
2019年3月31日現在実施中の研究一覧

診療科 研究課題名

外科（上部消化管） 高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine＋Oxaliplatin (CapeOx)療法の第II相試験

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管）
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）

外科（上部消化管）
切除不能進行・再発胃がんに対するナブパクリタキセルとラムシルマブ併用療法の隔週投与法における有効性と安全性を
検討する第Ⅱ相試験

外科（上部消化管） 抑肝散を用いた高齢者消化器癌術後のせん妄対策に関する研究

外科（上部消化管）
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）

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管）
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）

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管）
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

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 腹部外科手術におけるアスピリン継続投与研究

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管）
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）

外科（上部消化管） 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

外科（上部消化管） 外科症例臨床データベースを利用した臨床調査研究

外科（上部消化管） 切除不能進行・再発胃癌を対象としたNivolumabの治療効果を予測するバイオマーカーの探索研究

外科（上部消化管）
「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））」におけるバイオマーカー研究

外科（上部消化管） 切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマーカー探索を含めた観察研究（DELIVER試験）

外科（上部消化管） 胃上部癌、食道胃接合部癌に対する術後QOL向上に寄与する胃切除術式、再建法に関する研究

外科（上部消化管） 腹腔洗浄細胞診陽性胃癌の予後の検討

外科（上部消化管） 「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ⅡⅢ相試験」の追跡調査

外科（肝・胆・膵） 腹腔鏡下肝切除術における予防的ドレーン留置に関する前向き試験(ランダム化比較試験）

外科（肝・胆・膵） 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～

外科（肝・胆・膵） 胆嚢ドレナージ後の腹腔鏡下胆嚢摘出術の至適時期に関する検討

外科（肝・胆・膵） 肝細胞がん腹膜播種に対する後方視的観察研究
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診療科 研究課題名

外科（下部消化管）
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

外科（下部消化管） 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

外科（下部消化管）
オキサリプラチン・ベバシズマブによる病勢コントロールが得られた進行再発結腸・直腸癌に対するTAS-102+Bevによる
計画的維持投与(Switch Maintenance Therapy)の有効性と安全性に関する検討;多施設共同第II相試験

外科（下部消化管） 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

外科（下部消化管） 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）

外科（下部消化管）
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

外科（下部消化管） 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

外科（下部消化管） 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》

外科（下部消化管） 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―

外科（下部消化管） 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

外科（下部消化管） 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）

外科（下部消化管）
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

外科（下部消化管）
補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不応となった再発結腸・直腸がんにおける
FOLFIRI+Ramucirumab併用療法の第Ⅱ相試験（RAINCLOUD）

外科（下部消化管）
「補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併用療法に不応となった再発結腸・直腸がんにおける
FOLFIRI+Ramucirumab併用療法の第Ⅱ相試験（RAINCLOUD）」におけるバイオマーカー研究（RAINCLOUD－TR）

外科（下部消化管） 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

外科（下部消化管）
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)

外科（下部消化管） 直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観察研究

外科（下部消化管） 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）

外科（下部消化管） 直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清術に対する前向き研究

外科（下部消化管）
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

外科（下部消化管） 「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」の追跡調査

外科（下部消化管） 肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性を評価する後ろ向き試験

外科（下部消化管）
『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-Phase
Ⅱ試験-』の追跡調査

外科（下部消化管） 「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」の追跡調査

小児科 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

小児科 ワクチン接種と乳幼児の突然死に関する疫学調査事業

小児科 小児慢性疾患患者に関するQOL研究

小児科 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

小児科 血液凝固異常症全国調査

小児科
Multiplex PCR Meningitis/Encephalitis panel で、市中病院での髄膜炎/脳炎の病原体診断を行うことによる病原体診
断までの時間、感度/特異度、抗菌薬処方量、総医療費の現在標準法との比較・評価

小児科 食物アレルギーにおける原因アレルゲンの多角的分析

小児科 食物経口負荷試験によるアナフィラキシー症例に関する調査

小児科 川崎病サーベイランスシステム

小児科 エビ経口負荷試験の安全性および負荷試験後の摂取状況の多施設症例集積研究
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循環器内科
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-

