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2017-1090
JCOG1604:臨床病期IA 食道癌の深達度診断における超音波内視鏡の有用性に
関する非ランダム化検証的試験

消化器内科 藤崎 順子

2017-1088 頭頸部癌における放射線治療による抗腫瘍免疫の活性化に関する検討 放射線治療部 利安 隆史

2017-1083
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

乳腺内科 伊藤 良則

2017-1073
JCOG1505:エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤性乳管癌に対する非切除＋
内分泌療法の有用性に関する単群検証的試験

乳腺外科 岩瀬 拓士

2017-1049 胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の適応拡大に関する臨床試験 胃外科 比企 直樹

2017-1030
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　JCOG1412

婦人科 金尾 祐之

2017-1015
全身化学療法予定の食道癌・胃癌患者に対する経口栄養剤(Oral nutritional
supplement: ONS)の経口摂取コンプライアンスを評価するランダム化pilot試験

消化器化学療法科 市村 崇

2017-1008
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

放射線治療部 浅利 崇生

2016-1213
膵切除術施行患者に対する術後胃排出遅延予防の効果を検証する
ガムチューイング試験プロトコール

肝胆膵外科 齋浦明夫

2016-1212
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab+Irinotecan併用療法のオー
プンラベルランダム化第Ⅲ相試験

消化器化学療法科 高張大亮

2016-1211
腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討
～前向き観察多施設共同研究～

肝胆膵外科 齋浦明夫

2016-1209
子宮癌患者を対象としたda Vinciサージカルシステム(DVSS)によるロボット支援
(広汎)子宮全摘出術の安全性、有用性評価

婦人科 金尾祐之

2016-1205
マンモトーム生検導入による原発乳癌患者の術前化学療法後の完全消失判定
精度の向上を評価する多施設共同研究

乳腺外科 岩瀬拓士

2016-1204
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述後
FOLFOX/XELOX療法併用肛門括約筋部分温存手術（ISR）のランダム化第Ⅱ/
Ⅲ相比較試験

大腸外科 秋吉高志

2016-1202
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 濱敏弘

2016-1198
脾静脈切離を伴う門脈合併膵頭十二指腸切除術における脾静脈再建：前向き研
究

肝胆膵外科 齋浦明夫

2016-1197
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

総合腫瘍科 髙橋俊二

2016-1193
切除不能進行・再発膵がん患者を対象にした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

肝胆膵内科 笹平直樹

2016-1191
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
（JCOG1507）

消化器外科 佐野武

2016-1175
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

呼吸器外科 奥村　栄

2016-1161
膵切除後消化剤の脂肪肝発生抑制効果　無作為比較試験　Conmarison of
Berizym and Pancrelipase for the effect to suppress onset of Hepatic Steatosis
after Pancreaticoduodenectomy -ESOP Trial-

肝胆膵外科 齋浦明夫

2016-1159 膵癌に対するICG蛍光法併用審査腹腔鏡の臨床的役割 肝胆膵外科 齋浦明夫

がん研有明病院で実施中の特定臨床研究（治験を除く）
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2016-1139
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(JCOG1509)

消化器外科 佐野武

2016-1134
進行・再発子宮頸癌に対するPaclitaxel/Calboplatin/Bevasizumab併用療法の有
効性に関する第Ⅱ相試験

婦人科 竹島信宏

2016-1132
超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引膵生検における順刃型コアトラップ形状生検針
の安全性と有用性に関する前向き観察研究

肝胆膵内科 笹平直樹

2016-1120 切除不能・術後再発胆道癌に対するFOLFIRINOX療法の第2相試験 肝胆膵内科 笹平直樹

2016-1111
悪性肝門部胆管閉塞に対する術前胆管内ステント(Inside-stent)の安全性と有用
性に関する前向き研究

肝胆膵外科 齋浦明夫

2016-1099
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<TCOG GI-1601>

消化器化学療法科 山口研成

2016-1095 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの有効性及び安全性に関する第２相試験 総合腫瘍科 髙橋俊二

2016-1092
Triplenegativeの乳癌におけエリブリンメシル塩酸（エリブリン）を用いた術前化学
療法多施設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験

乳腺センター 伊藤良則

2016-1091 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(AX-BC試験) 肝胆膵内科 尾阪将人

2016-1067
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

肝胆膵内科 笹平直樹

2016-1063
早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除におけるICG蛍光法によるセンチネルリンパ
節同定とOSNA法によるリンパ節転移診断の実施可能性に関する臨床研究

消化器外科 比企直樹

2016-1058
若年乳がん患者のサバイバーシップ向上を志向した妊孕性温存に関する心理支
援体制の構築

乳腺センター 片岡明美

2016-1043
cT3N1下部直腸癌に対する術前短期放射線療法とCapecitabine +
Oxaliplatin(XELOX)療法の逐次投与に関する第Ⅱ相臨床試験

