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JP16ae0101070-01 患者組織比較糖鎖プロファイリング
糖鎖利用による革新的創薬技術
開発事業

本プロジェクトでは、将来治療薬製造会社によって分子標的薬として実用化
が期待される、糖鎖標的およびその補足抗体の開発を進めています。その成
果物の中に、臨床サンプルを利用してレクチンアレイ及び質量分析により取得
した糖タンパク質構造データ(糖鎖プロファイル、選抜レクチン結合性糖タンパク
質リスト、および糖鎖標的候補分子の精密解析データ)が含まれております。

10程度の疾患の組織400
症例のアレイ画像データ及
びExcelファイルの合計約１
TB

内部関係者と共有
地方独立行政法人大阪府立
病院機構大阪国際がんセン
ター  糖鎖オンコロジー部

谷口　直之 2021-11-22

JP16ak0101046-01
医薬品開発支援、生物資源研
究支援、レギュレーション策定支援

薬用植物の国内栽培推進を指
向した基盤技術及び創薬資源の
開発に関する研究

漢方薬に使用される薬用植物・生薬に関する各種情報（基原植物、成
分、遺伝子、栽培方法等）

テキスト、画像データ　約
250GB

公開

国立研究開発法人医薬基
盤・健康・栄養研究所　薬用
植物資源研究センター（現
在の所属）高知県立牧野植
物園

川原信夫 2021-11-11

JP16ak0101048-01 PDXおよびPDX由来培養資源
ヒトへの外挿性を向上させた培養
細胞資源開発と供給体制整備

研究によって開発されたPDXおよびPDX由来細胞資源に関するデータ
PDXおよびPDX由来培養
資源300種

公開
国立研究開発法人　医薬基
盤・健康・栄養研究所

小原　有弘 2021-03-31

JP16ak0101049-01 遺伝子改変マウスリソース
マウスバンク機能の拡充による創
薬イノベーションの迅速化

マウスバンクに寄託されている遺伝子改変マウス系統および凍結胚・精子の情
報

2,465系統 公開
国立大学法人熊本大学生命
資源研究・支援センター

竹尾　透 2021-11-13

JP18ak0101086-01 HTLV-1感染者のゲノムデータ
Indolent ATLの分子標的同定
とEZH1/2阻害薬の適応拡大を
目指した研究

次世代シークエンサーを用いたHTLV-1感染者のゲノム、エピゲノム、遺伝子
発現解析

症例20人分 公開
国立大学法人東京大学 大
学院新領域創成科学研究科

山岸　誠 2021-11-25

JP18ak0101086-02 HTLV-1感染者のエピゲノムデータ
Indolent ATLの分子標的同定
とEZH1/2阻害薬の適応拡大を
目指した研究

次世代シークエンサーを用いたHTLV-1感染者のゲノム、エピゲノム、遺伝子
発現解析

症例20人分 内部関係者と共有
国立大学法人東京大学 大
学院新領域創成科学研究科

山岸　誠 2021-11-25

JP18ak0101086-03
HTLV-1感染者の遺伝子発現
データ

Indolent ATLの分子標的同定
とEZH1/2阻害薬の適応拡大を
目指した研究

次世代シークエンサーを用いたHTLV-1感染者のゲノム、エピゲノム、遺伝子
発現解析

症例100人分 内部関係者と共有
国立大学法人東京大学 大
学院新領域創成科学研究科

山岸　誠 2021-11-25

JP18ak0101090-01
フローマイクロリアクターを用いたクロ
スカップリング反応における条件検
討ならびに連続運転のノウハウ

有機リチウム反応の高次制御によ
るクロスカップリング反応プロセスの
高度化

フロー型のマイクロリアクターのよるカップリングプロセスによる連続生産技術
word, excel, pptファイル
など約10MB

非公開
国立大学法人京都大学　大
学院工学研究科　合成・生
物化学専攻

永木愛一郎 2021-11-25

JP18ak0101094-01
次世代バイオ医薬品の高度な生
産技術に関する教育プログラム及
びその根拠資料

次世代バイオ医薬品の高度な生
産技術に関する人材育成に資す
る教育プログラムの作成

分担研究者の事業実績報告書に記載する研究成果の根拠となるデータ
PowerPoint, Excel, 
Word, PDFファイル 上限
1TB

内部関係者と共有
一般社団法人　バイオロジクス
研究・トレーニングセンター

豊島聰 2021-11-17

JP17ck0106295-01

非小細胞肺がんの転移活性を評
価し、術後補助化学療法の効果
を予測するバイオマーカーの実用
化に関する研究

非小細胞肺がんの転移活性を評
価し、術後補助化学療法の効果
を予測するバイオマーカーの実用
化に関する研究

完全切除後非小細胞肺がんに対するバイオマーカーによる転移活性評価と
補助化学療法の有効性を確認するための後ろ向き観察研究、臨床性能試
験を行い、非小細胞肺がんの転移を予測し術後補助化学療法の効果を予
測か否かにおける統計解析結果

症例1140 その他（未定など） 学校法人日本医科大学 久保田　馨 2021-12-17

JP18ck0106404-01
腫瘍関連線維芽細胞のRNA-
seqデータ、MethyC-seqデータ

防御シールドを形成し、免疫監視
を回避するがん微小環境の理解と
医療シーズへの展開

臨床膵癌患者から培養した腫瘍関連線維芽細胞のRNA-seqデータ(6検
体)、WGBS-seq(2検体）

テキストファイル100Gバイト 内部関係者と共有

国立研究開発法人産業技術
総合研究所 細胞分子工学
研究部門 ステムセルバイオテ
クノロジー研究グループ

木田　泰之 2022-01-26

JP18ck0106405-01 遺伝子・ゲノム
細胞外miRNAとCMTM6 – 
PD-L1ネットワークを標的とした革
新的肉腫核酸医療の構築

肉腫臨床検体の遺伝子発現解析データ
肉腫症例３０人分、エクセ
ルファイル約50MB

その他（未定など）
国立研究開発法人国立がん
研究センター

土屋　直人 2022-01-26

JP18ck0106406-01
肺がん患者Biglycan 発現と臨
床病理学的因子の比較

腫瘍血管・がん微小環境のネット
ワークの解明と新規血管新生阻
害療法の開発

肺がん患者約50例の血液プルを用いた腫瘍血管内皮マーカーBiglycan
ELISA解析結果ならびに臨床情報

症例５０人分 公開猶予期間
大学院歯学研究院 口腔病
態学分野 血管生物分子病
理学教室

樋田　京子
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JP18ck0106406-02
腫瘍血管内皮細胞の遺伝子変
異

腫瘍血管・がん微小環境のネット
ワークの解明と新規血管新生阻
害療法の開発

腎癌腫FFPEからLMDで分離した腫瘍血管内皮細胞の全エクソン解析 3症例 内部関係者と共有
大学院歯学研究院 口腔病
態学分野 血管生物分子病
理学教室

樋田　京子 2022-01-28

JP18ck0106408-01 無作為化比較試験
低線量CTによる肺がん検診の実
用化を目指した無作為化比較試
験研究

低線量CTによる肺がん検診の有効性の有無 症例約27,000人分
最終的な結果を論
文で公表するまでは
非公開

東北医科薬科大学　医学部　
光学診療部

佐川元保 2021-11-17

JP18ck0106417-01
AdSOCS3による抗腫瘍効果と腫
瘍マーカーとの相関の解析

悪性胸膜中皮腫に対する
AdSOCS3を用いた新規遺伝子
治療の医師主導治験に関する研
究

悪性胸膜中皮腫に対するAdSOCS3を用いた新規遺伝子治療の医師主導
治験(Phase 1a)

臨床試験に伴って得られる各種臨床所見データ、試験検査データ、治療効
果判定に関連するデータ、疾患の転帰に関するデータなどが症例ごとにEDCに
よって集積される。

EDCデータは、本試験で構築するEDCよりエクスポートされる電子データを指
す。エクスポートされた電子データは汎用的な統計解析ソフトウェア（SASや
R）にインポートし、データ解析を実施する。この過程で作成される解析アウト
プットは治験総括報告書ならびに附随する報告書に記載される。

