
番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

01
日本の成人心臓血管外科手術のレジストリ

心臓血管外科 平成25年10月 令和5年9月

02

新規アミロイドイメージング用ＰＥＴ薬剤：[18
Ｆ]FPYBF-2 (5-(5-(2-(2-(2-[18
Ｆ]Fluoroethoxy）ethoxy)ethoxy)benzofuran-
2-yl)-N-methylpyridin-2-amine) を用いた認知
症関連疾患の診断を目的とするポジトロン断層
撮影法（Positron Emission Tomofraphy：PET）
の検討
Ⅱ．認知症およびその関連疾患患者を対象にし
た検討

研究所 平成25年10月 令和5年3月

03

新規アミロイドイメージング用ＰＥＴ薬剤：[18
Ｆ]FPYBF-2 (5-(5-(2-(2-(2-[18
Ｆ]Fluoroethoxy）ethoxy)ethoxy)benzofuran-
2-yl)-N-methylpyridin-2-amine) を用いた認知
症関連疾患の診断を目的とするポジトロン断層
撮影法（Positron Emission Tomofraphy：PET）
の検討
Ⅱ．成人ダウン症患者および関連する成人知的
障害者を対象にした検討

研究所 平成25年10月 令和5年3月

04

アルツハイマー病をはじめとする認知症および
その関連疾患の検査・画像を含めた総合診断体
系の確立に関する検討

研究所 平成25年10月 令和5年3月

05

JCOG1305:Interim PETに基づく初発進行期ホジ
キンリンパ腫に対するABVD療法およびABVD/増量
BEACOPP療法の非ランダム化検証的試験（実施計
画書Ver1.0）

血液・腫瘍内
科

平成28年1月 令和7年1月

06

大腸癌肝転移治癒切除後の患者に対する術後補
助化学療法として、L-OHPベース化学療法に
UFT/LV療法の逐次療法を行うことの安全性と有
効性の検討

外科 平成28年9月 令和4年3月

07

JCOG1411：未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ
腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関する
ランダム化比較第Ⅲ相試験（実施計画書
ver1.0）

血液・腫瘍内
科

平成28年12月 令和9年12月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

08
人工聴覚機器を用いた聴覚補償が高齢難聴患者
の高次脳機能に与える影響の研究

耳鼻いんこう
科

平成29年6月 令和5年3月

09
C型肝炎ウィルス排除後の肝細胞癌発症を予測す
る臨床疫学的因子の検討

消化器内科 平成29年10月 令和5年9月

10

ポストFDG-PETとしてのがん診断用の新規PET薬
剤の臨床応用

アミノ酸PET診断薬　11C-Methionineおよび11C-
MeAIBを用いた担がん患者を対象にした検討

研究所 平成21年3月 令和4年3月

11

酢酸系新規PET薬剤：［18F］標識フルオロ酢酸

（［18F］Fluoroacetate:FACE）を用いた腫瘍・
脳神経疾患診断を目的とするポジトロン断層撮
影法（Positron Emission Tomography:PET）の
臨床応用Ⅱ．腫瘍・脳神経疾患患者を対象とし
た検討

研究所 平成24年9月 令和4年3月

12

移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナ
リドミド－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
多施設共同研究-W-JHS　MM01-

血液・腫瘍内
科

平成29年10月 令和6年5月

13
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

放射線治療科 平成30年2月 令和8年2月

14

アミロイドイメージング用PET薬剤：［18F］
FPYBF-2（5-(5-(2-(2-(2-
[18F]Fluoroethoxy)ethoxy)ethoxy)benzofuran-
2-yl)-N-methylpyridin-2-amine)を用いた各種
アミロイドーシスによる体内のアミロイド沈着
の評価を目的とするポジトロン断層撮影法
（Positron Emission Tomography:PET）/CTによ
る診断法の検討

