦人腫瘍科 植原 貴史 

2016-

201 

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 
婦人腫瘍科 植原 貴史 

2016-

223 

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 
婦人腫瘍科 植原 貴史 

2016-

222 

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 
婦人腫瘍科 植原 貴史 

2016-

300 

「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〜 

婦人腫瘍科 加藤 友康 

2016-

410 

Prognostic factors for synchronous ovarian and endometrial 

endometrioid carcinomas: a retrospective study 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

2016-

284 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

2016-

443 

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 
婦人腫瘍科 加藤 友康 

 

 

泌尿器・後腹膜腫瘍科 

2004-

028 

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  
藤元 博行 

2005-

125 

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 

泌尿器・後腹膜腫瘍科 込山 元清 

2005-

126 
全国泌尿器癌登録 泌尿器・後腹膜腫瘍科 藤元 博行 

2011-

090 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000072

97&language=J 

 

藤元 博行 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000007297&language=J
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2011-

175 

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 
泌尿器・後腹膜腫瘍科 藤元 博行 

2011-

214 

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 
泌尿器・後腹膜腫瘍科 藤元 博行 

2012-

034 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000120

35&language=J 

 

藤元 博行 

2012-

042 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000010307 

 

藤元 博行 

2014-

139 
進行性尿路上皮がん症例の治療経過に関する臨床研究 泌尿器・後腹膜腫瘍科 原 智彦 

2014-

260 
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 泌尿器・後腹膜腫瘍科 原 智彦 

2014-

324 

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 
泌尿器・後腹膜腫瘍科 原 智彦 

2016-

064 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000028755 

 

藤元 博行 

2016-

149 

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 
泌尿器・後腹膜腫瘍科 原 智彦 

2016-

160 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000027573;language

=J 

 

藤元 博行 

2016-

327 
転移性副腎腫瘍症例の診断、治療経過に関する臨床研究 泌尿器・後腹膜腫瘍科 松井 喜之 

 

 

眼腫瘍科 

2012-124 網膜芽細胞腫の治療効果および二次がん発症 眼腫瘍科 鈴木 茂伸 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012035&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012035&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012035&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012035&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012035&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010307
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010307
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010307
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028755
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028755
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028755
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027573;language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027573;language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027573;language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027573;language=J


2013-187 結膜限局 MALT リンパ腫における検討 眼腫瘍科 鈴木 茂伸 

2014-090 
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 
眼腫瘍科 鈴木 茂伸 

2013-269 結膜悪性黒色腫の転移と長期予後 眼腫瘍科 
相原 由季

子 

2014-394 脈絡膜悪性黒色腫の転移と長期予後 眼腫瘍科 
相原 由季

子 

 

 

皮膚腫瘍科 

2014-

232 

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 
皮膚腫瘍科 髙橋 聡 

2012-

073 

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 
皮膚腫瘍科 

並川 健二

郎 

2012-

279 

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 
皮膚腫瘍科 堤田 新 

2012-

315 

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 
皮膚腫瘍科 山﨑 直也 

2013-

295 

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 
皮膚腫瘍科 

並川 健二

郎 

2014-

348 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000019276 

 

山﨑 直也 

2014-

188 

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 
皮膚腫瘍科 堤田 新 

2014-

189 

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 
皮膚腫瘍科 堤田 新 

2014-

417 

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 

皮膚腫瘍科 山﨑 直也 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019276
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019276
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019276
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019276
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000019276


2016-

030 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000027754 

 

山﨑 直也 

2016-

102 

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 
皮膚腫瘍科 

並川 健二

郎 

2016-

401 

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 
皮膚腫瘍科 堤田 新 

 

 

精神腫瘍科 

2014-180 
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 
精神腫瘍科 清水 研 

2014-342 
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 
精神腫瘍科 清水 研 

 

 

支持療法開発部門 

2016-096 
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  
支持療法開発部門 内富 庸介 

 

 

緩和医療科 

2015-0

55 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000139

15&language=J 

 

里見 絵理

子 

2015-2

32 

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 

緩和医療科 
里見 絵理

子 

2015-2

91 
悪性腸腰筋症候群の後方視的カルテ調査 緩和医療科 木内 大佑 

2016-1

33 

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 
緩和医療科 

里見 絵理

子 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027754
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027754
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027754
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013915&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013915&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013915&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013915&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013915&language=J


先端医療科 

2012-044 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000010355 

 

近藤 俊輔 

2012-178 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000011128 

 

近藤 俊輔 

2012-212 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000011047  

藤原 豊 

2012-213 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000010758 

 

藤原 豊 

2012-221 切除不能な進行・再発胃癌の治療成績調査 先端医療科 岩佐 悟 

2012-374 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000130

46&language=J 

 