最大症例21人分 内部関係者と共有
国立大学法人高知大学教育
研究部医療学系臨床医学部
門

仲　哲治 2021-12-08

JP18ck0106419-01
難治急性リンパ性白血病に対す
るボルテゾミブ追加多剤併用療法
の医師主導第II相治験

難治急性リンパ性白血病に対す
るボルテゾミブ追加多剤併用療法
の医師主導第Ⅱ相治験

EPテクノ社製のEDC（E-DMS online）を用いて患者登録ならびに症例
データを格納する。
DC計画書に下記のデータ管理に関する業務内容を記載する。
・システムの構築にあたっては以下の書類を作成する。
　・登録データベース仕様書
　・適格性判定条件
　・登録画面仕様書
　・CRFデータベース仕様書
　・CRFチェック仕様書
　・CRF画面仕様書
　・UAT計画書
　・UAT手順書
　・UAT報告書
・データ収集とデータクリーニングにおいては治験実施計画書を参照し、以下の
書類を作成する。
　・症例登録業務手順書　
　・データマネジメント業務手順書
　・入力マニュアル

17症例分 非公開
国立研究開発法人 国立がん
研究センター中央病院 小児
腫瘍科

小川 千登世 2021-12-08

JP18ck0106421-01
臨床試験情報、上記薬剤の薬物
動態データ

難治性神経芽腫に対する分化誘
導療法併用下でのエピジェネティッ
ク治療開発

神経芽腫を対象としたタミバロテン、デシタビン併用第II相試験 症例約３０人分 非公開 株式会社EPSデータセンター 奥村麻乃 2021-12-08

JP18ck0106423-01 医師主導治験ALL-RET
RET肺がんに対するアレクチニブの
医師主導治験と耐性機構の解析

医師主導治験の解析データ及び患者臨床情報 35症例分 公開
国立大学法人金沢大学　が
ん進展制御研究所　腫瘍内
科

矢野　聖二 2021-12-08

JP18ck0106426-01
[18F]FSU-880の第Ⅱ相臨床
研究

前立腺がん治療の最適化に向け
た革新的なPET画像診断システ
ムの構築

本研究では、①前立腺がん診断用PET診断薬として開発した[18F]FSU-
880について臨床POCの取得を目指し、前立腺癌の再発が疑われる患者に
対して第Ⅱ相臨床研究（有効性試験）を実施、②PET核種F-18の代わり
に小型ジェネレーターにて製造可能なGa-68を[18F]FSU-880の母体骨格
に標識する[68Ga]MCCGを開発、非臨床POCの取得を目指す。

症例100人分のPET/CT
画像データ（投与後2タイ
ムポイント/症例、合計約
50GB）

内部関係者と共有
国立大学法人京都大学 医
学部附属病院

中本 裕士 2021-12-08
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JP18ck0106427-01
前立腺がんに対するDynamic 
Wave Arc強度変調放射線治
療の前向き観察研究

次世代Dynamic WaveArc照
射法の開発と⾧期有効性・安全
性の評価

DWAに関する臨床試験データおよび医学物理研究データ
症例100人分のデータを入
力したExcelファイル　
10MB程度

公開猶予期間
国立大学法人京都大学大学
院医学研究科放射線腫瘍
学・画像応用治療学

溝脇　尚志 2021-11-16

JP18ck0106427-02

可変軌道Dynamic WaveArc
を用いた放射線治療の実行可能
性と線量投与正確性検証のため
の臨床研究

次世代Dynamic WaveArc照
射法の開発と⾧期有効性・安全
性の評価

DWAに関する臨床試験データおよび医学物理研究データ

症例25例（乳がん、脊椎
転移）分の臨床データを入
力したExcelファイル　1MB
以内

公開猶予期間
国立大学法人京都大学大学
院医学研究科放射線腫瘍
学・画像応用治療学

溝脇　尚志 2021-11-16

JP18ck0106427-03
DWAの加速乳房部分照射への
適応拡大に関するplanning 
studyのデータ

次世代Dynamic WaveArc照
射法の開発と⾧期有効性・安全
性の評価

DWAに関する臨床試験データおよび医学物理研究データ
症例25例分のデータを入
力したExcelファイル

内部関係者と共有
国立大学法人京都大学大学
院医学研究科放射線腫瘍
学・画像応用治療学

溝脇　尚志 2021-11-16

JP18ck0106427-04
DWAの脊椎転移への適応拡大
に関するplanning studyのデー
タ

次世代Dynamic WaveArc照
射法の開発と⾧期有効性・安全
性の評価

DWAに関する臨床試験データおよび医学物理研究データ 症例10例分 内部関係者と共有
国立大学法人京都大学大学
院医学研究科放射線腫瘍
学・画像応用治療学

溝脇　尚志 2021-11-16

JP18ck0106427-05

DWA適応拡大に向けた医学物
理研究，及び，DWA照射技術
の汎用化に向けた医学物理研究
のデータ

次世代Dynamic WaveArc照
射法の開発と⾧期有効性・安全
性の評価

DWAに関する臨床試験データおよび医学物理研究データ
治療装置のビームデータや
ログファイル，解析ソフト，
検証用シート　3GB程度

内部関係者と共有
国立大学法人京都大学大学
院医学研究科放射線腫瘍
学・画像応用治療学

溝脇　尚志 2021-11-16

JP18ck0106427-06
DWA法の⾧期的な有用性および
安全性評価

次世代Dynamic WaveArc照
射法の開発と⾧期有効性・安全
性の評価

DWAに関する臨床試験データおよび医学物理研究データ
症例66人分、Exelファイル
約1MB

内部関係者と共有
国立大学法人京都大学大学
院医学研究科放射線腫瘍
学・画像応用治療学

溝脇　尚志 2021-11-16

JP18ck0106428-01 JCOG1109研究データセット
局所進行食道癌に対する新しい
術前治療を確立する研究

JCOG Web Entry System を介して患者登録割付システム（GRASS 
ver.2.0）およびEDCシステム（E-DMS Online ver.4.0）に格納される。
各システムの構築にあたっては以下の仕様書を作成する。
・患者登録システム要件書
・データベース設計書
・Annotated CRF（注釈付症例報告用紙）
また、データ収集とデータクリーニングにおいては試験実施計画書を参照し、以
下の書類を作成する。
・データマネジメント計画書
・データチェック仕様書
・エンドポイント定義表

症例601人分

主たる解析は
2022/1月公表予
定であるが、患者追
跡中であり、2023
年に最終解析を実
施し試験結果を公
表するまでは非公開

国立がん研究センター中央病
院 臨床研究支援部門 データ
管理部

福田　治彦 2021-11-19

JP18ck0106429-01 JCOG1505研究データセット

非浸潤性乳管癌（DCIS）に対
する有効かつ安全な患者QOLの
向上をめざした手術省略による新
たな標準治療開発のための多施
設共同臨床試験

JCOG Web Entry System を介して患者登録割付システム（GRASS 
ver.2.0）およびEDCシステム（E-DMS Online ver.4.0）に格納される。
各システムの構築にあたっては以下の仕様書を作成する。
・患者登録システム要件書
・データベース設計書
・Annotated CRF（注釈付症例報告用紙）
また、データ収集とデータクリーニングにおいては試験実施計画書を参照し、以
下の書類を作成する。
・データマネジメント計画書
・データチェック仕様書
・エンドポイント定義表

症例340人分 非公開
新潟県立がんセンター新潟病
院　臨床部

神林　智寿子 2021-11-16
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JP18ck0106430-01 JCOG1409研究データセット

臨床病期I/II/III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

JCOG Web Entry System を介して患者登録割付システム（GRASS 
ver.2.0）およびEDCシステム（E-DMS Online ver.4.0）に格納される。
各システムの構築にあたっては以下の仕様書を作成する。
・患者登録システム要件書
・データベース設計書
・Annotated CRF（注釈付症例報告用紙）
また、データ収集とデータクリーニングにおいては試験実施計画書を参照し、以
下の書類を作成する。
・データマネジメント計画書
・データチェック仕様書
・エンドポイント定義表

