
診療科 対象疾患 研究課題名
形成外科 皮膚付属器悪性腫瘍 社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会　皮膚付属器悪性腫瘍予後調査

脳神経外科 グリオーマ
グリオーマにおける化学療法感受性の遺伝子指標の検索とそれに基づくテーラーメード治療法の開
発

泌尿器科 前立腺がん
ビカルタミドを用いたＣＡＢ療法後の去勢抵抗性前立腺癌に対する抗アンドロゲン剤交替療法と早
期エンザルタミド導入療法の多施設前向き無作為化比較試験
ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究
消化管間質腫瘍 (GIST) のガイドライン遵守割合に関する研究
上部早期胃癌に対する術式に関する前向きコホート観察研究
幽門側胃切時の迷走神経腹腔枝保存に関するランダム化比較第二相試験
胃がん化学療法に起因する口腔粘膜炎に対する半夏瀉心湯の有効性を検討する二重盲検無作為化比
較第II相臨床試験
病期IIIA/IIIB胃癌に対する術後補助化学療法としてのドセタキセル+TS1療法の6ヶ月間継続投与の
Feasibilityの検討
幽門側胃切除後再建（Billroth-I法versus Roux-en-Y法）に関するランダム化比較第II相臨床試験
付随研究：胃切除後再建術式が内臓脂肪にあたえる影響
TS-1 術後補助化学療法後の再発胃癌症例に対するTS-1+CDDP(SP) 療法とCapecitabine+CDDP(XP)療
法の無作為化第Ⅱ相臨床試験（HERBIS-2）
測定可能病変を有していない進行再発胃癌患者を対象としたS-1+DTX療法とS-1+CDDP療法のランダ
ム化第Ⅱ相試験（HERBIS-3）
治癒切除不能な進行・再発胃癌症例におけるHER2の検討-観察研究-
S-1による胃癌術後補助化学療法患者に対する成分栄養剤(エレンタール)の有用性に関する第II相
臨床試験
切除不能進行胃癌に対するTS-1+CDDP+CPT-11（IPS）併用療法第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験
胃がん肝転移症例（同時性、異時性）に対する化学療法施行後のsurgical intervention に関する
第II相臨床試験
悪液質を伴う進行再発胃がんの化学療法に対するプロシュアの有用性に関する第II相試験
胃切除患者に対する成分栄養剤(エレンタールⓇ)早期介入の有用性に関する試験
HER2陽性・測定可能病変を有さない進行再発胃癌に対するTS-1＋CDDP＋Trastuzumab（SPT）3週間
サイクル
イリノテカン+トラスツズマブ併用療法の進行・再発HER2陽性胃癌既治療例に対する多施設第II相
試験
胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫瘍マーカーとしての有用性の検討
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel併用療法とTS-1単独療
法のランダム化比較第Ⅲ相試験JACCRO GC-07（START-2）
幽門側胃切除後再建（ 幽門側胃切除後再建（ Billroth-I法 versus Roux-en -Y法）に関するラ
ンダム化比較第 II 相臨床試験 追跡調査
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1 術後補助化学療法の予後予測因子および副作用発現の危険
因子についての探索的研究（JACCRO GC-07 AR）
胃切除患者に対する積極的な栄養介入効果に関するランダム化比較試験
胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫瘍マーカーとしての有用性の検討
既治療進行・再発胃癌患者に対する減量投与におけるnab-Paclitaxel臨床第II相試験
幽門狭窄を伴う根治切除不能進行胃癌に対する胃空腸バイパス手術と内視鏡下胃十二指腸ステント
留置術のランダム化比較試験
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対するカペシタビン＋シスプラチン療法の第II相試験
胃癌術後膵液瘻(すいえきろう)の保存的治療における経腸栄養と静脈栄養のランダム化比較試験
胃癌術後炎症反応に関する多施設共同後ろ向き調査研究(Ver 1.0)
大型3型・4型胃癌に対する術前TS-1＋CDDP+DTX併用化学療法の第II相試験
フッ化ピリミジン, CDDP, TaxaneおよびCPT-11に不応・不耐となった切除不能・進行胃がんにおけ
るカペシタビン＋オキサリプラチン（XELOX）療法の第Ⅱ相試験
胃切除症例におけるピロリ菌感染率及び自然除菌率の前向き研究
cSSSE N1-3 M0胃癌に対するperi CapeOxの有効性確認試験-第II相試験
胃切除患者に対する成分栄養剤（エレンタール®配合内用剤）早期介入の有用性に関する試験」の
付随研究「長期的効果に関する検討」
化学療法未治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌に対するCapeOX療法の第II相臨床試験
胃癌術前ステロイド投与の有効性と安全性を検証するランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験
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（RINDBeRG試験）
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(Cancer-VTE Registry)胃がん
測定可能病変を有するHER2陰性切除不能胃癌症例に対するTS-1+CDDP(SP)療法とカペシタビン
+CDDP(XP)療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

