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1 当院 3372 血液内科 森山　康弘 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 大阪大学医学系研究科 継続中 1 2204

2 当院 3373 血液内科 森山　康弘 血液疾患患者生体試料の保存 大阪大学血液・腫瘍内科 継続中 - 2204

3 当院 3294 呼吸器内科 田幡　江利子
がん性胸膜炎に対する胸膜癒着術療法のランダム化比較第3相試験：滅菌調整タルク　vs OK-

432(WJOG8415L)
WJOG 登録終了 15 実施医師変更 2204

4 当院 3305 呼吸器内科 田幡　江利子
PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、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

国立がん研究センター東

病院
登録終了 実施医師変更 2204

5 当院 3324 呼吸器内科 田幡　江利子
Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前向き観察研究

（LC-SCRUM-Liquid）

国立がん研究センター東

病院
登録終了 17 実施医師変更 2204

6 当院 3328 呼吸器内科 田幡　江利子
PD-L1陰性または弱陽性の既治療進行非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブとドセタキセル・ラムシルマブ併用療法の

ランダム化比較第III相試験（WJOG10317L)
西日本がん研究機構 登録終了 4 実施医師変更 2204

7 当院 3357 呼吸器内科 田幡　江利子
アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための他施設

共同前向き観察研究（LC－SCRUM－Asia)

国立がん研究センター東

病院
継続中 111 実施医師変更 2204

8 当院 3400 呼吸器内科 田幡　江利子
EGFR遺伝子変異陽性切除不能な進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマ

ブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル(ABCP)療法の多施設共同前向き観察研究
関西医科大学附属病院 継続中 0 実施医師変更 2204

9 当院 3404 呼吸器内科 田幡　江利子
非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための

多施設共同前向き観察研究LC-SCRUM-TRY)

国立がん研究センター東

病院
継続中 4 実施医師変更 2204

10 当院 3280 循環器内科 永井　邦彦 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　PURSUIT-HFpEF
大阪大学医学部附属病

院
登録終了 35 実施医師変更 2204

11 当院 3438 循環器内科 古川　哲生
北摂地域における慢性心不全症例に対するサクビトリル/バルサルタン導入による多面的影響を検証する心不全レジス

トリー研究
箕面市立病院 継続中 実施医師変更 2204

12 当院 3369 循環器内科 北川　元昭 レセプト及びDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質の向上に資する研究 日本循環器学会 継続中 - 2204

13 当院 3444 循環器内科 北川　元昭 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
日本心血管インターベン

ション治療学会
継続中 - 2204

14 当院 3340 消化器内科 荻山　秀治 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） 大阪大学消化器内科 継続中 7 実施医師変更 2204

15 当院 3344 消化器内科 荻山　秀治 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(OGF1810) 大阪大学消化器内科 継続中 11 実施医師変更 2204

16 当院 3345 消化器内科 荻山　秀治 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手段データーベース構築　　JED Project
日本消化器内視鏡学会

JEDProject委員会
継続中 - 実施医師変更 2204

17 当院 3361 消化器内科 荻山　秀治 抗凝固薬内服患者における大腸ESD後出血に対する予防的クリッピングの有効性の検討 大阪大学消化器内科 継続中 1 実施医師変更 2204

18 当院 3409 消化器内科 荻山　秀治
Cold snare polypectomyにて摘除された大腸癌の臨床経過に関する多施設共同後ろ向きコホート研究　OGF-

CSP
大阪大学消化器内科 継続中 0 実施医師変更 2204

19 当院 3415 消化器内科 荻山　秀治 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研究（OGF2016） 大阪大学消化器内科 継続中 0 実施医師変更 2204

20 当院 3416 消化器内科 荻山　秀治
脂質異常症を有する炎症性腸疾患（IBD）患者に対するコレスチミドの安全性と有用性：多施設共同前向き観察

研究（OGF2017）
大阪大学消化器内科 継続中 0 実施医師変更 2204

21 当院 3420 消化器内科 荻山　秀治 自己免疫性膵炎診療に関する多施設共同観察研究 大阪大学消化器内科 登録終了 0 実施医師変更 2204

22 当院 3421 消化器内科 荻山　秀治 背景膵に嚢胞を伴う膵癌における経過観察間隔と予後の解析 大阪大学消化器内科 継続中 5 実施医師変更 2204

23 当院 3422 消化器内科 荻山　秀治 胆汁漏に対する経乳頭的ドレナージの有用性に関する検討 大阪大学消化器内科 継続中 5 実施医師変更 2204

24 当院 3245 消化器内科 尾下　正秀 非アルコール性脂肪性肝患者における長期予後の検討 大阪大学消化器内科 登録終了 24 実施医師変更 2204

25 当院 3278 消化器内科 尾下　正秀 B型慢性肝炎症例に対するペグインターフェロン単独治療の有用性についての検討 大阪大学消化器内科 登録終了 2 実施医師変更 2204