症例300人分 非公開 慶應義塾大学医学部 北川雄光 2021-11-24

JP18ck0106435-01
TAM-18臨床研究登録症例の
臨床データ

「一過性骨髄異常増殖症(TAM)
に対する化学療法および白血病
発症予防法の確立を目指した第
２相臨床試験」の開発

TAM-18臨床研究登録症例の臨床データ
症例250例分（研究終了
時）

その他（未定など）
国立大学法人東海国立大学
機構名古屋大学医学部附属
病院小児科

村松　秀城 2021-11-30

JP18ck0106439-01 PEARL5試験データセット
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
の難治性病型に対する治療研
究:フォローアップ

PEARL5試験に登録された患者の診断、治療前背景因子、治療内容、試
験治療の有効性および安全性、予後に関する情報

症例47人分:エクセルファ
イル約0.2MB

その他（未定など）
国立大学法人三重大学　医
学部附属病院

山口素子 2021-11-29

JP18ck0106440-01 JCOG1607研究データセット

高齢者HER2陽性進行乳癌に対
するT-DM1療法とペルツズマブ＋
トラスツズマブ＋ドセタキセル療法
のランダム化比較第III 相試験

・患者登録システム要件書
・データベース設計書
・Annotated CRF（注釈付症例報告用紙）
・データマネジメント計画書
・データチェック仕様書
・エンドポイント定義表

症例127人分

非公開（患者登録
中であり、最終解析
を実施し試験結果を
公表するまでは非公
開）

国立大学法人 島根大学医
学部附属病院 先端がん治療
センター

田村 研治 2021-11-29

JP18ck0106445-01 臨床研究

血液循環腫瘍DNA解析を活用
した切除不能・進行再発大腸が
んにおけるがんゲノム異常の
Clonal Evolutionに関する網羅
的カタログの作成

GI-SCREENとGOZILAのゲノムデータと臨床情報を統合するリレーショナル
データベース

600例 内部関係者と共有
国立がん研究センター東病院 
消化管内科

中村 能章 2022-01-05

JP18ck0106446-01
医師主導治験における臨床評価
および免疫学的評価

子宮頸癌予防のためのリスク低減
を目的としたヒトパピローマウイルス
（HPV）標的粘膜免疫療法の
医師主導治験

第I/II相医師主導治験の臨床データおよび免疫学的評価データとして治験
参加者の臨床データ（組織診、細胞診、ウイルス検査、血液検査、理学的
所見、自覚症状）と免疫学的評価データ（E7発現、免疫細胞数、E7特
異的免疫応答能）がある。これらは、外部委託したCRO（シミック㈱）の研
究事務局が管理（データクリーニング、モニターリングを含む）する。

症例164人分 非公開 日本大学医学部 川名　敬 2021-11-25

JP18ck0106449-01

次世代シークエンサーによる網羅
的がん関連遺伝子パネル解析を
用いた
HER2遺伝子変異陽性の進行非
小細胞肺癌に対する治療開発を
目指した研究

次世代シークエンサーによる網羅
的がん関連遺伝子パネル解析を
用いた
HER2遺伝子変異陽性の進行非
小細胞肺癌に対する治療開発を
目指した研究

次世代シークエンサー（NGS）を用いた網羅的遺伝子パネル検査により、
HER2 exon20挿入変異陽性非小細胞肺癌のスクリーニングを行い、本疾
患に対するトラスツズマブ・エムタンシン（T-DM1）の効果を検討する第II相
臨床試験を医師主導治験にて実施する。データ原本（医師主導治験内で
得られた臨床情報、HER2 exon20挿入変異検出におけるNGSに関する
情報）はEDCに入力し保存する。

症例22人分 内部関係者と共有 九州大学病院　呼吸器科 岡本　勇 2021-12-08

JP18ck0106450-01 治験
ROS1融合遺伝子陽性の進行固
形がんに対する治療開発を目指し
た研究

EDCデータは、本試験で構築するEDCよりエクスポートされる電子データを指
す。エクスポートされた電子データは汎用的な統計解析ソフトウェア（SASや
R）にインポートし、データ解析を実施する。この過程で作成される解析アウト
プットは治験総括報告書ならびに附随する報告書に記載される。

症例51例分 公開
国立大学法人 東京大学大
学院 医学系研究科 生物統
計情報学

野村尚吾 2021-12-08
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データNo. データの名称 プロジェクト名 データの説明 概略データ量 アクセス権 データ管理機関 データ管理者
掲載日・

掲載更新日

JP18ck0106451-01
新規BSH製剤(OKD-001および
OKD-002)の非臨床POCを確立
するデータ

膠芽腫におけるBNCTプレシジョ
ン・メディシン化を実現する統合的
分子基盤の創出

膠芽腫に対するホウ素中性子捕捉療法に用いるホウ素製剤としての
新規BSH製剤(岡山大学内開発コード:OKD-001およびOKD-002)の
非臨床POC確立に関するデータ

画像データ約300～1,000
枚、Excel file約1MBなど

その他（未定など）
国立大学法人岡山大学　大
学院医歯薬学総合研究科

藤村　篤史 2021-12-08

JP18ck0106455-01 圧迫療法の臨床試験データ

弾性圧迫グローブ・ストッキングによ
る圧迫療法の
化学療法起因性末梢神経障害
予防効果を検討する探索的な
多施設共同ランダム化比較試験

臨床試験において収集した評価項目等を収集したデータ。付随研究参加症
例においては試料の解析結果も連結可能である。

Excelファイル約１MB 内部関係者と共有
国立大学法人京都大学医学
部附属病院腫瘍内科

川口　展子 2021-11-16

JP18ck0106458-01
外科的がん切除後のせん妄の発
症及び続発的認知機能低下を
予測するバイオマーカーの開発

外科的がん切除後のデクスメデトミ
ジンによる鎮静に不応な重症せん
妄発症を予測するバイオマーカー
の開発

本研究では、国立がん研究センター中央病院で構築した術後せん妄コホート
の情報および解析用の試料を利用している。また外科的がん切除後のせん妄
発症を予測するバイオマーカー開発のために、複数の分子を測定しており、こ
れらの結果も合わせて保存している。

症例327人分 内部関係者と共有
学校法人慈恵大学東京慈恵
会医科大学疼痛制御研究講
座

上園　保仁 2021-11-26

JP18ck0106459-01
AGCT1531国際共同臨床試験
の実施において得られた結果

小児からAYA世代頭蓋外胚細胞
腫瘍の治療毒性低減を目指した
国際共同臨床試験

胚細胞腫瘍を対象として治療毒性を低減するAGCT1531第3相臨床試験
の実施において得られた結果（臨床試験におけるデータマネジメント業務に関
するデータを除く）

症例延べ100人分　テキス
トデータ

公開 慶應義塾大学医学部 黒田　達夫 2021-11-16

JP18ck0106461-01

ダウン症合併骨髄性白血病に対
する標準的治療法の確立に関す
る研究開発のための臨床研究の
情報

ダウン症合併骨髄性白血病に対
する標準的治療法の確立

ダウン症合併骨髄性白血病に対する標準的治療法の確立に関する研究開
発のための臨床研究の情報

症例約110例分 その他（未定など）
国立大学法人滋賀医科大学 
医学部医学科　小児科学講
座

多賀　崇 2021-11-16

JP18ck0106462-01

小児および若年成人のEBウイル
ス関連血球貪食性リンパ組織球
症に対するリスク別多施設共同第
II相臨床試験の情報

小児および若年成人のEBウイル
ス関連血球貪食性リンパ組織球
症に対するリスク別多施設共同第
II相臨床試験

小児および若年成人のEBウイルス関連血球貪食性リンパ組織球症に対する
リスク別多施設共同第II相臨床試験より得られた情報

登録症例約60例分 その他（未定など）
国立研究開発法人　国立成
育医療研究センター

坂本謙一 2021-11-17

JP18ck0106463-01
高齢者におけるペムブロリズマブを
投与した症例における血中濃度お
よび薬理遺伝学的解析データ

高齢者非小細胞肺がん患者に対
する抗がん薬のPK/PDに基づく個
別化医療研究

高齢者におけるペムブロリズマブを投与した症例における血中濃度および薬理
遺伝学的解析データ

症例100人分 外部関係者と共有
国立研究開発法人　国立が
ん研究センター研究所　分子
薬理研究分野

濱田　哲暢 2021-11-16

JP19ck0106502-01 J-SUPPORT1603データ

進行がん患者に対するスクリーニン
グを組み合わせた看護師主導によ
る治療早期からの専門的緩和ケ
ア介入プログラムの臨床的有用性
を検証する無作為化比較試験

当該研究開発課題において収集する、医学的・社会的患者背景（年齢、
生年月日、性別、既往歴、家族歴、喫煙歴、職業歴、教育歴、婚姻状
況、がん診断日、ECOG-PS、がん種、化学療法のレジメン）、各評価指標
のスケール（簡便な質問票、FACT-L、PHQ-9、GAD-7、EQ-5D、病状認
識に関する質問紙、受けた医療サービスに関する質問紙）、介入内容（介
入職種、内容、面接に要した時間）、医療資源の利用状況、生存確認日・
死亡日などがデータに含まれる。