下部消化管手術 下部消化管手術における筋膜閉鎖法についての前向き観察研究（抗菌糸と非抗菌糸の比較）

下部消化管穿孔手術
下部消化管穿孔手術における創部に対する陰圧閉鎖療法（Negative Pressure Wound Therapy:
NPWT）の有用性に関する前向き検討
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設共同ランダム化並行群間
比較試験
初発典型的肝細胞癌を対象とした肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向きコホート研究
肝細胞癌に対する肝切除またはラジオ波焼灼療法施行後の再発治療・長期予後に関する多施設共同
後ろ向き観察研究：SURF trial付随研究

肝切除術 肝切除術における腹腔ドレナージの有無と安全性に関する前向きコホート研究
急性胆管炎 急性胆道炎のベストプラクティス探求に関する日本台湾国際共同研究：急性胆管炎
急性胆嚢炎 急性胆道炎のベストプラクティス探求に関する日本台湾国際共同研究：急性胆嚢炎

フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤との併用療法に不応となった進行・再発食道癌に対する
ドセタキセル単独療法とパクリタキセル単独療法のランダム化比較第II相試験
5-FU、プラチナ系、タキサン系薬剤に不応・不耐となった進行・再発食道癌に対するS-1単独療法
の臨床第II相試験

腹腔鏡下肝切除 症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～前向き多施設共同研究～
腹部外科手術 腹部外科手術におけるアスピリン継続投与研究

肝胆膵外科手術
肝胆膵外科手術後の表層および深部感染後の切開創治療における陰圧閉鎖療法（Negative
Pressure Wound Therapy: NPWT）の有用性に関する前向き検討

膵頭十二指腸切除術後膵液瘻 膵頭十二指腸切除術後膵液瘻grade Cの危険因子の同定－前向き観察多施設共同研究－
イマチニブ抵抗性/不耐容 慢性骨髄性白血病（CML）に対するニロチニブの有用性の検討
イマチニブ治療により分子遺伝学的大寛解(Major Molecular Response; MMR)に到達している慢性
期慢性骨髄性白血病(CML-CP)患者を対象としたニロチニブの安全性と有効性の検討―Switch to
Nilotinib trial
イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝学的完全寛解(Complete Molecular Response;
CMR)に到達している慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象としたニロチニブ投与中止後の安全性と有
効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験Stop Nilotinib trial《NILSt trial》

