
受付番号 課題名 担当科 責任医師 承認日 ＳＴＡＴＵＳ

86 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 血液内科 三井秀紀 2010/7/26 登録終了

108
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）-JALSG CS-11 Study-

血液内科 三井秀紀 2011/10/17 登録終了

116 日本造血細胞移植学会　「造血細胞移植医療の全国調査」 血液内科 三井秀紀 2011/12/27 実施中

128 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI) 循環器内科 佐藤芙美 2012/5/17 実施中

138
成人急性骨髄性白血病の発症・伸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（JALSG AML209 GWS）

血液内科 三井秀紀 2012/7/4 実施中

139
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（JALSG ALL CS 12）

血液内科 三井秀紀 2012/7/4 登録終了

163 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 土井善宣 2013/3/4 実施中

164 日本におけるHPVワクチンの細胞異常予防効果に関する疫学研究 婦人科 神田裕樹 2013/3/4 実施中

175 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 消化器外科 谷口英治 2013/7/2 登録終了

176 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 土井喜宣 2013/8/5 実施中

209 核酸アナログ投与中のB型肝炎症例におけるHBV関連マーカーと発癌率の関連についての研究 消化器内科 土井喜信 2014/3/3 実施中

210 網羅的ウイルスPCR検査法をもちいた血液悪性疾患治療中のウイルスモニタリング 血液内科 三井秀紀 2014/3/3 実施中

228
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 土井喜宣 2014/9/2 登録終了

231
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(REX study)

消化器外科 玉川浩司 2014/9/2 実施中

236
再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸がん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

消化器外科 玉川浩司 2014/11/5 登録終了

252
(2015-002)

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フマル酸(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 土井喜宣 2015/5/27 実施中

2015-006
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 土井喜宣 2015/7/1 実施中

2015-011
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 土井喜宣 2015/9/30 実施中

2021年4月現在臨床研究一覧



2015-022
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 土井喜宣 2015/12/24 実施中

2015-030 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 消化器外科 谷口英治 2016/2/24 登録終了

2015-035 造血器疾患におけるゲノム変異・遺伝子発現解析 血液内科 三井秀紀 2016/2/24 実施中

2016-010 骨髄不全患者における、PNH型血球割合とPNH関連の臨床症状を経時的にみる観察研究 血液内科 齊藤則充 2016/9/21 登録終了

2016-016
Genotype１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 土井喜宣 2017/1/18 実施中

2016-017 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 木下和郎 2017/2/22 実施中

2017-014 Ｂ型慢性肝疾患症例における核酸アナログの治療効果 消化器内科 土井喜宣 2017/8/23 実施中

2017-015 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 土井喜宣 2017/8/23 実施中

2017-020 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 山田貴之 2017/9/20 実施中

2017-027 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 耳鼻咽喉科 山本圭介 2017/11/22 実施中

2017-038 直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観察研究 外科 玉川浩司 2018/1/17 実施中

2017-043 側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究 整形外科 中島弘司 2018/2/21 実施中

2017-045 免疫チェックポイント阻害剤投与後発症1型糖尿病に関連する遺伝子の検索 代謝内分泌内科 宇野彩 2018/3/22 実施中

2017-047
ヘリコバクター・ピロリ菌感染症を対象とする除菌治療及び使用抗生剤に対する薬剤感受性試験
の観察研究

消化器内科 木下和郎 2018/3/22 実施中

2018-001 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(Japan Neurosurgical Database:JND) 脳神経外科 圓尾知之 2018/4/18 実施中

2018-002 健康寿命をふまえた最適な高齢2型糖尿病治療 代謝内分泌内科 上中理香子 2018/4/18 実施中

2018-003
大手前病院における免疫チェックポイント阻害剤の効果と免疫関連有害事象に関する前向き登録
研究

血液内科 三井秀紀 2018/5/16 実施中

2018-007 腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険遺伝子変異の同定 代謝内分泌内科 上中理香子 2018/6/21 実施中

2018-010
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチンアルファに対する反応性に関する解析-W-
JHS MDS01-

血液内科 齊藤則充 2018/7/18 登録終了

2018-011
移植非適応初発多発性骨髄腫に対するレナリドミト-デキサメタゾン(Rd)療法に効果不十分の症例
に対しボルテゾミブを追加するレスポンスガイドセラピーの有用性と安全性-W-JHS MM01-