症例206人分 内部関係者と共有
国立研究開発法人　国立が
ん研究センター東病院　緩和
医療科

松本　禎久 2021-11-25

JP19ck0106530-01 JCOG1402研究データセット

子宮頸癌根治術後再発高リスク
患者に対する強度変調放射線治
療（IMRT）を用いた低毒性補
助療法の確立に向けての研究

JCOG Web Entry System を介して患者登録割付システム（GRASS 
ver.2.0）およびEDCシステム（E-DMS Online ver.4.0）に格納される。
各システムの構築にあたっては以下の仕様書を作成する。
・患者登録システム要件書
・データベース設計書
・Annotated CRF（注釈付症例報告用紙）
また、データ収集とデータクリーニングにおいては試験実施計画書を参照し、以
下の書類を作成する。
・データマネジメント計画書
・データチェック仕様書
・エンドポイント定義表

症例220人分 非公開 沖縄県立中部病院放射線科 戸板孝文 2021-11-17
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掲載日・

掲載更新日

JP16dk0207025-01 JPSC-AD研究統合データセット
健康⾧寿社会の実現を目指した
大規模認知症コホート研究

全国8地域（青森県弘前市、岩手県矢巾町、石川県中島町、東京都荒
川区、島根県海士町、愛媛県中山町、福岡県久山町、熊本県荒尾市）
における65歳以上の地域住民を対象とした認知症コホート研究データ。ベー
スライン調査項目として、教育歴や婚姻状況、居住状況、睡眠状況等の
データ、一般的な採血データ、頭部MRIデータ等を収集した

地域高齢住民11,957人
分、画像（頭部MRI)デー
タ10,073人分、ゲノムデー
タ 10,421人分、約5TB

内部関係者と共有
国立大学法人九州大学　大
学院医学研究院

二宮 利治 2021-11-15

JP16dk0207027-01 臨床研究（MCIレジストリ）
適時適切な医療・ケアを目指し
た、認知症の人等の全国的な情
報登録・追跡を行う研究

MCIレジストリにて収集した臨床情報をデータベースに登録している 症例1800人分 内部関係者と共有
国立研究開発法人国立⾧寿
医療研究センター

鳥羽研二 2021-11-15

JP18dk0307075-01
血液データ（代謝物、一部脂
質）

血液メタボローム解析による精神
疾患の層別化可能な客観的評
価法の確立と治療最適化への応
用

本研究では、精神疾患患者の血液データを取得し、抑うつ重症度や自殺念
慮のバイオマーカー開発を行っている。そのため、血液データを蓄積しており、主
にメタボローム解析を実施し、血中代謝物のデータを蓄積している

患者データ800名以上 内部関係者と共有
九州大学医学研究院精神病
態医学分野

加藤　隆弘 2021-11-16

JP18dk0307076-01
バイオマーカーを利用したうつ病の
層別化と治療計画策定法の立案
研究

バイオマーカーを利用したうつ病の
層別化と治療計画策定法の立案

うつ病患者における抗うつ薬による客観的臨床症状の変化、血液の変化、脳
画像の変化

症例約200人分、臨床
データと血液データと画像
データ

その他（未定など）
徳島大学大学院医歯薬学研
究部　精神医学分野

大森　哲郎 2021-11-16

JP18dk0307077-01 臨床研究、遺伝子/ゲノム
妊産婦前向きコホート研究の成
果を用いた要介入群の同定法と
支援策の開発

妊産婦の質問紙および血漿・血清・ゲノムデータ 妊産婦 約1600例分 内部関係者と共有
名古屋大学大学院医学系研
究科　精神医学分野

尾崎 紀夫 2021-11-15

JP18dk0307078-01 臨床研究

慢性抑うつの神経生理基盤の解
明とその病態に基づいた新規
ニューロモデュレーション治療法の
開発

慢性抑うつ者（治療抵抗性うつ病患者）80名の１）ベースラインにおける
MADRS総得点、２）TMS-EEGによるPAS指標、３）TMS治療後の
MADRS総得点

症例80人分、EEGデータ
80個、Excelファイル約
5MB

内部関係者と共有 慶應義塾大学医学部 野田　賀大 2020-02-29

JP18dk0307079-01 臨床試験

発達障害を有する大学生（中退
者、引きこもりを含む）へのショー
トケアプログラム開発と包括的支
援システムの構築

発達障害を持つ大学生のプログラム参加前後（対照群も含む）および家族
プログラム参加前後の評価尺度。大学支援機関、当事者、家族に対するア
ンケート調査。

症例140人分。アンケート
712（人、機関）分。

内部関係者と共有
昭和大学発達障害医療研究
所

太田晴久 2021-11-25

JP18dk0307080-01 ギャンブル障害の脳画像
ギャンブル障害に対するニューロ
フィードバック法の開発

ギャンブル障害のMRIデータ 数TB 内部関係者と共有
国立大学法人東京医科歯科
大学

高橋　英彦 2021-11-12

JP18dk0307081-01 患者レジストリ構築研究
精神疾患レジストリの構築・統合
により新たな診断・治療法を開発
するための研究

・第1層情報:人口統計学的情報、検査、処方歴、薬物療法以外の治療
歴、行動制限、障害福祉サービスの受給状況　　・第2層情報:特定の神
経回路に関連づけられた機能ドメインを反映する臨床情報　a)認知、社会
機能評価:BACS、JART、CGI-S、b)正・負の感情価:PANAS、
BIS/BAS、STAI、EQ 5D-5L、c)睡眠・覚醒・制御:PSQI、ISI、HAS、
d)処方内容・薬剤服薬歴:処方箋・薬剤服薬歴情報　　・ 第3層試料・
情報:生体試料、生体情報のカタログ情報

データ登録目標数:第1層
600例、第2層180例（第
1層の3割）、第3層60例
（第1層の1割）

外部関係者と共有
国立研究開発法人　国立精
神・神経医療研究センター

中込 和幸 2021-11-12

JP18dk0307082-01
発達障害者の緊急時支援アン
ケート

発達障害者の緊急時支援のチー
ム支援活動に関するマニュアル開
発のための研究

発達障害者の緊急時支援についての課題を探るために、支援者、発達障害
当事者、発達障害当事者家族へアンケート調査を行ったもの。

調査アンケート結果、約
600件分

内部関係者と共有 東京医科大学精神医学分野 桝屋 二郎 2021-11-29

JP18dk0310087-01
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候
群（ME/CFS）患者データベース

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症
候群に対する診療・研究ネット
ワークの構築

血液診断法開発のために使用した患者の臨床情報や血液解析データ 症例300人分 内部関係者と共有
国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター神
経研究所

山村　隆 2021-11-26

JP18dk0310090-01 読書評価データ
ロービジョン外来における読書評価
に関する実態調査と新しい読書
評価アプリの評価

読書評価に関係したデータ Excelファイル約1MB 外部関係者と共有 東京女子大学現代教養学部 小田浩一 2021-11-25

JP19dk0310096-01 B-assist被験者画像データ
BMI型環境制御装置「B-
assist」の障害・疾患横断的な有
用性の検討

被験者の各種画像データ
構造データ8人分200MB
程度

内部関係者と共有
国立障害者リハビリテーション
センター (研究所)

中村仁洋 2021-11-17
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JP17ek0109253-01

