
 

「進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験の 

PFS と OSの追加解析 （WJOG5108LFS）」のための診療情報提供のお願い 

先端医療センター 病院長 

 

当センター総合腫瘍科では、進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ

相試験（WJOG5108L）に登録された患者さんの追跡調査を多施設共同で行っています。 

 

○対象となる方 

 過去に進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験（WJOG5108L）

に登録された患者さん 

 

○研究の目的と方法 

 進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験（WJOG5108L）に登録

された患者さんのうち、EGFR遺伝子変異陽性の患者さんのゲフィチニブ群とエルロチニブ群の全生存期 

間を確定します。また、治療開始時点での脳転移の有無を再調査して両群の脳転移患者さんに対する有

効率に違いがあるかを検討します。 

 

本研究は対象患者さんの予後、ならびに治療開始時の脳転移の有無を診療記録を見直すことにより調査

し、検討することを目的としています。 

 この研究は過去に行われた治療の経過を調査するものであり、患者さんに新たな費用や検査が生じる

ことはありません。 

 

○調査項目 

・生存情報  

 ・治療開始時の脳転移の有無 

 

○本研究の実施体制 

 本研究は、先端医療センター総合腫瘍科の片上 信之が代表研究者・施設研究責任者として行います。

その他、西日本がん研究機構(WJOG)に所属する、複数の施設が参加する多施設共同研究として実施し

ます。 

 

○診療情報の取り扱い 

 本研究は参加施設毎に該当患者さんの診療情報を症例報告用紙に記入し、郵送にて WJOG へ提出し、

データ集計を行います。 

その際、診療情報から個人を識別できる情報を削除し、独自の符号を付した症例登録用紙を作成します。

個人情報と符号の対応表は個人情報管理責任者の倫理・安全課 斎藤 英治が厳重に管理します。 

 

○問い合わせ先 

 本研究に関するご質問等がありましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。 

 ご希望があれば、ほかの研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、 



研究計画書及び関連資料を閲覧することができますのでお申出ください。 

 

 照会先および問い合わせの連絡先： 

  先端医療センター 総合腫瘍科 片上 信之 

  神戸市中央区港島南町 2丁目 2番 

  TEL 078-304-5200 (代表) 

 

 研究代表者・研究責任者： 

  先端医療センター 総合腫瘍科 片上 信之  

  

 参加施設 (2017年 10月 4日時点) 

 

施設名 科名 施設代表者名 

先端医療センター病院 総合腫瘍科 片上 信之 

倉敷中央病院 呼吸器内科 吉岡 弘鎮 

兵庫県立がんセンター 呼吸器内科 里内 美弥子 

九州がんセンター 呼吸器科 竹之山 光広 

広島市立広島市民病院 腫瘍内科・呼吸器内科 岩本 康男 

神戸市立医療センター中央市民病院 呼吸器内科 大塚 浩二郎 

東京医科大学病院 呼吸器外科 池田 徳彦 

静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科 高橋 利明 

大阪市立総合医療センター 臨床腫瘍科 武田 晃司 

大阪医科大学附属病院 第一内科（呼吸器内科） 後藤 功 

名古屋市立大学病院 
呼吸器内科 

呼吸器外科 

新実 彰男 

小栗 鉄也 

大阪府立成人病センター 呼吸器内科 今村 文生 

名古屋医療センター 呼吸器科 坂 英雄 

仙台厚生病院 呼吸器内科 菅原 俊一 

四国がんセンター 
呼吸器内科 

胸部外科 

野上 尚之 

山下 素弘 

近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 中川 和彦 

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 肺腫瘍内科 平島 智徳 

大阪市立大学医学部附属病院 呼吸器内科 川口 知哉 

兵庫県立淡路医療センター 外科（肺がん） 松岡 英仁 

刀根山病院 呼吸器内科 横田 総一郎 

広島大学病院 呼吸器外科 岡田 守人 



京都桂病院 

呼吸器センター呼吸器

外科 

呼吸器センター呼吸器

内科 

寺田 泰二 

西村 尚志 

厚生連高岡病院 腫瘍内科 柴田 和彦 

福岡大学病院 呼吸器内科 渡辺 憲太朗 

飯塚病院 呼吸器内科 海老 規之 

愛知県がんセンター中央病院 呼吸器内科 樋田 豊明/堀尾 芳嗣 

金沢大学附属病院 心肺・総合外科 松本 勲 

聖隷三方原病院 呼吸器センター外科 丹羽 宏 

岐阜市民病院 呼吸器内科・腫瘍内科 澤 祥幸 

帝京大学医学部附属病院 腫瘍内科 関 順彦 

滋賀医科大学医学部附属病院 
呼吸器外科 

呼吸器内科 

手塚 則明 

中野 恭幸 

聖マリアンナ医科大学病院 呼吸器・感染症内科 宮澤 輝臣 

愛知医科大学病院 呼吸器・アレルギー内科 山口 悦郎 

神鋼病院 呼吸器センター 吉松 昭和 

山口宇部医療センター 内科 上岡 博 

関西医科大学附属  滝井病院 第一内科 清水 俊樹 

近畿大学医学部奈良病院 腫瘍内科 上田 眞也 

杏林大学医学部付属病院 呼吸器外科 近藤 晴彦 

熊本中央病院 呼吸器内科 牛島 淳 

横浜市立市民病院 
呼吸器内科 

腫瘍内科 
岡本 浩明 

九州大学病院 
呼吸器科 

第二外科 

中西洋一 

前原 喜彦 

兵庫医科大学病院 内科学呼吸器 RCU科 中野 孝司 

熊本大学医学部附属病院 呼吸器内科 佐伯 祥 

県立宮崎病院 内科 姫路 大輔 

大阪府立急性期・総合医療センター 呼吸器内科 谷尾 吉郎 

和泉市立病院 腫瘍内科 佃 博 

富山大学附属病院 臨床腫瘍部 菓子井 達彦 

香川県立中央病院 呼吸器内科 宮脇 裕史 

県立広島病院 
呼吸器内科 

臨床腫瘍科 

篠崎 勝則 

篠崎 勝則 



市立吹田市民病院 外科（肺がん） 横内 秀起 

熊本地域医療センター 呼吸器内科 千場 博 

大分大学医学部附属病院 腫瘍内科 白尾 國昭 

栃木県立がんセンター 呼吸器外科 松隈 治久 

大同病院 呼吸器科・腫瘍内科 杉浦 孝彦 

神戸大学医学部附属病院 呼吸器内科 立原 素子 

中津市立中津市民病院 呼吸器外科 福山 康朗 

旭川医科大学病院 呼吸器センター 大崎 能伸 

トヨタ記念病院 呼吸器科 杉野 安輝 

佐賀大学医学部附属病院 血液・呼吸器・腫瘍内科 荒金 尚子 

沖縄病院 
呼吸器内科 

外科 

仲本 敦 

饒平名 知史 

東海大学医学部付属病院 呼吸器内科 浅野 浩一郎 

新別府病院 呼吸器内科 伊藤 和信 

大阪府済生会中津病院 呼吸器内科 長谷川 吉則 

 