悪性リンパ腫
T細胞性悪性リンパ腫を対象としたP糖タンパク発現有無によるTHP-COP療法とCHOP療法のランダム
化比較試験

多発性骨髄腫 PCR法による多発性骨髄腫の骨髄MRD測定法の妥当性の検討についての臨床研究

外科

血液内科

GIST

肝細胞癌

食道がん

慢性骨髄性白血病

胃がん



診療科 対象疾患 研究課題名

膵がん
切除可能膵癌における塩酸ゲムシタビン（GEM）＋ティーエスワン（TS-1）併用術前化学放射線療
法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験
大腸癌肝転移根治切除例に対する術後補助化学療法としてのオキサリプラチン+カペシタビン併用
療法(XELOX療法)の検討
Fluoropyrimidine, Oxaliplatin, Irinotecan を含む化学療法に不応または不耐のKRAS 野生型進
行・再発結腸・直腸癌に対するRegorafenib とcetuximab の逐次投与とcetuximab とregorafenib
の逐次投与のﾗﾝﾀﾞﾑ化第II 相試験
進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術（低位前方切除術）の開腹移行率に関する臨床試験
転移性大腸癌に対するTS-1/CPT-11+Bevacizumab臨床第Ⅱ相試験
オキサリプラチン既治療進行再発 大腸癌に対する2次治療としてのXELIRI+ベバシズマブ併用療法
に関する安全性・有効性の検討-PhaseⅠ・ⅡStudy
治癒切除不能・進行再発大腸癌における2次治療としてのXELOX+ベバシズマブ併用療法に関する有
効性の検討
大腸癌術後補助化学療法におけるUFT/LV療法の服用方法に関する検討（分3投与 vs 分2投与）
直腸癌手術における左結腸動脈温存の意義に関する検討
大腸癌肺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)の第Ⅱ相臨床試験
Oxaliplatin,bevacizumab（BV）を含む初回化学療法不応のKRAS野生型進行・再発結腸・直腸癌に
対するFOLFIRI+Panitumumab（Pmab）併用療法vsFOLFIRI+BV併用療法のランダム化第II相試験およ
び治療感受性・予後予測因子の探索的研究
Irinotecan、Oxaliplatin、フッ化ピリミジン系薬剤不応／不耐のKRAS野生型切除不能・再発大腸
がんに対するPanitumumab + Irinotecan併用療法 対 Cetuximab + Irinotecan併用療法のランダ
ム化第II相試験
術後補助化学療法にOxaliplatinを用いた大腸癌再発症例に対してのFOLFOX、XELOX±BVの再投与の
検討
StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての日本人におけるXELOX療法の有効性・
安全性の検討 -PhaseⅡ試験-
EGFR陽性及びKRAS野生型の進行・再発の結腸・直腸癌に対するXELOX＋Cetuximab併用療法の第Ⅱ相
試験
StageIII結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法またはXELOX療法にお
ける5-FU系抗がん剤およびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第III相比較臨床
StageIII結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法またはXELOX療法にお
ける5-FU系抗がん剤およびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第III相比較臨床
試験(付随研究)
EGFR 陽性及びKRAS codon G13D の進行・再発の結腸・直腸癌に対するBSC (Best Supportive
Care) とCetuximab (Erbitux) とIrinotecan+ Cetuximab (Erbitux) 併用療法のランダム化比較第
直腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのXELOX療法の有効性確認試験《XELOX-RC》
局所進行直腸癌に対する周術期XELOX療法に関する有効性の検討―Phase Ⅱ Study―
KRAS野生型の進行・再発大腸癌に対するSOX＋B-mab療法とSOX＋C-mab療法の無作為化比較第Ⅱ相試
験
再発危険因子を有するStageII大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用性に関する研究
進行・再発の結腸・直腸癌におけるパニツムマブ療法の皮膚毒性に対する予防療法の検討
T1, T2下部直腸癌に対する補助療法併用縮小手術の評価　第Ⅱ相臨床試験
切除不能な進行・再発大腸癌に対する2次治療としてXELIRI with/without Bevacizumab療法と
FOLFIRI with/without Bevacizumab療法の国際共同第Ⅲ相ランダム化比較試験[AXEPT]
根治切除不能大腸癌に対するセツキシマブを含む一次治療における有害事象とQOLの関連の検討
[QUACK試験]
大腸癌術後補助化学療法におけるTS-1の投与方法に関するrandomized Phase II trial （標準投
与  隔日投与）(AC_S-1隔日投与)
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（ULTIMATE TRIAL）
局所進行直腸癌患者に対する術前化学療法としてのXELOXIRI療法の有効性・安全性の検討～Phase
ⅠⅡ試験～
治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベバシズマブ療法
後のXELOX/FOLFOX +ベバシズマブ逐次療法とXELOX /FOLFOX +ベバシズマブ併用療法の多施設共同
ランダム化第Ⅲ相臨床試験
直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観察研究
標準化学療法施行後に病勢進行が認められた転移性結腸・直腸癌患者を対象とした、Regorafenib
120mg/day療法に関する有効性及び安全性の検討
核酸アナログ投与中のB型肝炎症例に対するペグインターフェロン治療の有用性についての検討
核酸アナログ初回投与のB型慢性肝疾患症例に対するテノホビルジソプロキシルフマル酸塩（TDF）
の治療効果ならびに安全性についての検討
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するエルバスビル・グラゾプレビル併用療法の治療効果ならびに安
全性についての検討
C型慢性肝疾患患者に対するTVR/Peg-IFN/RBV併用療法におけるTVR減量投与の非劣性の検討：多施
設共同無作為化比較試験
C型慢性肝疾患既治療例に対するTVR/Peg-IFN/RBV併用療法におけるTVR減量投与の非劣性の検討：
多施設共同無作為化比較試験
C型慢性肝疾患に対するシメプレビル・ペグインターフェロン・リバビリン療法の治療効果ならび
に安全性についての検討
プロテアーゼ阻害剤/ペグインターフェロン/リバビリン併用療法もしくはペグインターフェロン/
リバビリン併用療法不耐用のC型慢性肝炎に対するインターフェロンβ/リバビリン併用療法への切
り替え療法の有用性の検討
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナプレビル療法の治療効果ならびに安全
性についての検討
Genotype2型C型慢性肝疾患に対するソホスブビル・リバビリン療法の治療効果ならびに安全性につ
いての検討
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するレジパスビル・ソホスブビル療法の治療効果ならびに安全性に
ついての検討
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するパリタプレビル・オムビタスビル療法の治療効果ならびに安全
性についての検討
C型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法に伴うB型肝炎ウイルス動態の検討