研究所 平成30年2月 令和5年3月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

15
FDG-PET/CT検査における静脈注射時及びその後
の肢位が画像に及ぼす影響の検討

研究所 平成30年2月 令和4年3月

16 FDG-PET/CT検査における問診票の有用性の検討 研究所 平成30年2月 令和4年3月

17 脳腫瘍の遺伝子解析並びに個別化治療法の検討 研究所 平成30年7月 令和6年3月

18

アミロイドイメージング用PET薬剤：［18F］
FPYBF-2（5-(5-(2-(2-(2-
[18F]Fluoroethoxy)ethoxy)ethoxy)benzofuran-
2-yl)-N-methylpyridin-2-amine)を用いた認知
症関連疾患の診断を目的とするポジトロン断層
撮影法（Positron Emission Tomography:PET）/
の検討

研究所 平成30年7月 令和5年3月

19 画像特徴量に基づく肺定位放射線治療の予測 放射線治療科 平成30年7月 令和3年7月

20
食道癌に対する放射線治療の症状緩和効果を評
価する観察研究

放射線治療科 平成30年8月 令和5年2月

21 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施
耳鼻いんこう
科

平成30年8月 令和3年12月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

22
血液透析中の消化器癌患者に対するFOLFOX療法
の安全性と有効性に関する多施設共同研究

消化器内科 平成30年10月 令和4年10月

23
早期アルツハイマー病における髄液バイオマー
カーと漢字能力の検討

脳神経内科・
老年内科

平成31年3月 令和5年3月

24
ホルモン感受性転移性前立腺癌の治療実態に関
する前向き観察研究

泌尿器科 平成31年3月 令和7年3月

25 大腸がん手術後の就労に関する研究 外科 令和1年11月 令和4年11月

26
再発濾胞性リンパ腫に対するobinutuzumab+
bendamastine併用の第ⅠⅠ相試験

血液・腫瘍内
科

令和1年11月 令和7年8月

27 口腔癌に関する多施設共同後方視的研究
耳鼻いんこう
科

令和1年11月 令和4年12月

28
抗菌薬使用量などの医療情報と緑膿菌の耐性率
の変化に関する研究

感染管理室 令和1年11月 令和6年8月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

29
移植非適応の多発性骨髄腫に対するレナリドミ
ド治療における免疫学的モニタリング、QOLの変
化に関する臨床研究

血液・腫瘍内
科

令和1年11月 令和4年11月

30
造血器疾患における遺伝子異常・エピジェネ
ティクス異常の網羅的解析研究

血液・腫瘍内
科

平成31年1月 令和6年3月

31
切除不能進行性又は転移性の胆管癌患者におけ
るFGFR2遺伝子融合の頻度を調査する観察研究

消化器内科 令和1年12月 令和4年3月

32 静脈血栓症の遺伝的素因に関する研究
血液・腫瘍内
科

令和1年12月 令和4年3月

33
全身FDG-PET/CT検査における、生理的分布の
variationに及ぼす各種因子の後方視的解析

研究所 令和2年2月 令和7年3月

34
急性非代償性心不全の実態に関する多施設観察
研究

循環器内科 令和2年4月 令和5年12月

35 内視鏡外科手術の多施設データベース構築 外科 令和2年4月 令和4年3月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

36
COVID-19に関するレジストリ研究（COVID-19
Registry）

呼吸器内科 令和2年4月 令和5年1月

37

「未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にし
たボルテゾミブを用いた寛解導入・地固め・維
持療法および大量抗がん剤併用自家末梢血幹細
胞移植の安全性と有効性の検討：追加後方視的
研究」

血液・腫瘍内
科

令和2年5月 令和7年4月

38
「FLT3-ITD変異陽性急性骨髄性白血病における
FLT3阻害剤使用状況調査及び治療予後に及ぼす
影響の解析」

血液・腫瘍内
科

令和2年5月 令和9年4月

39
「京都造血幹細胞移植グループの造血幹細胞移
植データを用いた移植成績の解析」

血液・腫瘍内
科

平成30年7月 令和5年7月

40 MRIによる呼吸運動の動的解析 呼吸器内科 令和2年7月 令和5年6月

41
乳房再建用組織拡張器および人工乳房の被膜に
関する研究

乳腺外科 令和2年7月 令和5年12月

42
卵巣癌再発後の長期生存に関する多施設後方視
的検討

産婦人科 令和2年6月 令和4年6月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

43

ポジトロン断層撮影法（Positron　Emission
Tomography：PET)とタウイメージング用PET薬
剤：[18F]PM-PBB3（1-fluoro-3-(2-((1E,3E)-4-
(6-(methylamino)pyridin-3-yｌ)buta-1,3-
dienyｌ)benzo[d]thiazol-6-yloxy)propan-2-o
ｌ(別名：propanol modification of
pyridinyl-butadienyl-benzothiazole 3)と用い
たタウ蓄積神経疾患の病態解析