大腸外科 秋吉高志

2016-1039
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 附随
研究実施計画書

呼吸器内科 西尾誠人

2016-1035
下部消化管外科手術における酸化再生セルロースを用いた合成吸収性癒着防
止剤(インターシード)の臨床成績を検討する前向き単群多施設レジストリー

大腸外科 福長洋介

2016-1032 乳房専用CTの臨床的有用性に関する研究 乳腺センター 大野真司

2016-1007 婦人科癌に対する腹腔鏡補助下骨盤内臓全摘出の安全性・有用性評価 婦人科 金尾祐之

2015-1180 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 渡邊雅之

2015-1176
T3/T4aもしくはリンパ節転移を有する食道胃接合部腺癌に対する術前S-
1+Oxaliplatin併用療法の第Ⅱ相臨床試験

食道外科 渡邊雅之

2015-1166
高齢者化学療法未施行IIIB/IV期扁平上皮肺がんに対するnab-Paclitaxel +
Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法のランダム化第III相試験

呼吸器内科 西尾誠人

2015-1164
未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治
療効果の意義を問う第Ⅱ相試験

総合腫瘍科 髙橋俊二

2015-1150
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－

乳腺内科 伊藤良則

2015-1140
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(JCOG1404/WJOG8214)

呼吸器内科 西尾誠人

2015-1138
RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で切除不能進行再発大腸癌患者に対
するパニツムマブとTAS-102併用療法の安全性及び有効性を検討する第Ⅰ／Ⅱ
相試験

消化器化学療法科 山口研成
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2015-1132
早期婦人科癌を対象としたICG蛍光観察法によるセンチネルリンパ節生検の有
用性の検討

婦人科 金尾祐之

2015-1124
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)の多施設共同研究第Ⅱ相試験

肝胆膵内科 尾阪将人

2015-1119
臨床病期I/II/III 期食道癌(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(JCOG1409、MONET trial)

食道外科 渡邊雅之

2015-1114
ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管がん、
原発性腹膜がんにおける化学療法単剤に対する化学療法+ベバシズマブ併用の
ランダム化第Ⅱ相比較試験

婦人科 加藤一喜

2015-1111
妊娠を希望するホルモン療法感受性乳癌の若齢女性における妊娠転帰及びホ
ルモン療法中断の安全性を評価する試験

乳腺外科 片岡明美

2015-1109
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試験

消化器外科 比企直樹

2015-1108
進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性に関するランダム
化Ⅱ／Ⅲ相比較試験（JLSSG0901:Adv.GC.-LAP/OPEN,PⅡ/Ⅲ）

消化器外科 比企直樹

2015-1107 上部消化器癌における分子生物学的因子と免疫学的因子の網羅的解析 消化器外科 渡邊雅之

2015-1102
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（JCOG1311）

婦人科 竹島信宏

2015-1101
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
のコホート研究実施計画書

乳腺内科 伊藤良則

2015-1093
Real-time Virtual Sonographyを用いた肝胆膵手術ナビゲーションの探索的多施
設共同研究

消化器外科 齋浦明夫

2015-1084 3D病理固定精密検査によるMD-CTの膵癌術前画像診断能の評価：前向き研究 消化器外科 齋浦明夫

2015-1083
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

消化器外科 齋浦明夫

2015-1081
治癒切除困難膵癌に対するゲムシタビン+ナブパクリタキセルを用いた集学的治
療の客観的評価

消化器外科 齋浦明夫

2015-1073
切除不能進行再発胃癌・大腸癌におけるramucirumabの効果予測バイオマー
カーの探索的研究

消化器化学療法科 陳勁松

2015-1069
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃接合部腺癌に対する術前
trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験（JCOG1301）

消化器外科 佐野武

2015-1066

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再
発大腸癌患者に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法とmFOLFOX6＋パ
ニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験
における治療感受性、予後予測因子の探索的研究

消化器内科 山口研成

2015-1065

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
(PARADIGM study)(Panitumumab-3001)

消化器内科 山口研成

2015-1057 乳癌患者における術前化学療法とcirculating tumor DNAの検討 総合腫瘍科 高橋俊二

2015-1056
ホルモン陽性転移性乳癌の末梢血circulating tumor DNAにおける遺伝子変異の
検討

乳腺内科 柴山朋子

2015-1054
EGFR-TKI既治療非小細胞肺がんに対するアファチニブとエルロチニブ＋ベバシ
ズマブの無作為化第Ⅱ相試験

呼吸器内科 西尾誠人

2015-1044
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のランダム化比較第Ⅲ相
試験

消化器内科 五十嵐正広

2015-1030
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
TM　

95GC Breastの有効性検討
乳腺センター 岩瀬拓士
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2015-1027
HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS-1＋Oxaliplatin＋Trastumab(SOX＋
Tmab)併用療法の第Ⅱ相臨床試験における付随バイオマーカー研究