コルヒチン無効あるいは不耐の家
族性地中海熱（FMF）を対象と
したトシリズマブの有効性及び安
全性に関するデータ

シーズ探索研究から発展する家
族性地中海熱（FMF）に対する
トシリズマブの医師主導治験

コルヒチン無効あるいは不耐の家族性地中海熱(FMF)の患者を対象とし、ト
シリズマブ162 mg/1週あるいはプラセボを用いた二重盲検並行群間比較試
験にて、トシリズマブの有効性および安全性の検討を行った。有効性について
は、発熱発作回数を指標として、トシリズマブが発熱発作回数を減少させるか
検証したデータである。
また、1997年にFMFの責任遺伝子MEFV（Mediterranean fever）遺
伝子が同定された。別途同意が取得できた被験者について、本治験同意取
得以前または同意取得以降に得られたMEFV遺伝子型(遺伝子変異)の解
析結果を取集したデータを含む。

症例24人分 外部関係者と共有
⾧崎大学大学院医歯薬学総
合研究科

川上　純 2021-11-15

JP18ek0109305-01
心筋リプログラミングに関連する遺
伝子群

拡張型心筋症に対する革新的な
心筋再生遺伝子治療薬の開発

マウス生体内で心筋リプログラミングにより変化する遺伝子群であり、急性心
筋梗塞、慢性心不全の場合で遺伝発現を解析する

実験に用いたマウス10匹分 非公開
国立大学法人筑波大学　医
学医療系

家田真樹 2021-11-19

JP18ek0109309-01

1. XHIGM患者におけるCD40L
遺伝子の変異情報、2．ゲノム編
集を実施した細胞におけるオフター
ゲット効果のデータ、3．ゲノム編
集を実施した細胞における欠損や
挿入に関するデータ

X連鎖高IgM症候群に対する改
良型Cas9を用いたゲノム編集技
術によるT細胞遺伝子治療法の
開発

X連鎖高IgM症候群（XHIGM)）患者の遺伝学的解析および遺伝子導
入細胞の挿入部位解析等

Fasqファイル形式、30検体
分

国立成育医療研究センター　
成育遺伝研究部

内山　徹

JP18ek0109315-01
若齢および老齢マウスの血液ととも
に循環する無細胞マイクロRNA

筋分化・筋再生誘導能を持ったマ
イクロRNAを基盤とする筋疾患治
療用新規RNA医薬の開発

マウス個体で発現するマイクロRNA遺伝子の発現プロファイルデータ 4 公開
国立精神・神経医療研究セ
ンター　神経研究所

北條浩彦 2021-11-15

JP18ek0109318-01 医薬品開発
福山型筋ジストロフィーに対する低
分子化合物スクリーニングを用いた
分子標的治療法開発

低分子化合物スクリーニング結果のデータ・iPSCs(福山型および類縁疾患) 症例8例分 その他(未定など)
藤田医科大学病院　臨床遺
伝科

池田真理子 2021-11-29

JP18ek0109321-01

薬効薬理試験（骨形成不全症
マウスモデルにおける骨脆弱性改
善効果の検討・骨折治癒促進効
果の検討）:非臨床試験

経口投与可能な卵黄由来ペプチ
ド製剤による骨形成不全症治療
法の開発に向けた基盤的研究

リプロタイトD2の骨形成不全症治療への応用に関する非臨床試験データおよ
び薬理作用に関する基礎データ

画像データ200枚、Excel
ファイル2MB

内部関係者と共有
国立大学法人⾧崎大学　大
学院医歯薬学総合研究科　
細胞生物学分野

大庭　伸介 2021-11-29

JP18ek0109321-02

初期薬物動態試験（リプロタイト
D2をラット、マウスに経口投与時
の体内動態試験）:非臨床試
験

経口投与可能な卵黄由来ペプチ
ド製剤による骨形成不全症治療
法の開発に向けた基盤的研究

リプロタイトD2の骨形成不全症治療への応用に関する非臨床試験データおよ
び薬理作用に関する基礎データ

Excelファイル2MB 内部関係者と共有
国立大学法人⾧崎大学　大
学院医歯薬学総合研究科　
細胞生物学分野

大庭　伸介 2021-11-29

JP18ek0109321-03
初期毒性試験（リプロタイトD2を
ラットにおける2ヶ月間反復経口投
与毒性試験）:非臨床試験

経口投与可能な卵黄由来ペプチ
ド製剤による骨形成不全症治療
法の開発に向けた基盤的研究

リプロタイトD2の骨形成不全症治療への応用に関する非臨床試験データおよ
び薬理作用に関する基礎データ

Excelファイル2MB 内部関係者と共有
国立大学法人⾧崎大学　大
学院医歯薬学総合研究科　
細胞生物学分野

大庭　伸介 2021-11-29

JP18ek0109321-04
リプロタイトD2処理・未処理細胞
におけるRNA-seqデータ

経口投与可能な卵黄由来ペプチ
ド製剤による骨形成不全症治療
法の開発に向けた基盤的研究

リプロタイトD2の骨形成不全症治療への応用に関する非臨床試験データおよ
び薬理作用に関する基礎データ

FASTQファイル約10GB、
解析データ約10GB

内部関係者と共有
国立大学法人⾧崎大学　大
学院医歯薬学総合研究科　
細胞生物学分野

大庭　伸介 2021-11-29

JP18ek0109339-01

慢性心不全患者に対するα-
GalCer/ DC（αガラクトシルセラ
ミドパルス樹状細胞）の安全性
及び有効性を検討する臨床試験
データ

ナチュラルキラーT細胞活性化によ
る慢性炎症制御に基づく新たな心
筋症治療の実用化

慢性心不全患者にα-GalCer/DC（αガラクトシルセラミドパルス樹状細
胞）を投与した結果得られた、投与24週後の安全性(イベント）・心機能・
運動耐容能・QOL等のデータ

症例5人分 外部関係者と共有
国立大学法人九州大学大学
院医学研究院

筒井裕之 2021-11-29
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JP18ek0109344-01
医師主導治験（第II相試験）
情報

肝細胞増殖因子（HGF）による
筋萎縮性側索硬化症（ALS）
の画期的治療法開発

医師主導治験（第II相試験）のデザイン，対象疾患，目的，評価項
目，介入方法，適格性，責任研究者，試験問合せ窓口，実施責任組
織，研究費提供組織，その他の関連組織，実施施設，管理・関連情報