血液内科 齊藤則充 2018/7/18 登録終了

2018-012 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 土井喜宣 2018/8/22 実施中

2018-013 非乳頭部十二指腸選手経過観察例に関する多施設共同後ろ向きコホート研究 消化器内科 木下和郎 2018/8/22 実施中

2018-022 糖尿病患者における糖尿病神経障害に関与する因子についての検討 代謝内分泌内科 宇野彩 2018/11/21 実施中

2018-024 レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 循環器内科 佐藤芙美 2018/11/21 実施中



2018-028

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)　/　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相試験におけるバイオマーカー研究(RAINCLOUD-TR)

外科 玉川浩司 2019/1/28 実施中

2018-030 C型慢性肝疾患患者の予後に関する検討 消化器内科 土井喜宣 2019/2/20 実施中

2018-031 甲状腺クリーゼ：多施設共同前向きレジストリー研究 代謝内分泌内科 上中理香子 2019/2/20 実施中

2018-042
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共同後ろ向き観察
研究

消化器内科 木下和郎 2019/3/20 実施中

2018-043
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共同前向き観察研
究

消化器内科 木下和郎 2019/3/20 実施中

2019-002 アレルギー性鼻炎に対する手術症例の後ろ向き検討 耳鼻咽喉科 山本圭介 2019/5/22 実施中

2019-010 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 木下和郎 2019/6/19 実施中

2019-011
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(Switch Maintenance Study)

外科 玉川浩司 2019/6/12 実施中

2019-014 血液疾患患者生体試料の保存 血液内科 齊藤則充 2019/7/5 実施中

2019-016 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) 循環器内科 土井敦史　 2019/7/17 実施中

2019-017 アレルギー性鼻炎に対する手術症例の前向き検討 耳鼻咽喉科 山本圭介 2019/6/11 実施中

2019-018
前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候群における、同種移植までの橋渡し治療と移植成
績の検討-ＪＡＬＳＧ AML/MDS/CMML Clinical Observational Study (JALSG-ＣＳ)-11-MDS-
SCT-

血液内科 齊藤則充 2019/7/17 実施中

2019-025 門脈血栓症に対する血栓溶解療法の治療効果についての検討ー多施設共同研究ー 消化器内科 土井喜宣 2019/8/21 実施中

2019-028
肝胆膵外科手術後の表層および深部感染後の切開創治癒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

外科 柏崎正樹 2019/8/21 実施中

2019-031 免疫チェックポイント阻害薬投与による1型糖尿病発症メカニズムの解明 代謝内分泌内科 宇野彩 2019/8/21 実施中

2019-038
慢性骨髄性白血病患者に対するチロシンキナーゼ阻害薬中止後の無治療寛解維持を検討する日
本国内多施設共同観察研究 (Japan Stop TKI study)

血液内科 三井秀紀 2019/10/16 実施中

2019-041
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 前田純 2019/10/16 実施中



2019-044
再発急性前骨髄球性白血病(APL)に対するTamibarotene(Am80)と亜ヒ酸(ATO)の併用、寛解後療
法としてGemtuzumab Ozogamicin (GO)を用いた治療レジメンの有効性および安全性検証試験 -
第II相臨床試験-JALSG APL219

血液内科 齊藤則充 2019/10/4 実施中

2019-045
非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患者の経口抗凝固薬と抗血小板
薬の至適併用療法：多施設、前向き、無作為化比較試験(OPTIMA-AF trial)

循環器内科 山田貴之 2019/12/9 実施中

2019-047 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究 整形外科 中島弘司 2019/12/18 実施中

2019-052 胃静脈瘤に対するバルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)施行症例の多施設共同後向き研究 消化器内科 土井喜宣 2019/12/18 実施中

2019-053
初発BCR-ABL1陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対象としたダサチニブ、
ポナチニブ併用化学療法および造血幹細胞移植の臨床第II相試験　　　　　　　　(JALSG-
PhALL219)