山本 昇 

2013-350 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000016559 

 

山本 昇 

2014-053 

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を

用いた遺伝子変異の定量的追跡研究 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&language=J&recptn

o=R000020376 

 

藤原 豊 

2014-148 第Ⅰ相臨床試験の安全性についての後方視的検討 先端医療科 山本 昇 

2014-176 非小細胞肺癌における PD-L1発現の後方視的研究 先端医療科 藤原 豊 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010355
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010355
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010758
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010758
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010758
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013046&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013046&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013046&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013046&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013046&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000016559
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000016559
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000016559
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000016559
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000016559
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000020376
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000020376
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000020376
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000020376


2014-339 

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 先端医療科 吉村 清 

2014-108 
「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 
先端医療科 山本 昇 

2014-402 

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 

先端医療科 吉村 清 

2015-037 
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 
先端医療科 吉村 清 

T2011-008 

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 

先端医療科 岩佐 悟 

2013-194 非小細胞肺癌術後化学療法の後方視的研究 先端医療科 藤原 豊 

2015-338 第Ⅰ相臨床試験の患者背景についての後方視的検討 先端医療科 山本 昇 

2015-218 

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 

先端医療科 山本 昇 

2015-366 
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 
先端医療科 山本 昇 

2016-045 高齢・進行期のがん患者への医療の実態に関する研究 先端医療科 山本 昇 

2016-203 
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 
先端医療科 近藤 俊輔 

2016-454 
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 
先端医療科 山本 昇 

2016-320 
Information and Communication Technologyを用いたがん

患者情報の収集と解析研究 
先端医療科 近藤 俊輔 

2016-338 性差に基づく至適薬物療法の検討 先端医療科 岩佐 悟 

 

 

 



総合内科・歯科・がん救急科 

2015-157 

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 

総合内科・歯科・がん救急科 上野 尚雄 

2016-068 

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 

総合内科・歯科・がん救急科 上野 尚雄 

2016-081 緩和ケアに資する口腔保湿ジェルの検討 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000026528 

 

上野 尚雄 

2016-233 

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 総合内科・歯科・がん救急科 大橋 健 

2016-185 
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 
総合内科・歯科・がん救急科 上野 尚雄 

 

 

 

 

 

放射線治療科 

2014-2

23 
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 放射線治療科 中村 哲志 

2007-0

46-1 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2009-0

82 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000029

89&language=J 

 

伊丹 純 

2009-0

91 
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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000037

51&language=J 

 

伊丹 純 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000026528
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2009-1

38-1 

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) 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000036

79&language=J 

 

伊丹 純 

2010-2

57 

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 
放射線治療科 伊藤 芳紀 

2011-1

65 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000008844 

 

伊丹 純 

2012-0

40 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000011973 

 

稲葉 浩二 

2012-0

98 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000106

50&language=J  

伊丹 純 

2013-0

07 
頭頸部がんと食道がんの同時放射線治療に関する研究 放射線治療科 稲葉 浩二 

2013-0

08 

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 
放射線治療科 稲葉 浩二 

2013-0

46 

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 
放射線治療科 村上 直也 

2013-0

65 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000009201 

 

伊丹 純 

2013-0

70 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000114

62&language=J 

 

伊藤 芳紀 

2013-1

31 
FIGO IVA子宮頸癌の放射線治療に関する研究 放射線治療科 村上 直也 

2013-1

81 
食道がんの治療に関する研究 放射線治療科 稲葉 浩二 
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2013-1

86 
胃リンパ腫の治療に関する研究 放射線治療科 稲葉 浩二 

2013-2

28 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000138

02&language=J 

 

伊丹 純 

2013-2

52 
前立腺がんの放射線治療に関する研究 放射線治療科 伊丹 純 

2013-2

53 
気管・気管支がんの放射線治療に関する研究 放射線治療科 伊丹 純 

2014-0

17 

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 
放射線治療科 伊藤 芳紀 

2014-0

26 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2014-0

39 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2014-0

43 

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 
放射線治療科 村上 直也 

2013-3

54 

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 
放射線治療科 村上 直也 

2014-3

41 
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 放射線治療科 伊丹 純 

2014-3

78 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2015-0

06 
頭頸部がんの放射線治療に関する研究 放射線治療科 稲葉 浩二 

2015-2

81 

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  
放射線治療科 村上 直也 

2015-0

54 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000022735 

 

伊丹 純 

2015-1

70 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000106

28&language=J 

 

伊丹 純 
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2015-2

34 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&recptn

o=R000024252&type=summ

ary&language=J 

 