本試験一式 公開
国立大学法人東北大学大学
院医学系研究科神経内科学

青木 正志 2021-11-29

JP18ek0109346-01 臨床情報
HAMの革新的治療となる抗
CCR4抗体製剤のコンパッショネー
トユースによる⾧期投与試験

HAM患者レジストリ「HAMねっと」にて収集した臨床情報、研究により測定し
たタンパク質濃度（バイオマーカー）の測定値等のデータ

目標症例数1000例分を
予定

非公開
学校法人聖マリアンナ医科大
学　医学部　内科（脳神経
内科）

山野 嘉久 2021-11-24

JP18ek0109351-01
前頭側頭葉変性症の早期診断
法開発および、自然歴に影響する
臨床・遺伝因子の探索

大規模コホートを活かした前頭側
頭葉変性症の簡易鑑別診断支
援ツール開発

FTD患者の臨床情報を検討し、本邦におけるFTDの臨床像を把握する 症例100人分 その他（未定など）
藤田学園　藤田医科大学　
医学部　脳神経内科学

渡辺宏久 2021-11-29

JP18ek0109355-01
視覚聴覚二重障害の原因となる
難病症例の個人情報、臨床情
報、ゲノム情報

先天性および若年性の視覚聴覚
二重障害の原因となる難病の診
療向上に向けた、疾患横断的な
全国多施設レジストリ研究

視覚聴覚二重障害の原因となる難病症例の個人情報、臨床情報、ゲノム
情報

症例150人分

データの共有先は研
究班が審査した施設
のみ、共有するデータ
項目については研究
班が指定した項目の
み

独立行政法人国立病院機構
東京医療センター　臨床研究
センター聴覚･平衡覚研究
部、臨床遺伝センター

松永　達雄 2021-11-15

JP18ek0109356-01 臨床情報

HAM・HTLV-1陽性難治性疾患
の診療ガイドラインに資する統合
的レジストリの構築によるエビデンス
の創出

HAM患者レジストリ「HAMねっと」にて収集した臨床情報、研究により測定し
たタンパク質濃度（バイオマーカー）の測定値等のデータ

目標症例数1000例分を
予定

非公開
学校法人聖マリアンナ医科大
学　医学部　内科（脳神経
内科）

山野 嘉久 2021-11-24

JP18ek0109357-01 臨床研究
ベッカー型筋ジストロフィーの自然
歴調査に基づく予防医学に向けた
エビデンスの創出研究

ベッカー型筋ジストロフィー患者の遺伝子変異および臨床データ 症例319名分 内部関係者と共有
独立行政法人国立病院機構
まつもと医療センター、臨床研
究部

中村　昭則 2021-11-19

JP18ek0109359-01
球脊髄性筋萎縮症の前向き観
察研究

球脊髄性筋萎縮症の適正治療
に関するエビデンス構築のための臨
床研究

球脊髄性筋萎縮症患者の臨床データ（運動機能スコア、質問紙など）およ
びバイオサンプルを前向きに収集したもの

症例300人分 外部関係者と共有
名古屋大学大学院医学系研
究科

勝野　雅央 2021-11-28

JP18ek0109361-01
ヒルシュスプルング病類縁疾患レジ
ストリ―

ヒルシュスプルング病類縁疾患診
療ガイドライン改定を目指したエビ
デンス創出研究

ヒルシュスプルング病類縁疾患重症3疾患（慢性特発性偽性腸閉塞、巨大
膀胱短小結腸腸管蠕動不全症、腸管神経節細胞僅少症）の臨床情報

症例２２７人分 内部関係者と共有
学校法人福岡学園　福岡医
療短期大学

田口　智章 2021-11-29

JP18ek0109367-01
相肥大型心筋症を対象とした多
施設登録研究

張相肥大型心筋症を対象とした
多施設登録研究

拡張相肥大型心筋症に関するレジストリ 症例100人分 その他（未定など）
九州大学大学院医学研究院
循環器内科学

筒井裕之 2021-11-29

JP18ek0109368-01
多系統萎縮症の自然歴に関わる
臨床所見データ

多系統萎縮症の自然歴と新規バ
イオマーカー開発に関する研究

北海道内の多系統萎縮症患者を登録し、年1回ずつの診察等で得られる臨
床所見のデータから、多系統萎縮症の自然歴に関わる情報を集積している。

症例200人分 内部関係者と共有
国立大学法人北海道大学・
大学院医学研究院

矢部一郎 2021-11-12

JP18ek0109369-01 22q11.2欠失症候群レジストリ

身体・知的・精神３障害を併存
する難病モデルとしての22q11.2
欠失症候群AYA世代の統合的
支援に向けたエビデンス創出

22q11.2欠失症候群レジストリ 症例30人分 外部関係者と共有
国立大学法人東京大学　医
学部附属病院精神神経科

笠井　清登 2021-11-25

JP18ek0109374-01
低悪性度てんかん原性腫瘍のゲノ
ム情報

低悪性度てんかん原性腫瘍の分
子遺伝学的診断ガイドラインに向
けたエビデンス創出

低悪性度てんかん原性腫瘍によるてんかん患者の脳試料から得られた中枢
神経腫瘍の関連遺伝子群およびmTOR経路に関連する遺伝子群のゲノム
情報、および性別・年齢などの一般的臨床情報、病理所見、画像所見

症例90人分 公開
国立研究開発法人 国立精
神・神経医療研究センター 病
院 脳神経外科

岩崎真樹 2021-11-30

JP18ek0109394-01 臨床情報
HAMの治療薬開発を促進する代
替エンドポイントとしてのバイオマー
カーの実用化研究

HAM患者レジストリ「HAMねっと」にて収集した臨床情報、研究により測定し
たタンパク質濃度（バイオマーカー）の測定値等のデータ

目標症例数1000例分を
予定

非公開
学校法人聖マリアンナ医科大
学　医学部　内科（脳神経
内科）

山野 嘉久 2021-11-24
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JP18ek0510025-01

・全国多施設共同研究・マッチド
ペア解析:全国多施設共同研
究・マッチドペア解析における登録
症例データ、および解析結果
・ATG使用実態調査:全国調査
における登録症例データ、および
解析結果
・免疫パラメーター解析:左記研
究における症例登録データ、およ
び解析結果
・QOL調査研究:左記研究にお
ける症例登録データ、および解析
結果
・PTCYによるGVHD予防法の開
発:全国多施設共同研究におけ
る登録症例データ、および解析結
果
・持続型G-CSFによる幹細胞動
員の開発研究:臨床パイロット試
験における登録症例データ、およ
び解析結果

非血縁者間末梢血幹細胞移植
における新規慢性GVHD予防法
と持続型G-CSFによる幹細胞動
員の開発研究

分担研究開発課題において施行されている臨床研究の症例登録データ、お
よび解析結果

症例450名分程度 内部関係者と共有
大学院医学研究院　内科系
部門内科学分野　血液内科
学教室

豊嶋　崇徳 2021-11-25

JP18ek0510026-01 京都大学に斡旋された脳死ドナー
肺移植における体外肺灌流保存
（EVLP）を用いたマージナルド
ナー肺の治療

京都大学に斡旋された脳死ドナーの情報と、ドナー肺の転帰とその理由
症例40例分、エクセルファイ
ルで77kb

内部関係者と共有
京都大学大学院医学研究科
器官外科学講座呼吸器外科
学

伊達　洋至 2021-11-18

JP18fk0210039-01
ヒト検体における肝再生促進因子
の発現

エクソソーム内包再生促進因子に
着目した線維肝再生の新たな診
断・治療法の創出

ヒト肝組織における肝再生促進因子の検出 症例 50人分
研究開発分担者と
共有

東海大学医学部先端医療科
学

稲垣　豊

JP18fk0210045-01 臨床研究
肝硬変患者における筋肉―肝臓
連関の免疫学的解明に基づく治
療戦略の構築

肝疾患患者と健康成人における免疫細胞、血清マイオカイン情報
症例100人分、エクセルファ
イル１MB、FCSファイル
10TB

内部関係者と共有

国立研究開発法人　国立国
際医療研究センター　肝炎・
免疫研究センター　肝疾患研
究部

由雄　祥代 2021-11-30

JP18fk0210046-01
「肝疾患に対する新規免疫制御
機構に関する研究」にかかるデータ

肝疾患に対する新規免疫制御機
構に関する研究

本研究では肝疾患に対する新規免疫制御機構の解明を目指した研究開発
のため、HCV感染肝細胞の遺伝子発現解析、タンパク質発現解析、ウイル
ス感染マウスモデルの遺伝子発現解析、タンパク発現解析を行う。よって上記
の遺伝子、タンパク質発現解析データが生じる。

マウス、培養細胞株の遺伝
子発現解析データ　合計
100サンプル

内部関係者と共有
国立大学法人金沢大学　医
薬保健研究域保健学系

白崎尚芳 2021-11-25

JP18fk0410012-01
感染者中HIV-1プロウイルスデー
タ

真のHIVリザーバーの同定と排除
を目指した研究

HIV-1感染者の各細胞種におけるHIV-1プロウイルス存在の有無及び頻度 症例50人分 未定 国立大学法人熊本大学 鈴　伸也 2021-11-12

JP18fk0410015-01
各種リード化合物に関する合成・
精製に関するデータ

HIV Cureを目指した新規作用
機序を有する抗HIV薬開発研究

当研究班ではHIV治癒に向けた研究として、HIVリザーバー除去作用のある
新しい抗HIV薬開発を進めており、研究過程で得られた①各種リード化合物
に関する合成・精製に関するデータ、②各種候補薬のHIVリザーバー細胞に
対する活性に関するデータを有している。

100GB,化合物に関する構
造・合成法などのデータ
（pdfもしくはエクセルファイ
ル）

内部関係者と共有
国立研究開発法人 国立国
際医療研究センター 研究所 
難治性ウイルス感染症研究部

前田賢次 2021-11-24

JP18fk0410015-02
各種候補薬のHIVリザーバー細
胞に対する活性に関するデータ

HIV Cureを目指した新規作用
機序を有する抗HIV薬開発研究

当研究班ではHIV治癒に向けた研究として、HIVリザーバー除去作用のある
新しい抗HIV薬開発を進めており、研究過程で得られた①各種リード化合物
に関する合成・精製に関するデータ、②各種候補薬のHIVリザーバー細胞に
対する活性に関するデータを有している。