26 当院 3300 消化器内科 尾下　正秀 C型肝炎治療後の肝細胞がん発生予測に関する研究 山梨大学放射線科 登録終了 125 実施医師変更 2204

27 当院 3315 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 登録終了 87 実施医師変更 2204

28 当院 3347 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 継続中 21 実施医師変更 2204

29 当院 3352 消化器内科 尾下　正秀 初発肝癌の特徴の経時的推移の検討 大阪大学消化器内科 登録終了 700 実施医師変更 2204

30 当院 3362 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 継続中 3 実施医師変更 2204

31 当院 3364 消化器内科 尾下　正秀 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術における治療効果・予後予測因子の後向き検討 大阪大学消化器内科 継続中 726 実施医師変更 2204

32 当院 3374 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 継続中 26 実施医師変更 2204

33 当院 3375 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 継続中 13 実施医師変更 2204

34 当院 3383 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 登録終了 114 実施医師変更 2204

35 当院 3387 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 登録終了 436 実施医師変更 2204

36 当院 3397 消化器内科 尾下　正秀 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 大阪大学消化器内科 継続中 0 実施医師変更 2204

37 当院 3394 消化器内科 澤井　良之 非アルコール性脂肪性肝疾患の診断・病態進展バイオマーカー探索 大阪大学消化器内科 登録終了 31 実施医師変更 2204

38 当院 3086 腎臓内科 山本　聡子 腎生検レジストリ 日本腎臓学会 継続中 21 実施医師変更 2204

39 当院 3429 腎臓内科 山本　聡子 日本アフェレシスレジストリ 日本アフェレシス学会 継続中 2 2204

40 当院 3229 内分泌・代謝内科 岡田　拓也 シタグリプチンによる糖尿病大血管症の進展抑制効果の検討（SPIKE　study 継続研究EXTENSION study）
大阪大学内分泌代謝内

科/順天堂大学
登録終了 2 実施医師変更 2204

41 当院 3425 内分泌・代謝内科 岡田　拓也 糖尿病および関連合併症における疾患感受性遺伝子の解析
近畿大学医学部内分泌・

代謝内科
継続中 2 2204

42 当院 3418 呼吸器外科 須﨑　剛行 膵癌術後の肺結節影に対する外科的切除に関する多施設共同後方視的観察研究 大阪大学　呼吸器外科 登録終了 1 2204

43 当院 3163 産婦人科 竹原　幹雄 日本におけるHPVワクチンの細胞診異常予防効果に関する疫学研究 大阪大学産婦人科 継続中 2204

44 当院 3320 歯科口腔外科 雨河　茂樹 疫学調査「口腔がん登録」
日本口腔外科学会　日

本口腔腫瘍学会
継続中 88 実施医師変更 2204

45 当院 3448 歯科口腔外科 雨河　茂樹 埋伏智歯の診療実態と抜歯合併症に緘する観察研究 大阪大学歯科口腔外科 継続中 1052 実施医師変更 2204

46 当院 3319 耳鼻いんこう科 中川　あや 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
大阪大学耳鼻咽喉科・頭

頸部外科
登録終了 実施医師変更 2204

47 当院 3367 小児科 尾崎　由和 近畿川崎病研究会における川崎病急性期治療成績に関する後向き観察研究 近畿川崎病研究会 継続中 15 2204

48 当院 3259 消化器外科 高地　耕 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 大阪大学消化器外科 登録終了 53
(陽性16） 2204

49 当院 3272 消化器外科 高地　耕 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 大阪大学消化器外科 登録終了 65 2204

50 当院 3309 消化器外科 高地　耕 進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術における安全性の検討 大阪大学消化器外科 登録終了 9 2204
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51 当院 3330 消化器外科 高地　耕 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
大阪大学消化器外科共

同研究会
登録終了 14 2204

52 当院 3351 消化器外科 高地　耕 「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」の追跡調査 大阪大学消化器外科 継続中 19 2204

53 当院 3359 消化器外科 高地　耕 「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」の追跡調査
大阪大学消化器外科共

同研究会
継続中 21 2204

54 当院 3385 消化器外科 高地　耕 「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」の追跡調査 大阪大学消化器外科 継続中 2204

55 当院 3393 消化器外科 高地　耕 腹腔鏡下噴門側胃切除術における食道残胃吻合法とダブルトラクト法のランダム化比較試験 大阪国際がんセンター 継続中 1 2204