非アルコール性脂肪性肝炎 非アルコール性脂肪性肝炎患者における長期予後の検討
胃がん 多発胃癌のバイオマーカーとしてのmicroRNAの有用性の検討

肝細胞癌に対するソラフェニブ投与症例の多施設共同後向き観察研究
肝細胞癌に対するソラフェニブ投与症例の多施設共同前向き観察研究
初発肝細胞癌に対する治療法と予後の解明<多施設共同研究>
既存情報集積による自己免疫性肝疾患の臨床経過に関わる因子の解析：多施設共同研究
自己免疫性肝疾患の肝組織学的検索による診断基準の再評価と臨床病態の解析

膵がん
ゲムシタビン不応切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン＋S-1併用療法 vs S-1療法のランダム化
第Ⅱ相試験

炎症性腸疾患 炎症性腸疾患の疾患予後や治療効果解析に関する多施設共同観察研究
原発性胆汁性肝硬変 原発性胆汁性肝硬変における予後予測式の妥当性評価

消化器内科

消化器外科

B型肝炎

C型慢性肝炎

肝細胞がん

自己免疫性肝疾患

大腸がん
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気胸
若年者自然気胸手術における胸膜被覆処置が術後再発率に及ぼす影響を調査する多施設共同後向き
観察研究

胸膜中皮腫 胸膜中皮腫患者のQuality Of Lifeに関する調査
胸膜播種・悪性胸水を伴った非小細胞肺癌の治療成績に関する多施設共同後方視的観察研究
臨床病期N2IIIA期非小細胞肺癌に対する手術先行治療多施設共同後方視的観察研究
Pirfenidone投与が非小細胞肺癌に及ぼす組織学的影響についての解析

耳科手術 多施設での耳科手術成績の検討
歯性上顎洞炎 歯性上顎洞炎症例に対する鼻副鼻腔内視鏡手術の有用性の検討

ST上昇型急性心筋梗塞
ST上昇型急性心筋梗塞患者におけるエベロリムス溶出性コバルトクロムステントの早期および遠隔
期の臨床成績の比較に関する多施設レジストリー
左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設共同前向き観察研究
心不全入院患者の予後予測における至適な心エコー図検査のタイミングについての検討
経食道心臓超音波検査で左心房内血栓を認めた心房細動患者の予後に関する後ろ向き研究
持続性心房細動症例に対して追加通電の有無が心房細動再発に及ぼす影響に関する研究-多施設共
同前向き無作為割り付け非劣性試験-
日本人高齢者を対象としたアピキサバンの有効性・安全性に関する検討：医師主導型多施設共同前
向きコホート研究
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究All Nippon AF In Elderly
Registry　－ANAFIE Registry－