300GB,化合物のHIV感
染細胞、潜伏感染細胞に
対する活性・毒性などのin 
vitro/in vivoモデルでの
データ（pdfもしくはエクセル
ファイル）

内部関係者と共有
国立研究開発法人 国立国
際医療研究センター 研究所 
難治性ウイルス感染症研究部

前田賢次 2021-11-24
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JP18fk0410016-01
HIV患者の各種疾患の発生動向
の年次推移

ART早期化と⾧期化に伴う日和
見感染症への対処に関する研究

HIV診療拠点病院でのHIV患者における各年度のAIDS指標疾患と悪性
腫瘍の発症者数および発症者の免疫状態などの基礎情報（個人を特定で
きない形式で収集されている）

Excelファイル等　2MB相
当

公開
国立研究開発法人国立国際
医療研究センター エイズ治
療・研究開発センター

照屋　勝治 2021-11-25

JP18fk0410018-01 ウイルス伝播メカニズム解析
新たなHIV細胞間伝播法に関す
る研究

HIVが細胞間伝播する分子メカニズムについて解析したデータ
画像データと解析データ　約
10 GB

その他（未定など）
立命館大学　薬学部　免疫
微生物学研究室

野依　修 2021-11-25

JP19fk0410029-01
国内HIV感染者のウイルスゲノム・
宿主ゲノム研究から提供された
データ群

HIVゲノム・宿主ゲノム等のデータ
ベース構築・公開に向けた体制整
備のための研究

わが国における臨床情報を伴ったHIVウイルスゲノムとその感染者のヒトゲノム
情報は、主にエイズ対策実用化研究事業「国内流行HIV及びその耐性変
異株の⾧期的動向把握に関する研究（HIV耐性班）」と臨床ゲノム情報
統合データベース整備事業「HIV感染症に関する臨床ゲノム情報データスト
レージの構築に関する研究（HIV臨床ゲノム班）」で解析され、各々のデー
タベース（DB）に蓄積されている。前者からは、感染者の血漿から直接配列
解析法で採取されたHIVゲノム各遺伝子の塩基配列と基本的臨床情報が、
後者からは当該感染者の一部で解析されたHLA遺伝子型・GWAS解析
データ・NGSによる薬剤代謝に関わる遺伝子変異データ・TCR/KIR遺伝子
領域配列データが提供されている。これらの臨床ゲノム情報の一部はすでに
MGeND, AGD, NDBC等へデータ提供することで共有が行われているが、
HIV臨床ゲノム班の終了やデータの大半に残る倫理的法的社会的課題に
よって、データ共有の継続性が問題視されている。本研究は我が国における
HIV臨床ゲノム情報の公開データベースの体制整備と共有データベースを用
いた共有を目的とする。

HIV感染者15000症例の
ゲノム情報（ウイルス・ヒトゲ
ノム部分情報）

関係機関および共
同研究者と共有

国立国際医療研究センター 椎野禎一郎 2021-07-03

JP18gk0110028-01
思春期ヘルスプロモーション介入後
のアウトカム

思春期健診およびモバイルテクノロ
ジーによる思春期のヘルスプロモー
ション

思春期健診および思春期アプリ実施により、中学1年生から高校3年生まで
の216名の心理尺度（うつ尺度、自尊感情尺度、ＱＯＬ尺度等）のデー
タを介入前、介入後（1ヵ月、2か月、4か月）で取得した。

216名分（1人に対して
フェースシートデータと６つの
アウトカムを含む）

内部関係者と共有
福岡大学医学部小児科学講
座

永光　信一郎 2021-11-16

JP18gk0110029-01
臨床データ、染色体/遺伝子/ゲノ
ム情報

モザイク型21トリソミーの発症機序
の解明

染色体検査法とDNAマイクロアレイ法を用いて、モザイク型ダウン症の過剰染
色体の親由来を検討する

患者26人とその両親（約
78人分）

非公開
広島大学原爆放射線医科学
研究所

松浦　伸也 2021-11-15

JP18gk0110031-01 成育バイオバンクゲノムデータ

周産期メンタルヘルスの改善に向
けた予防的治療介入法の開発－
産婦自殺・母子心中をゼロ
にする地域母子保健システムの確
立—

国立成育医療研究センター　成育バイオバンク登録者のうち、当研究の対象
者。

症例30人分 公開
国立研究開発法人国立成育
医療研究センター

立花　良之 2021-11-30

JP18gk0210018-01

1) 地域住民コホートROADスタ
ディ、2)子宮内膜症女性患者臨
床コホート、3)閉経後女性臨床コ
ホート

性差をみとめる運動器疾患の病
態の解明とそれに基づく診断・治
療・予防戦略の開発

本研究開発において3つのコホートデータが登録される。一つは①性差をみと
める運動器疾患の危険因子の解明のために追跡される住民コホート(ROAD
スタディ）、② 子宮内膜症女性に対する治療介入による骨量維持の可否に
関する研究のために設立される女性患者からなる臨床コホート、③⑤ 骨粗
鬆症発症機構への酸化ストレスの関与と食習慣による予防に関する研究の
ために設立される閉経後女性が参加する臨床コホートである。

1) 地域住民コホート参加
者男女1500人、2)子宮
内膜症女性300人、3)閉
経後女性500人

内部関係者と共有
国立大学法人東京大学　医
学部附属病院　整形外科学
講座

田中　栄 2021-11-24

JP16gm0010003-01 遺伝子/ゲノム
腸内細菌株カクテルを用いた新規
医薬品の創出

K. pneumoniae定着マウスの腸管上皮細胞の遺伝子発現解析 32.6 Mb 公開 慶應義塾大学　医学部 本田賢也 2021-11-12

JP16gm0010003-02 遺伝子/ゲノム
腸内細菌株カクテルを用いた新規
医薬品の創出

クローン病患者の唾液、便、およびクローン病患者由来の唾液投与マウス便
の細菌叢解析

65.3Mb 公開 慶應義塾大学　医学部 本田賢也 2021-11-12

JP16gm0010003-03 遺伝子/ゲノム
腸内細菌株カクテルを用いた新規
医薬品の創出

クローン病患者、健常者、マウス由来のKlebsiella菌のWhole genome 8.6Mb 公開 慶應義塾大学　医学部 本田賢也 2021-11-12

JP16gm0010003-04 遺伝子/ゲノム
腸内細菌株カクテルを用いた新規
医薬品の創出

健常者便サンプル投与マウスの腸内細菌叢解析 0.7Gb 公開 慶應義塾大学　医学部 本田賢也 2021-11-12

JP16gm0010003-05 遺伝子/ゲノム
腸内細菌株カクテルを用いた新規
医薬品の創出

健常者便から単離したIFNg産生CD8T細胞誘導性11細菌株ならびに非
誘導性10菌株のWhole genome

54Mb 公開 慶應義塾大学　医学部 本田賢也 2021-11-12

JP20he0622002-01
SARS-CoV2感染回復者におけ
る腸内細菌叢シーケンスデータ

腸内細菌モデュレーションによる
 SARS-CoV2感染制御

腸内細菌叢16Sシーケンスデータ 症例200人分 内部関係者と共有
慶応義塾大学医学部微生物
学・免疫学教室

本田賢也 2021-11-20
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JP20he0622002-02
SARS-CoV2感染回復者におけ
る腸内細菌叢シーケンスデータ

腸内細菌モデュレーションによる
 SARS-CoV2感染制御

腸内細菌叢メタゲノムシーケンスデータ 症例90人分 内部関係者と共有
慶応義塾大学医学部微生物
学・免疫学教室

本田賢也 2021-11-20

JP20he0622004-01
N95規格レスピレーター性能評価
及び滅菌法による性能への影響
データ

医療用N95マスクの性能評価手
順と再利用条件の確定に関する
研究

N95規格のレスピレーター（複数銘柄）について、バイオエアロゾルの微生物
タイプあるいは粒径ごとの透過率に関するデータが得られる。また、評価する複
数の滅菌法に関して、各々の微生物に対するレスピレーター上での滅菌効率
（効果）がデータとして得られる。