研究所 令和2年7月 令和7年3月

44
難治性下垂体腺腫に対するNOTCHおよびPROP1を
標的とした新規治療法の開発

脳神経外科 令和2年 令和7年

45
顔面神経麻痺検出ITアプリケーション開発のた
めの顔データ収集と解析に関する研究

脳神経外科 令和2年7月 令和4年3月

46
婦人科悪性腫瘍の腫瘍微小環境における悪性形
質の機序の解明と新規治療法の探索

産婦人科 令和2年7月 令和5年3月

47
遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC)へのリスク
低減予防的卵巣卵管摘出術について

産婦人科 令和2年7月 令和5年3月

48

JCOG 0203「未治療進行期低悪性度B 細胞リンパ
腫に対する抗CD20 抗体療法＋化学療法
[Rituximab + standard CHOP (R･S-CHOP) vs
Rituximab + bi-weekly CHOP (R･Bi-CHOP)] の
ラ
ンダム化比較第II/III 相試験」

免疫内科 平成21年3月 令和4年3月

49

JCOG0601「未治療のCD20 陽性びまん性大細胞型
B リンパ腫に対するR-CHOP 療法におけ
るRituximab の投与スケジュールの検討を目的
としたランダム化第II/III 相試験」

免疫内科 平成14年9月 令和5年2月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

50
JCOG0907「成人T 細胞白血病・リンパ腫に対す
る同種造血幹細胞移植療法を組み込んだ治療法
に関する非ランダム化検証的試験」

免疫内科 平成22年9月 令和7年3月

51
JCOG1305「Interim PET に基づく初発進行期ホ
ジキンリンパ腫に対するABVD 療法およびABVD/
増量BEACOPP 療法の非ランダム化検証的試験」

免疫内科 平成27年11月 令和7年12月

52 2019-nCoV遺伝子検査法の基礎的検討 臨床検査部 令和2年8月 無期限

53
婦人科低侵襲手術の有効性・安全性に関する後
方視的研究

産婦人科 令和2年8月 令和5年3月

54
心不全患者の症状緩和におけるモルヒネ投与の
有効性と安全性に関する多施設共同前向き観察
研究（Morphine-HF　study）

循環器内科 令和2年9月 令和4年8月

55

近畿GIST研究会GIST登録事業　付随研究
（GIST患者の治療状況を把握するための疫学研
究）

外科 平成31年3月 令和4年3月

56
うっ血性心不全（心性浮腫）患者における五苓
散追加投与の浮腫に対する有効性を検証する研
究

循環器内科 令和2年12月 令和4年12月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

57
成人における遺伝性（家族性）造血器疾患に関
する遺伝子解析研究

血液・腫瘍内
科

令和2年11月 令和7年3月

58
日本整形外科学会症例レジストリー（ＪＯＡＮ
Ｒ）構築に関する研究

整形外科 令和2年11月 令和12年11月

59
乳癌治療による経済的負担への意識に関する多
施設共同研究

放射線治療科 平成27年9月 令和4年5月

60

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研
究

呼吸器内科 平成27年7月 令和4年5月

61
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
タリングのための多施設共同前向き観察研究

呼吸器内科 平成25年2月 令和4年3月

62

未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にした
ボルテゾミブ・レナリドミド・デキサメタゾン
を用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞、ダ
ラツムマブ・レナリドミド・デキサメタゾンを
用いた地固め療法及びレナリドミドを用いた維
持療法の臨床効果と安全性を検討する第Ⅱ相臨
床試験