閉塞性動脈硬化症
大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する血管内超音波併用下の血管内治療の安全
性と有効性に関する多施設前向き研究

BRCA1/2遺伝子の未確定変異 BRCA1/2遺伝子の未確定変異に対する家系員の変異解析に関する研究
平成29年 即時型食物アレルギー全国モニタリング調査
バラ科果物アレルギーの病態および抗原解析
小児アレルギー疾患発症機序の解明および新規診断マーカーの開発
シラカバ花粉(Birch Mix）
ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンに係る診療体制における協力医療機関等を受診している
方を対象とした調査研究
小児食物アレルギーに対する緩徐特異的免疫療法：前向き症例集積研究
小児果物・野菜アレルギーの年代別アレルゲンとBet v1の関与に関する前向き症例集積研究

血液凝固異常症 血液凝固異常症のQOL（生活の質）に関する研究
重症RSウイルス感染症 重症RSウイルス感染症の実態調査－基礎疾患、医療ケアとの関係について－

小児慢性疾患 小児慢性疾患患者に関するQOL研究
乳幼児突然死 ワクチン接種と乳幼児の突然死に関する疫学調査事業

周産期ネットワーク 周産期母子医療センターネットワークの構築に関する研究

壊死性腸炎
Bifidobacterium breve （BBG-01）を用いた壊死性腸炎の予防と経腸栄養の確立に対する効果に関す
る研究

内視鏡センター 胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血
胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血ハイリスク群におけるカリウムイオン競合型酸分泌抑制剤の出血
抑制効果(多施設共同前向き試験)