56 当院 3398 消化器外科 高地　耕 胃切除後腹膜再発診断に対する審査腹腔鏡検査の安全性を検証する観察研究 関西労災病院 継続中 1 2204

57 当院 3377 消化器外科 宗方　幸二 腹腔鏡下直腸癌術後性機能障害に関する多施設前向き観察研究（LANDMARC）
横浜市立大学　外科治

療学
登録終了 11 2204

58 当院 3407 消化器外科 宗方　幸二
腹腔鏡下大腸癌手術周術期静脈血栓塞栓症（VTE）予防に対するエノキサパリンと理学療法併用の有効性に関

する臨床試験

兵庫医科大学病院下部

消化管外科
継続中 45 2204

59 当院 3413 消化器外科 宗方　幸二 直腸脱の手術成績に関する後ろ向き研究 大阪大学消化器外科 継続中 20 2204

60 当院 3277 消化器外科 太田　博文
RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋セツキシマブ とFOLFOXIRI＋ベバシズマブの 最大腫瘍縮小

率（DpR）を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験におけるバイオマーカー研究　JACCRO CC-13AR

日本がん臨床試験推進機

構
登録終了 11 2204

61 当院 3354 消化器外科 太田　博文 「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
大阪大学消化器外科共

同研究会
登録終了 7 2204

62 当院 3355 消化器外科 太田　博文
『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）

大阪大学消化器外科共

同研究会
登録終了 5 2204

63 当院 3381 消化器外科 太田　博文 pStageⅡ大腸癌に対するOSNA法によるリンパ節微小転移診断意義の検討 大阪大学大学院外科学 継続中 47 2204

64 当院 3388 消化器外科 太田　博文 根治的外科治療可能結腸・直腸癌対象レジストリ研究　GALAXY trial
九州大学大学院　消化

器・総合外科
登録終了 36 2204

65 当院 3389 消化器外科 太田　博文
血液循環腫瘍DNA 陰性の高リスクStage II 及び低リスクStage III 結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学

療法としてのCAPOX 療法と手術単独を比較するランダム化第III相比較試験　VEGA trial

札幌医科大学　消化器・

総合 乳腺・内分泌外科
継続中 2 2204

66 当院 3414 消化器外科 太田　博文 大腸癌肝転移における後方視的予後解析 大阪大学消化器外科 継続中 0 2204

67 当院 3423 消化器外科 太田　博文 局所進行再発大腸癌における後方視的予後解析 大阪大学消化器外科 継続中 6 2204

68 当院 3427 消化器外科 太田　博文
RAS 遺伝子変異型腫瘍を有する切除不能進行・再発大腸癌患者における化学療法後の血液中RAS 遺伝子変

異を評価する観察研究（RASMEX　Study)　（JACCRO CC-17）

JACCRO(日本がん臨床

試験推進機構)
継続中 12 2204

69 当院 3433 消化器外科 太田　博文 大腸癌手術に対するCOVID-19 の影響に関する後方視的解析
大阪大学消外大腸疾患

分科会
継続中 0 2204

70 当院 3446 消化器外科 太田　博文 大腸癌肝転移を対象とした前向きレジストリ研究
大阪大学消外大腸疾患

分科会
登録終了 1 2204

71 当院 3447 消化器外科 太田　博文 進行・再発大腸がん患者における化学療法と新規経口Xa因子阻害薬の併用における安全性の検討
兵庫医科大学病院下部

消化管外科
継続中 0 2204

72 当院 3445 消化器外科 瀧内　大輔 実臨床データを用いた膵癌術後補助化学療法の至適投与期間に関する検討 大阪大学消化器外科 継続中 15 2204

73 当院 3329 消化器外科 和田　範子
切除不能進行性胃癌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）：JACCRO

GC-08

日本がん臨床試験推進機

構
登録終了 17 2204

74 当院 3426 消化器外科 和田　範子 JACCRO GC-08試験における血漿検体を用いた可溶性免疫因子のバイオマーカー研究 GC08-AR
JACCRO(日本がん臨床

試験推進機構)
登録終了 17 2204

75 当院 3392 消化器外科 濱　直樹 本邦における成人鼠径ヘルニア術後慢性疼痛の実態調査とそのリスク因子解析-多施設共同前向きコホート研究- 国立病院機構 登録終了 133 2204

76 当院 3376 整形外科 三輪　俊格 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 日本脊椎脊髄病学会 継続中 - 実施医師変更 2204

77 当院 3384 整形外科 若林　元 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 日本整形外科学会 登録終了 - 2204

78 当院 3442 整形外科 若林　元 自然言語処理を用いた手術記録からの情報抽出
大阪大学　人工知能画

像診断学
継続中 2204

79 当院 3443 整形外科 若林　元 マルチフィクスネイル　ラグスクリューの有用性と安全性の検討 ﾈｸｽﾒｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 継続中 - 2204