循環器内科 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

循環器内科
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

循環器内科 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

循環器内科
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－

循環器内科
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でのステントグラフトを用いた血管内治療
の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究

循環器内科 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジストリー研究

循環器内科 SATAKE･HotBalloonカテーテル使用症例に対する全国観察研究－HARVEST Study－

循環器内科 「カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジストリ）」（多施設共同研究）

循環器内科 左室収縮能が保たれた心不全に関するゲノム解析技術を用いた病態解明研究

循環器内科 不整脈疾患（心臓伝導障害、心房細動）の有病率、規定因子、治療内容、および予後に関する包括的観察研究

循環器内科 遺伝性心血管疾患の感受性遺伝子解析研究

乳腺外科 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）

乳腺外科
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
－

乳腺外科
HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、
エリブリン併用療法を比較検討する第III相臨床研究

乳腺外科
フルベストラント使用中に病勢進行したホルモンレセプター陽性進行・再発乳癌患者に対する、パルボシクリブ追加投与
の有効性の検討

乳腺外科
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん患者に対する術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダ
ム化比較試験

乳腺外科
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

乳腺外科
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

乳腺外科
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]

乳腺外科
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）

乳腺外科
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

乳腺外科 HER2陽性HR陰性乳癌における遺伝子HSD17B4高メチル化の有用性評価試験

乳腺外科
ホルモン療法剤に感受性を有する閉経後ER陽性HER2陰性転移乳がんに対するエベロリムスの追加効果を検討するランダム
化第II相臨床試験

乳腺外科 乳がん患者の多目的コホート研究06

乳腺外科
「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

乳腺外科 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）

乳腺外科
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

乳腺外科 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

乳腺外科 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

乳腺外科 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 乳がん診療ガイドラインにおける運動に関する推奨の普及の実態とその促進・阻害要因
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消化器内科 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

消化器内科 肝細胞癌に対する分子標的治療薬投与症例の多施設共同前向き観察研究

消化器内科 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

消化器内科 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

消化器内科
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

消化器内科 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

消化器内科 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

消化器内科 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

消化器内科 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

消化器内科 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

消化器内科 C型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療の治療効果ならびに安全性についての検討

消化器内科 ペグインターフェロン・リバビリン併用療法後の予後についての検討

消化器内科 早期胃癌の深達度診断における超音波内視鏡（EUS）の有用性（多施設共同前向き研究）

消化器内科 自己免疫性肝疾患の臨床経過に関わる因子についての検討：多施設共同研究

消化器内科 Sessile serrated polyp(SSP)内視鏡摘除後の局所遺残（多施設共同前向き研究）

消化器内科 肝細胞癌に対する薬物療法施行症例の多施設共同前向き観察研究

消化器内科 ステロイド依存性・抵抗性の炎症性腸疾患に対する薬剤選択に関する多施設後ろ向き観察研究

消化器内科 ステロイド依存性・抵抗性の炎症性腸疾患に対する薬剤選択に関する多施設前向き観察研究

消化器内科 原発性小腸癌の免疫組織学的解析と化学療法治療効果の検討

消化器内科 抗凝固薬内服者における大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）後出血に関する多施設共同後ろ向き研究

形成外科 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

口腔外科 疫学調査「口腔がん登録」

呼吸器外科 低肺機能肺癌手術症例における術前吸入薬の効果に関する臨床研究: 多施設共同前向き観察研究

呼吸器外科 慢性血液透析患者における肺癌切除成績に関する多施設後ろ向き観察研究

呼吸器外科 婦人科悪性腫瘍肺転移に対する肺切除術に関する多施設共同後方視的観察研究

産婦人科 日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究

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

耳鼻咽喉科 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

耳鼻咽喉科 HPV陽性中咽頭前癌病変の同定とそのバイオマーカーの確立

脳神経外科 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

脳神経外科 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業