血液・腫瘍内
科

平成26年4月 令和5年2月

63
FDG-PET/CT検査における投与前や投与中の環境
変化が患者の緊張度に与える影響の検討

研究所 令和3年2月 令和4年3月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

64
膵癌治療における集学的治療の成績と治療効果
予測因子の検討

外科 令和3年2月 令和8年2月

65
FDG-PETを用いた原因不明の炎症反応の精査に関
する検討

研究所画像研
究部門

令和3年2月 令和7年3月

66
内視鏡手術多施設データベース構築および情報
支援内視鏡外科システム構築

産婦人科 令和3年3月 令和7年3月

67
子宮筋腫と子宮肉腫を術前に鑑別するアルゴリ
ズム作成のための研究

産婦人科 令和3年3月 令和6年3月

68
病理診断のための人工知能（病理診断支援Ａ
Ｉ）開発と統合的「ＡＩ医療画像知」の創出

病理診断科 平成30年7月 令和13年3月

69
院内ファシリテーター要請研修の現状と課題
－4年間の受講生のアンケートから見えてきたも
の－

ICU 令和2年4月 令和6年3月

70
がん合併の低リスク肺塞栓症患者の最適な抗凝
固療法の投与期間を検証する研究

循環器内科 令和3年4月 令和5年8月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

71

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+べ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

外科 平成27年4月 令和5年2月

72
子宮頸癌術後再発中リスク群に対する抗癌剤治
療の有用性に関する他施設共同後方視的研究

産婦人科 令和3年1月 令和7年3月

73
初期卵巣明細胞癌における再発予測因子に関す
る後方視的検討

産婦人科 令和3年6月 令和5年12月

74
膠原病難治性病態の早期診断、病態解明および
新たな治療方針確立のための研究

免疫内科 令和3年7月 令和8年7月

75
全身性エリテマトーデスの病態解明、最適治療
法確立のための観察研究

免疫内科 令和3年6月 令和13年6月

76
腸骨動脈病変における生体吸収性末梢血管用ス
テント留置後の予後調査

循環器内科 令和3年6月 令和4年3月

77
肝癌に対する「解剖学的肝切除」と「部分切
除」の成績の比較

外科 令和3年7月 令和4年3月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

78
腹腔鏡下肝・膵切除術の安全性と腫瘍学的効
果・費用対効果に関する分析

外科 令和3年7月 令和4年3月

79
各種アミロイドPET製剤に汎用性のある客観的解
析法の開発

研究所 令和3年6月 令和6年3月

80
BRAF　V600E変異陽性切除不能大腸癌肝転移に対
するconversion療法に関する多施設共同前向き
観察研究

外科 令和3年7月 令和9年3月

81
2型糖尿病患者に対する消化器悪性腫瘍手術にお
いて術前血糖コントロールが術後成績に及ぼす
影響に関する他施設共同後ろ向き観察研究

外科 令和3年7月 令和4年3月

82
関節リウマチを対象とした日常診療下における
サリルマブの前向き観察研究

免疫内科 令和3年8月 令和5年1月

83

「JCOG1911A1」：JCOG1911「高齢者または移植
拒否若年者の未治療多発性骨髄腫患者に対する
ダラツムマブ＋メルファラン＋プレドニゾロン
＋ボルデゾミブ(D-MPB)導入療法後のダラツムマ
ブ単独療法とダラツムマブ＋ボルデゾミブ併用
維持療法のランダム化第Ⅲ相試験」の付随研究

血液・腫瘍内
科

令和3年8月
解析レポート

提出まで

84
日本産婦人科学会　婦人科腫瘍委員会　婦人科
悪性腫瘍登録事業および登録情報に基づく研究

産婦人科 令和3年8月 令和9年12月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

85
滋賀県脳卒中対策推進事業等およびAMEDによる
脳卒中を含む循環器疾患登録研究

医療情報室 平成30年1月 令和4年3月

86
腫瘍性崩壊症候群予防としての補液量に関する
単施設後方視的研究

薬剤部 令和3年8月 令和5年8月

87
抗菌薬適正使用支援チームによる血液培養陽性
患者に対する介入効果の検討

薬剤部 令和3年8月 令和5年8月

88
全身FDG-PET/CT検査における、生理的分布の
variationに及ぼす各種因子の後方視的解析

研究所 令和2年2月 令和7年3月

89
ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・
副作用に関する研究

血液・腫瘍内
科

令和3年9月 令和8年9月

90

JCOG1911：高齢者または移植拒否若年者の未治
療多発性骨髄腫患者に対するダラツムマブ＋メ
ルファラン＋プレドニゾロン＋ボルデゾミブ
（D-MPB）導入療法後のダラツムマブ単独療法と
ダラツムマブ＋ボルデゾミブ併用維持療法のラ
ンダム化第Ⅲ相試験