80 当院 3335 泌尿器科 井上　均 表在性膀胱癌に対する抗がん剤維持投与による再発予防効果の多施設共同観察研究 MENTE BC study 大阪大学泌尿器科 登録終了 27 2204

81 当院 3363 皮膚科 近藤　由佳理 アトピー性皮膚炎患者におけるDirty Neck（頚部のさざ波状色素沈着）発症のリスクファクターの検討 継続中 95 2204

82 当院 3405 リハビリ科 横山 遥香 慢性心不全患者のフレイル実態調査
順天堂大学保健医療学

部理学療法科
継続中 69 2204

83 当院 3437 リハビリ科 横山遥香 高齢心不全患者の糖尿病合併によるサルコペニアの有病率と重症度について 継続中 26 2204

84 当院 3434 臨床検査科 衣川 尚知 糖尿病性心筋症の心エコー図診断に関する多施設共同研究（EDiCa Study) 徳島大学病院 継続中 73 2204

85 中央
一括 3439 消化器外科 太田　博文
BRAF 変異型大腸癌に対するBRAF 阻害薬併用療法のバイオマーカー探索を含めた 観察研究（BEETS 試験）:

JACCRO CC-18
聖マリアンナ医科大学 継続中 0 2204

86 中央
一括 3440 泌尿器科 井上　均
エンザルタミドの投与を受けている転移性去勢感受性前立腺癌（mCSPC）患者における癌ゲノムと臨床転帰の関

連について検討する多施設前向き研究
大阪大学泌尿器科 継続中 1 2204

87 CRB 3435 消化器外科 高地　耕 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
大阪府立急性期医療セン

ター
継続中 0 特定臨床研究 特定

88 CRB 3325 呼吸器内科 田幡　江利子
高齢進行非小細胞肺癌患者に対するPEG-G-CSF支持下のドセタキセル＋ラムシルマブ療法の多施設共同単群第

II相試験（WJOG9416L)
WJOG 登録終了 2 特定臨床研究 特定

89 CRB 3328 呼吸器内科 田幡　江利子
PD-L1陰性または弱陽性の既治療進行非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブとドセタキセル・ラムシルマブ併用療法の

ランダム化比較第III相試験（WJOG10317L)
WJOG 登録終了 2 特定臨床研究 特定

90 CRB 3293 消化器外科 高地　耕
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）
OGSG 継続中 2 特定臨床研究 特定

91 CRB 3360 消化器外科 高地　耕
大型3型/4型胃癌に対する術前S-1+Oxaliplatin+Docetaxel併用療法の有効性と安全性確認第II相試験

(OGSG1902)

OGSG(大阪消化管がん

化学療法研究会）
登録終了 1 特定臨床研究 特定

92 CRB 3276 消化器外科 太田　博文
RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋セツキシマブ とFOLFOXIRI＋ベバシズマブの 最大腫瘍縮小

率（DpR）を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験　（JACCRO CC-13）

日本がん臨床試験推進機

構
継続中 15 特定臨床研究 特定

93 CRB 3342 消化器外科 太田　博文
RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌における二次治療FOLFIRI＋ラムシルマブ併用療法の第Ⅱ相試験

（JACCRO CC-16/CC-16AR)

日本がん臨床試験推進機

構
登録終了 1 特定臨床研究 特定

94 CRB 3348 消化器外科 太田　博文
腹腔鏡下直腸癌手術後の縫合不全予防に対する近赤外光観察を用いた腸管血流評価の有効性に関するランダム

化比較試験（EssentiAL）

札幌医科大学　消化器・

総合 乳腺・内分泌外科
登録終了 31 特定臨床研究 特定

95 CRB 3365 消化器外科 太田　博文

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(TAS+BV Switch

Maintenance Study) :多施設共同第 II 相試験

大阪大学消化器外科 継続中 5 特定臨床研究 特定

96 CRB 3403 消化器外科 濱　直樹
治癒切除困難な膵癌に対する術前化学療法として GEM/S-1 とGEM/nab-PTXを比較するランダム化第Ⅱ相試験

GAGS
大阪大学消化器外科 継続中 0 特定臨床研究 特定

97 CRB 3419 消化器外科 濱　直樹
Borderline Resectable膵癌に対する術前治療としてGEM/nab-PTX併用化学放射線療法とGEM/nab-PTX化

学療法を検討するランダム化第Ⅱ相試験
大阪大学消化器外科 継続中 0 特定臨床研究 特定

98 CRB 3436 泌尿器科 井上　均 進行性腎細胞癌患者の骨転移巣に対するカボザンチニブ単剤療法の有効性を検討する探索的試験 京都府立医大 継続中 0 特定臨床研究 特定
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