伊丹 純 

2015-2

23 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2015-2

29 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000025969 

 

伊丹 純 

2015-2

37 
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 放射線治療科 伊丹 純 

2015-2

84 

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 

放射線治療科 伊丹 純 

2015-3

59 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2016-0

37 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2016-1

62 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

2015-3

70 
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 放射線治療科 伊丹 純 

2016-0

58 
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 放射線治療科 伊丹 純 

2016-1

26 

SAVI(Strut Adjusted Volume Implant)を用いた乳房温存術後 

 

小線源治療の治療効果に関する多施設共同観察研究 

放射線治療科 髙橋 加奈 

2016-1

23 

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） 
放射線治療科 伊丹 純 

2016-2

42 

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 

放射線治療科 村上 直也 

2016-2

26 

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 
放射線治療科 伊丹 純 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000024252&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000024252&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000024252&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000024252&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000024252&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025969
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025969
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025969


2016-3

54 

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 
放射線治療科 村上 直也 

2016-4

36 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr_view.cgi?rec

ptno=R000030672 

 

伊丹 純 

    

 

 

放射線診断科 

2012-

270 

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 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-

open-bin/ctr/ctr.cgi?function=

brows&action=brows&type=s

ummary&recptno=R0000105

05&language=J  

曽根 美雪 

2013-

057 

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 
放射線診断科 菅原 俊祐 

2014-

015 

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 
放射線診断科 

内山 菜智

子 

2015-

375 

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 
放射線診断科 菅原 俊祐 

2016-

101 

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 
放射線診断科 菅原 俊祐 

2016-

105 

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 
放射線診断科 菅原 俊祐 

 

 

 

放射線技術部 

2014-058 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 
放射線技術

部 
麻生 智彦 

2016-034 
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 

放射線技術

部 
麻生 智彦 

2015-026 
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 

放射線技術

部放射線治

療技術室 

中島 聖 
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2016-085 
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 

放射線技術

部放射線治

療技術室 

中川 拓也 

2015-241 
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 

放射線技術

部放射線診

断技術室 

長澤 宏文 

2016-069 
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 
  荒井 保明 

 

2005-077 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 
病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2009-158 
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 

病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2011-218 
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 

病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2012-063 
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 

病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2013-011 消化器腫瘍の免疫組織化学的・分子病理学的検索 
病理・臨床

検査科 
関根 茂樹 

2013-045 胃における腸上皮化生粘膜の分子病理学的解析 
病理・臨床

検査科 
関根 茂樹 

2013-207 
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 

病理・臨床

検査科 
前島 亜希子 

2013-316 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 
病理・臨床

検査科 
角南 久仁子 

2014-265 膵管内乳頭粘液性腫瘍由来の小膵がんに関する研究 
病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2014-089 骨軟部腫瘍の病理診断に関する分子免疫組織学的研究 
病理・臨床

検査科 
吉田 朗彦 

2014-284 がん糖鎖抗原に関する研究 
病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2014-350 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 
病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2014-191 限局型小細胞肺癌に関する後方視的検討 
病理・臨床

検査科 
角南 久仁子 

2015-178 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 
病理・臨床

検査科 
谷口 浩和 

2015-289 
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 

病理・臨床

検査科 
元井 紀子 



2016-006 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 
病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2016-100 
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 

病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2016-183 
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 

病理・臨床

検査科 
平岡 伸介 

2016-420 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 
病理・臨床

検査科 
吉田 裕 

2016-260 

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 

病理・臨床

検査科 
吉田 裕 

2016-403 
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 病理・臨床

検査科 
松下 弘道 

2016-422 

Molecular and immunohistochemical characterization of 

undifferentiated round cell sarcomas (URCS) with Ewing-like 

morphology and negative EWSR1 rearrangement.  

病理・臨床

検査科 
吉田 朗彦 

 

遺伝子診療部門 

G2000-001 
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 

遺伝子診療

部門 
吉田 輝彦 

G2000-003 
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 

遺伝子診療

部門 
吉田 輝彦 

G2000-006 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 
遺伝子診療

部門 
吉田 輝彦 

2010-031 
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 

遺伝子診療

部門 
吉田 輝彦 

2013-303 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 
遺伝子診療

部門 
吉田 輝彦 

G2007-002 
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 

遺伝子診療

部門 
吉田 輝彦 

 

麻酔・集中治療科 

2011-245 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 
麻酔・集中

治療科 
川口 洋佑 

2013-072 

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) 