血液・腫瘍内
科

令和3年1月 令和13年1月

91 日本におけるリステリア症の臨床疫学的研究 感染管理室 令和3年10月 令和5年12月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

92
小細胞肺がんの免疫併用療法における発熱性好
中球減少症発現への影響に関する単施設後方視
的研究

薬剤部 令和3年9月 令和5年9月

93
子宮肉腫予後予測における治療前炎症性バイオ
マーカーの有用性に関する研究

産婦人科 令和3年10月 令和5年10月

94

JCOG2008：未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫に対
するオビヌツズマブ＋ベンダムスチン療法後の
オビヌツズマブ維持療法の省略に関するランダ
ム化第Ⅲ相試験

血液・腫瘍内
科

令和3年10月 令和15年4月

95 当科におけるALPPS手術の治療成績の検討 外科 令和3年10月 令和4年3月

96
緊急手術を受けた患者家族の術後初回面会まで
の体験～消化器外科手術後の患者家族へのイン
タビューを通して～

ICU 令和3年11月 令和9年3月

97
前立腺がんに対するロボット支援根治的前立腺
全摘術の多機関共同観察研究

泌尿器科 令和3年11月 令和9年3月

98
静脈血栓塞栓症患者の診療実態とその予後を検
討する多施設ヒストリカルコホート研究

循環器内科 令和3年11月 令和14年11月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

99
「JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバン
ク」JCOG2008の附随研究

血液・腫瘍内
科

令和3年11月 無期限

100 固形腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 乳腺外科 令和3年12月 令和6年3月

101
人工内耳の術前術後の検査所見、手術所見、電
極の種類と装用効果

耳鼻いんこう
科

令和3年12月 令和13年12月

102 循環器内科外来における下肢浮腫の状況 循環器内科 令和3年12月 令和4年12月

103
アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同
後方視的研究(ANKL22)

血液・腫瘍内
科

令和3年12月 令和7年9月

104
両側同時人工股関節置換術の有用性についての
検討

整形外科 令和4年1月 令和4年4月

105
大腸癌肝転移に対する肝切除法と予後に関する
多施設共同前向き観察研究

外科 令和4年1月 令和11年3月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

106
膵癌切除症例に対する術後補助化学療法として
のＳ-１療法の投与期間と予後の関連についての
検討

外科 令和4年2月 令和6年2月

107
分子標的薬を受けるがん患者のFinancial
Toxicity（経済毒性）の様相

外来 令和4年1月 令和4年6月

108
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 令和4年2月 令和4年3月

109
血液透析中の消化器癌患者に対するFOLFOX療法
の安全性と有効性に関する多施設共同研究

消化器内科 令和4年1月 令和6年9月

110
高悪性度胸腺上皮性腫瘍に対する術中リンパ節
サンプリングに関する研究

呼吸器外科 令和4年2月 令和9年2月

111
腹腔鏡下胃癌手術後の腹腔内感染性合併症の予
防に対するポリグリコール酸シートの有効性と
安全性に関する第Ⅱ相臨床試験

外科 令和4年2月 令和6年2月

112
血液中miRNA測定による消化器癌の診断法確立に
向けた研究

消化器内科 令和4年2月 令和6年8月



番号 研究実施名 診療科 実施開始 実施終了

113
膵体尾部癌切除術における左副腎合併切除の意
義の検討

外科 令和4年2月 令和5年12月

114
がん診療におけるリアルワールドデータ（RWD）
収集に関する多施設共同研究

外科 令和3年11月 令和5年3月

115

切除不能進行・再発肺原発肉腫様癌に対する免
疫チェックポイント阻害剤、あるいは化学療法
と免疫チェックポイント阻害剤併用療法の有効
性と安全性を検討する後ろ向きコホート研究

呼吸器内科 令和4年2月 令和5年8月

116
環状鉄芽球および血小板増加症を伴う骨髄異形
成／骨髄増殖性疾患の後方視的解析

血液・腫瘍内
科

令和4年2月 令和7年3月




