小児科

新生児集中治療部

呼吸器外科

耳鼻咽喉科

循環器内科

小児アレルギー

肺がん

心不全

心房細動

非弁膜症性心房細動



診療科 対象疾患 研究課題名
乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験
HER2 陽性の原発性乳癌患者を対象とした補助療法としてのトラスツズマブの有用性を検討する観
察研究　―コホートＩ―
HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法におけるトラスツズマブ単剤と化学療法併用
に関するランダム化比較試験
HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法における観察研究
乳がん患者の多目的コホート研究　NSAS-BC07付随研究
ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の原発性乳がんに対するドセタキセル／シクロホスファミド
（TC）療法、5-フルオロウラシル／エピルビシン／シクロホスファミド（FEC）-TC療法、TC-FEC療
法による術前化学療法のランダム化試験
中等度リスクを有する原発乳がん患者に対する乳房切除術後の胸壁照射の国際協同ランダム化試験
ホルモン受容体陽性リンパ節転移陽性初期乳がんの閉経後女性における4～6年のアジュバンド内分
泌療法後のレトロゾールの継続投与と間欠投与の役割を比較評価する第Ⅲ相試験
4サイクルの 5-Fluorouracil + Epirubicin +Cyclophosphamide (FEC)療法後、病変増悪を認めな
かった手術可能な女性乳癌に対する術前化学療法としての Docetaxel (T)療法対 Docetaxel
+Capecitabine (TX)療法のランダム化比較試験の付随研究
Triple negativeまたはER/PgR低発現HER2陰性乳癌におけるMetronomic PCX療法とそれに続くFEC療
法の術前化学療法第II相臨床試験
Triple negativeまたはER/PgR低発現HER2陰性乳癌におけるMetronomic PCX療法とそれに続くFEC療
法の術前化学療法 第II相臨床試験に関する附随研究
タキサン耐性進行･再発乳癌に対するビノレルビン＋ゲムシタビン併用療法多施設共同第Ⅱ相試験
閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前Exemestane(EXE)療法とEXE療法効果不十分例に対するEXE
＋TC療法併用療法の有用性確認試験
閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前Exemestane(EXE)療法とEXE療法効果不十分例に対するEXE
＋TC療法併用療法の有用性確認試験（付随研究）
閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前Exemestane(EXE)療法とEXE療法効果不十分例に対するEXE
＋低用量CPA療法併用療法の有用性確認試験（付随研究）
閉経後･ホルモン感受性乳癌における術前Exemestane(EXE)療法とEXE療法効果不十分例に対するEXE
＋低用量CPA療法併用療法の有用性確認試験
転移・再発乳がんに対するアンスラサイクリ系薬剤とティーエワンのランダム化比較試験(SELECT-
BC CONFIRM)
乳癌患者における臨床試験参加・辞退の生存予後調査
乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問紙調査（Ⅱ）
乳がんに対するEC/FEC療法およびAC療法について制吐療法がDose Intensityならびに生命予後に与
える影響を検討するための調査研究
ホルモン感受性の進行乳癌(65 歳以上)におけるLetrozole, Cyclophosphamide および
Capecitabine 併用療法（LCX）の第Ⅱ相試験
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダム化比較第Ⅲ相試験（POTENT）
手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-weekly nab-Paclitaxel followed by FEC術前化学療法第Ⅱ相
臨床試験
手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-weekly nab-Paclitaxel followed by FEC術前化学療法第Ⅱ相
臨床試験（付随研究）Blue Cooler for Hands（BCH）の有用性に関する臨床的評価（末梢神経障害
への効果）
手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-weekly nab-Paclitaxel followed by FEC術前化学療法第Ⅱ相
臨床試験（付随研究）効果予測因子への探索的検討
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
進行再発乳がんにおけるエリブリン投与スケジュール検討
HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパクリタキセルの併用療法の有
用性を検討する観察研究
HER2陰性局所進行乳癌に対するアンスラサイクリン・タキサン・エリブリン逐次療法の有用性確認
試験（JBCRG-17）
HER2陰性進行再発乳癌患者の初回治療としてのエリブリンの臨床的有用性に関する検討(ランダム
化第Ⅱ相試験)
閉経後ER陽性HER2陰性乳癌に対する術前化学療法にレトロゾール併用のランダム化比較第Ⅱ相試験
（KBCOG10）
「乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験（J-START）」参加者へのア
ンケート方式による予後追跡調査
乳癌nab-paclitaxel使用症例における末梢神経障害の調査研究
手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-weekly nab-Paclitaxel followed by FEC術前化学療法 第Ⅱ相
臨床試験[KBCSG-TR 1315]
アンスラサイクリン系およびタキサン系抗がん剤既治療後のHer2陰性進行・再発乳がんに対する１
次または２次化学療法としてのエリブリンの検討（第II相臨床試験）
より良い乳癌診療の構築とコンセンサス形成を目的とした多施設共同調査研究（KBCSG-TR 1316）
進行･再発乳癌を対象としたエリブリン/S-1併用療法の第II相試験
JBCRG-04TR：術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存している乳がん患者を対象
とした術後補助療法におけるCapecitabine単独療法の検討 ―第III相比較試験―（付随研究）ト
ランスレーショナルリサーチ
転移性乳がん患者におけるアブラキサン（3週毎投与法）の至適用量を検討するランダム化第Ⅱ相
臨床試験
アブラキサンによる末梢神経障害（CIPN）とSNPsの関係に関するトランスレーショナルリサーチ
（試験省略名称：ABROAD付随試験）
手術可能乳癌患者を対象としたフローズングローブ、弾性ストッキングのnab-paclitaxelによる末
梢神経障害予防効果の検討（Phase Ⅱ）
乳癌の術前・術後化学療法における発熱性好中球減少症に関する観察研究
乳がん骨転移におけるBone scan indexの有用性に関するコホート研究
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－
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－
内分泌療法耐性エストロゲン受容体陽性転移乳がんに対する二次内分泌療法のコホート研究
ER陰性HER2陽性乳癌に対するNab-paclitaxel+Trastuzumab併用術前化学療法臨床第II相試験
JBCRG-04TR：術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存している乳がん患者を対象
とした術後補助療法におけるCapecitabine単独療法の検討 ―第III相比較試験―（付随研究）ト
ランスレーショナルリサーチ
Stage I～IIIA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究
Luminal B-like（HER2陰性）またはTriple-negative原発乳癌に対するnab-Paclitaxelfollowed by
FECの有効性の確認と効果予測因子を同定する臨床研究
HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンと S1の health-related quality of
life(HRQoL)を比較するランダム化第III相試験
初回化学療法開始時に内臓転移を有するHER2陰性進行･再発乳癌患者におけるエリブリンの有効性
に関する検討
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(Cancer-VTE Registry)乳がん

乳腺外科 乳がん