血液内科 齊藤則充 2019/12/5 実施中

2019-055 定位的脳手術における微小電位記録を用いた新たな疾患バイオマーカーの探索 脳神経外科 圓尾知之 2020/1/22 実施中

2019-056 慢性硬膜下血腫手術における穿頭部位の検討 脳神経外科 圓尾知之 2020/1/22 実施中

2019-058
『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-』の追跡調査（観察研究）

外科 玉川浩司 2020/1/22 実施中

2019-059 「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 外科 玉川浩司 2020/1/22 実施中

2019-074 多発性骨髄腫および骨髄増殖性腫瘍、骨髄異形成症候群の進行に伴う病態の解明 血液内科 齊藤則充 2020/2/18 実施中

2020-003 「胃癌術後炎症反応に関する多施設共同後ろ向き観察研究」の追跡調査 外科 谷口英治 2020/4/21 実施中

2020-004
播種性血管内凝固症候群を合併した急性腎盂腎炎における遺伝子組み換え型ヒト可溶性トロン
ボモジュリンの有効性に関する後方視的考察

救急科 甲斐沼孟 2020/4/21 実施中

2020-007 大手前病院における肝胆膵領域敗血症DIC症例の臨床成績 救急科 甲斐沼孟 2020/4/21 実施中

2020-008 大手前病院における針刺し事故の現状と対策について 救急科 甲斐沼孟 2020/4/21 実施中

2020-009 大手前病院　救急科で遭遇した外傷性顎顔面骨骨折例の診療経験 救急科 甲斐沼孟 2020/4/21 実施中

2020-010 C型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法後の予後についての検討 消化器内科 土井喜宣 2020/6/17 実施中

2020-014
ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患者の背景因子と治療効果の検討（観
察研究）

呼吸器内科 飯田慎一郎 2020/4/16 実施中

2020-015 COVID19に関するレジストリ研究(COVID-19 REGISTRY) 呼吸器内科 飯田慎一郎 2020/4/16 実施中

2020-017
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
（JALSG T-ALL213-O）登録症例を対象とした観察研究―JALSG T-ALL213-O-CS―

血液内科 齊藤則充 2020/6/17 実施中

2020-018 がん相談支援センター利用者のアンケート調査に関する研究 緩和ケア科 飯田慎一郎 2020/6/17 実施中



2020-031
急性骨髄性白血病の疾患分類ごとのWT1-ｍRNA値の評価、および治療経過における推移の解
析

血液内科 齊藤則充 2020/7/22 実施中

2020-034 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 谷口英治 2020/9/16 実施中

2020-035
トラスツズマブ治療歴のあるHER2陽性切除不能進行・再発胃癌患者に対する3次治療以降の単
剤治療成績に関する後向き観察研究

外科 谷口英治 2020/9/16 実施中

2020-036 肝性腹水に対するトルバプタン導入症例の多施設共同前向き研究 消化器内科 土井喜宣 2020/8/19 実施中

2020-051 頚椎人工椎間板置換術手術のデータベース構築に関する研究 整形外科 中島弘司 2020/12/16 実施中

2020-052 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 消化器内科 土井喜宣 2020/12/16 実施中

2020-056 日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析 循環器内科 佐藤芙美 2021/3/17 実施中

2020-057 近畿GIST研究会GIST登録事業　付随研究 外科 谷口英治 2021/3/17 実施中

2020-061 直腸脱の手術成績に関する後ろ向き研究 外科 辻村直人 2021/3/17 実施中

2020-063
炎症性腸疾患の内視鏡的重症度評価における血清LRGの有用性に関する多施設前向き観察研
究(OGF 2016)

消化器内科 奥田偉秀 2021/3/17 実施中

2020-065 本邦の初発APLに対するATRA+ATO療法の多施設共同第II相試験 - JALSG APL220 Study - 血液内科 齊藤則充 2021/1/5 実施中

2020-076 機械学習による感染症患者検体のグラム染色顕微鏡画像解析技術の開発 臨床検査技術部 志村敏史 2021/3/17 実施中

2020-078
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）

乳腺内分泌外科 新田佳苗 2021/3/17 実施中

2020-079 急性期病院における高齢患者へのせん妄予防ケアの評価 看護部（S8） 前田敦子 2021/3/17 実施中

2020-085 胃癌術後補助化学療法中の支持療法の有用性についてのランダム化比較試験(ACCORD試験） 外科 谷口英治 2021/3/19 実施中