消化器内科 高張大亮

2015-1013
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
（JCOG1203）

婦人科 加藤一喜

2015-1007
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

消化器内科 由雄敏之

2015-1003
HER2陽性切除不能進行再発胃癌に対するS-1＋Oxaliplatin＋Trastumab(SOX＋
Tmab)併用療法の第Ⅱ相臨床試験

消化器内科 高張大亮

2015-1002
ゲムシタビン療法不応もしくは不耐の膵がん患者に対するオキサリプラチン、フォ
リン酸、5-FU併用化学療法（OFF療法）のパイロット試験

消化器内科 笹平直樹

2014-1103
腹腔鏡・内視鏡合同結腸楔状切除術（Laparoscopy Endoscoopy Cooperative
Surgery-Colorectal）（LECS-CR）の安全性及び有用性の評価

消化器外科 福長洋介

2014-1100
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（JCOG1208）

放射線治療部 小口正彦

2014-1086
切除不能・進行再発大腸癌を対象としたセツキシマブ耐性症例における液性バ
イオマーカーモニタリング多施設共同研究

消化器内科 篠崎英司

2014-1083
JCOG1204 再発高リスク乳癌患者の標準的フォローアップとインデンシブフォ
ローアップの比較第Ⅲ相試験

乳腺センター 坂井威彦

2014-1079 浸潤と関連する物質を同定するための異常乳頭分泌液の解析 乳腺センター 蒔田益次郎

2014-1078
フッ化ピリミジン系薬剤、オキサリプラチン、イリノテカン、セツキシマブ、ベバシズ
マブ不応のRAS野生型切除不能・進行再発大腸癌を対象としたセツキシマブ再
投与の有効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験

消化器内科 山口研成

2014-1067
標準治療耐性の進行・再発大腸癌に対するLonsurf®/Oxaliplain療法の有効性を
検討する第Ⅰ/Ⅱ相試験

消化器内科 高張大亮

2014-1064
JCOG1017 薬物療法非抵抗性StageⅣ乳癌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

乳腺センター 坂井威彦

2014-1060
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

消化器外科 渡邊雅之

2014-1059
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド＋シスプラチン併用
療法とビノレルビン＋シスプラチン併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験におけ
る付随バイオマーカー研究

呼吸器内科 西尾誠人

2014-1053
浸潤性膀胱癌に対する低用量化学放射線療法+膀胱部分切除/骨盤内リンパ節
郭清による根治をめざした膀胱温存療法：第Ⅱ相多施設共同研究

泌尿器科 米瀬淳二

2014-1046
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

消化器内科 五十嵐正広

2014-1043 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－ 婦人科 竹島信宏

2014-1042
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及び有効性検討試験

頭頸科 三谷浩樹

2014-1041
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節及び大動脈周囲リンパ節の郭清効果を
検討する介入研究

消化器外科 佐野武

2014-1040
BRCA1/2遺伝学的検査で病的変異を認めない遺伝性乳癌卵巣癌症例における
候補遺伝子の解析

遺伝子診療部 新井正美

2014-1036
消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌（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（JCOG1213）

消化器内科 笹平直樹

2014-1034
WJOG6911L EGFR遺伝子変異を有する切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するゲ
フィチニブと胸部放射線治療同時併用療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 西尾誠人

2014-1027
再発リスクの高い局所進行上部直腸癌に対する術前Capecitabine+Oxaliplatin
（XELOX)及びBevacizumab療法に関する第Ⅱ相臨床試験

消化器外科 秋吉高志
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2014-1026
子宮頸がん手術におけるセンチネルリンパ節術中診断に基づく骨盤内リンパ節
郭清省略に関する臨床試験

婦人科 馬屋原健司

2014-1022
ホルモン受容体陽性、HER2陰性進行再発乳癌に対するエリブリンDay1、Day8投
与3サイクル施行後、隔週投与による維持療法の第Ⅱ相試験

乳腺内科 伊藤良則

2014-1015
HER陽性進行再発乳癌に対するラパチニブ＋カペシタビン併用療法に続くトラス
ツズマブ＋化学療法の再投与の第Ⅱ相試験

乳腺内科 伊藤良則

2014-1005
高悪性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　略
称：AI vs GD for STS RPⅡ/Ⅲ

整形外科 下地尚

2014-1004 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 呼吸器内科 西尾誠人

2014-1001
進行再発期の尿路腺がん・尿膜管がん症例を対象としたS-1＋シスプラチン療法
の第Ⅱ相臨床試験

泌尿器科 湯浅健
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