麻酔・集中

治療科 
新井 美奈子 

2013-335 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価 
麻酔・集中

治療科 
佐藤 哲文 



2014-075 
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 

麻酔・集中

治療科 
木下 陽子 

2014-193 動脈圧心拍出量計に関する調査 
麻酔・集中

治療科 
佐藤 哲文 

2014-275 麻酔法の選択が胃がん手術患者の予後に及ぼす影響 
麻酔・集中

治療科 
川口 洋佑 

2015-136 全身麻酔管理中の人工呼吸器設定に関する観察研究 
麻酔・集中

治療科 
佐藤 哲文 

2015-238 

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 

麻酔・集中

治療科 
松三 絢弥 

2015-245 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 
麻酔・集中

治療科 
松三 絢弥 

2016-306 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 
麻酔・集中

治療科 
松三 絢弥 

2016-272 
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 

麻酔・集中

治療科 
松三 絢弥 

 

看護部 

2012-351 
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 
看護部 栗原 美穂 

2014-267 

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 

看護部 森 文子 

2015-168 がん治療を受ける患者の外見変化に対するケアの実態 看護部 栗原 美穂 

2016-498 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 看護部 櫻田 直也 

2016-080 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 看護部 奥田 生久恵 

2013-302 
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 
看護部 宮田 貴美子 

2012-158 
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 
看護部 岸 達也 

2016-200 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 看護部 堀口 沙希 

2016-471 
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 
看護部 清水 陽一 

2013-275 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 看護部 河瀬 希代美 



2012-364 

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 

看護部 中濱 洋子 

2014-013 
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 
看護部 工藤 礼子 

2015-084 がん専門病院における褥瘡発生患者の実態調査 看護部 安達 淑子 

2015-193 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 看護部 中濱 洋子 

2015-252 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 看護部 高田 博美 

2015-255 
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 
看護部 新井 美智子 

2016-412 がん専門病院における排尿自立支援患者の現状 看護部 工藤 礼子 

2013-144 術後再発肺がん患者の外来治療における対処行動 看護部 小貫 恵理佳 

2015-353 
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 
看護部 小貫 恵理佳 

2016-178 ニボルマブ投与後の副作用に関する実態調査 看護部 富樫 裕子 

 

 

 

薬剤部 

2011-082 
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 
薬剤部 文 靖子 

2011-196 
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 
薬剤部 

橋本 浩

伸 

2012-159 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 薬剤部 
佐野 智

望 

2012-336 
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 
薬剤部 

佐野 智

望 

2012-337 Pemetrexed投与患者に対する NSAID併用の影響に関する調査 薬剤部 
佐野 智

望 

2013-263 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 薬剤部 文 靖子 

2013-308 
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 
薬剤部 

橋本 浩

伸 

2015-051 
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 
薬剤部 

宇田川 

涼子 



2014-251 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 薬剤部 
中島 寿

久 

2014-156 
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- 
薬剤部 

新井 聡

子 

2014-333 
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 
薬剤部 

齋藤 義

正 

2014-340 
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 
薬剤部 

吉野 名

穂子 

2014-372 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 薬剤部 
佐野 智

望 

2014-389 
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 
薬剤部 文 靖子 

2014-409 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 薬剤部 
齋藤 義

正 

2015-094 

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 薬剤部 
牧原 玲

子 

2015-214 

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～ 

薬剤部 
西渕 由

貴子 

2015-282 
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 
薬剤部 

牧原 玲

子 

2015-253 

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 

薬剤部 
中島 寿

久 

2015-299 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 薬剤部 
佐野 智

望 

2016-369 

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) 

薬剤部 
橋本 浩

伸 

2017-002 EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の毒性および効果の関係 薬剤部 
牧原 玲

子 

 

 

 

アピアランス室 



2013-094 
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 

アピアラン

ス支援室 

野澤 桂

子 

2014-195 放射線治療に伴う皮膚症状の定量的評価に関する研究 
アピアラン

ス支援室 

野澤 桂

子 

2014-200 
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 

アピアラン

ス支援室 

野澤 桂

子 

2015-360 
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 

アピアラン

ス支援室 

野澤 桂

子 

 

 

医療安全管理部医療安全管理室 

2014-274 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 

医療安全管

理部医療安

全管理室 

藤野 弥

生 

 

 

栄養管理室 

2015-158 
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 
栄養管理室 

野口 一

彦 

 

 

その他 

2016-460 
NCCH-1612 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 
  

藤原 康

弘 

 

 

 

＊お問い合わせ先：国立がん研究センター中央病院 こちらへ 

＊国立がん研究センター全体（中央病院含む）の臨床研究の情報・お問い合わせはこちらへ  

＊時間外のお問い合わせはこちらへ（ただし上記規定時間内での返信となります） 

 

http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/consultation/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/about/research_promotion/study/list/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/contact.html#003