100Mb以下 公開
公益財団法人結核予防会結
核研究所　抗酸菌部

御手洗　聡 2021-11-19

JP20he0622015-01
COVID-19患者血清から得られ
た抗体解析から得られたSARS-
CoV-2のNPおよびSのエピトープ

COVID-19臨床情報を実装化し
た完全閉鎖系抗原・抗体検出イ
ムノクロマト法

SARS-CoV-2のNPおよびSのエピトープ情報

COVID-19患者100名の
抗体解析から得られた
SARS-CoV-2のNPおよび
Sのエピトープ10種類

公開
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科微生
物学

切替　照雄 2021-11-29

JP20he0622015-02
COVID-19患者血清から得られ
た抗体解析から得られたSARS-
CoV-2のNPおよびSのエピトープ

COVID-19臨床情報を実装化し
た完全閉鎖系抗原・抗体検出イ
ムノクロマト法

COVID-19患者を対象とした抗原検査迅速診断検査法の開発に関する情
報

COVID-19陽性者45名お
よび陰性者53名における抗
原検査データと遺伝子検査
データ（一致率）

公開
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科微生
物学

切替　照雄 2021-11-29

JP20he0622015-03
COVID-19患者血清から得られ
た抗体解析から得られたSARS-
CoV-2のNPおよびSのエピトープ

COVID-19臨床情報を実装化し
た完全閉鎖系抗原・抗体検出イ
ムノクロマト法

COVID-19患者を対象とした抗原検査迅速診断検査法の開発に関する情
報

COVID-19陽性者39名お
よび陰性者61名における抗
原検査と遺伝子検査データ
（一致率）、インフルエンザ
陽性者92名および陰性者
61名における抗原検査
データと遺伝子検査データ
（一致率）

公開
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科微生
物学

切替　照雄 2021-11-29

JP20he0622015-04
COVID-19患者血清から得られ
た抗体解析から得られたSARS-
CoV-2のNPおよびSのエピトープ

COVID-19臨床情報を実装化し
た完全閉鎖系抗原・抗体検出イ
ムノクロマト法

COVID-19患者を対象とした抗原検査迅速診断検査法の開発に関する情
報

開発製品1製品の特⾧と
仕様に関するデータ
「体外診断用医薬品製造
販売承認番号:
30300EZX00027000
KBMラインチェックnCoV
（スティックタイプ), 品番:
80210, コージンバイオ
（株）」

公開
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科微生
物学

切替　照雄 2021-11-29

JP20he0622015-05
COVID-19患者血清から得られ
た抗体解析から得られたSARS-
CoV-2のNPおよびSのエピトープ

COVID-19臨床情報を実装化し
た完全閉鎖系抗原・抗体検出イ
ムノクロマト法

COVID-19患者を対象とした抗原検査迅速診断検査法の開発に関する情
報

開発製品1製品の特⾧と
仕様に関するデータ
「体外診断用医薬品製造
販売承認番号:
30300EZX00027000
KBMラインチェックnCoV
（スティックタイプ）, 個包
装製品, 品番:80220, 
コージンバイオ（株）」

公開
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科微生
物学

切替　照雄 2021-11-29

JP20he0622015-06
COVID-19患者血清から得られ
た抗体解析から得られたSARS-
CoV-2のNPおよびSのエピトープ

COVID-19臨床情報を実装化し
た完全閉鎖系抗原・抗体検出イ
ムノクロマト法

COVID-19患者を対象とした抗原検査迅速診断検査法の開発に関する情
報

開発製品1製品の特⾧と
仕様に関するデータ
「体外診断用医薬品製造
販売承認番号:
30300EZX00087000
KBMラインチェック
nCoV/Flu, 品番:
80510, コージンバイオ
（株）」

公開
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科微生
物学

切替　照雄 2021-11-29
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JP20he0622021-01 患者情報データ
検査ギャップ解消を指向した新型
コロナウイルス検出用マイクロ流路
チップの開発

東京慈恵会医科大学附属病院を受診し、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）と診断された患者の患者情報データ

症例100人分 内部関係者と共有
東京慈恵会医科大学　医学
部

嘉糠　洋陸 2021-11-19

JP20he0622023-01
ウイルス由来ＲＮＡの超高感度
増幅検出技術の開発

新型コロナウイルス等感染症の精
確な検査を可能にする極微量Ｒ
ＮＡの超高感度増幅検出技術
（ＲＴ-ＰＣＲ法）の開発

本研究開発における基質ＲＮＡ・プライマー・プローブ設計、反応条件・評価
結果等の研究開発データを保管、共有する。

画像データ約200枚、
Wordファイル約20MB、
Excelファイル約50MB、
PowerPointファイル約
500MB

内部関係者と共有
国立研究開発法人産業技術
総合研究所　化学プロセス研
究部門

松浦俊一 2021-11-19

JP20he0622028-01
MPMデジタルウイルス検出法デー
タ

磁気微粒子マトリクスを用いたデジ
タルウイルス検出法の研究開発

ウイルス(コロナウイルス)検出法の性能に関するデータ、検出用デバイス性能
に関するデータ、コロナウイルス捕捉用モノクローナル抗体の性能に関するデー
タ

ウイルス検出実験15回分、
モノクローナル抗体8種類分

内部関係者と共有
国立研究開発法人産業技術
総合研究所　センシングシステ
ム研究センター

藤巻真 2021-11-29

JP20he0622029-01 医薬品開発

安全なウイルス研究・創薬プラット
フォーム:ウイルス様粒子の超迅
速作製システムの構築に関する研
究開発

ウイルス様粒子の構造・物性・生理活性・毒性 約100 MB 内部関係者と共有
国立大学法人東海国立大学
機構　名古屋大学大学院工
学研究科

堀　克敏 2021-11-29

JP20he0622031-01
COVID-19の新規検査法の性
能評価試験

簡易RNA抽出法と複合LAMP法
を基盤とする、従来よりも安全・迅
速・高感度な COVID-19診断シ
ステムの開発

COVID-19患者から採取した臨床サンプルを用いた遺伝子検査データ 患者100人分 内部関係者と共有
国立大学法人京都大学　東
南アジア地域研究研究所

山崎　渉 2021-11-17

JP20he0622034-01 医療機器等開発
体外式膜型人工肺（ECMO）
配管内壁コーティング材料の改良
に関する研究開発

抗血栓性材料の化学構造・物理化学的な基本物性データー
画像データ約100枚、スペ
クトルデータ約10GB

第三者提供 東京大学物性研究所 原田慈久 2021-11-18

JP20he0622035-01 臨床研究
高病原性ウイルスパンデミックに迅
速対応可能なハイスループット中
和抗体検査法の開発

本研究開発課題で導出される臨床症状ならびに抗体のデータをデータベース
化する

症例400人分 内部関係者と共有
国立大学法人富山大学　学
術研究部医学系

森永　芳智 2021-11-29

JP20he0622035-02
中和抗体ならびにウイルスに関係
する手法や性能評価

高病原性ウイルスパンデミックに迅
速対応可能なハイスループット中
和抗体検査法の開発

本研究開発に関連する成果をプレプリントを活用して公表する。 症例400人分 公開
国立大学法人富山大学　学
術研究部医学系

森永　芳智 2021-11-29

JP20he0622037-01
新型コロナウイルス感染症における
重症化の早期予測判定システム
の開発に関するデータ

新型コロナウイルス感染症における
重症化の早期予測判定システム
の開発

(1)COVID-19患者の血漿Myl9値
(2)COVID-19患者の末梢血リンパ球を用いたsingle cell RNA-Seq解析
による遺伝子発現情報

123例 内部関係者と共有
国立大学法人千葉大学　大
学院医学研究院　免疫発生
学

中山　俊憲

JP18hk0102049-01
「肝臓癌および肝臓組織のマスス
ペクトルデータとそれに紐付けされ
た臨床データ」の医療機器開発

肝臓癌の術後生存率を高め、医
療費低減を可能とする人工知能・

   質量分析診断支援装置の治験

質量分析法で測定、獲得したデータを臨床データと紐付けしてデータベース化
した。これを用いて診断を行う。データ取得にあたっては複数の医療機関、大
学の協力を得ている。

症例５００例程度、スペク
トル数５０，０００程
度。

外部関係者と共有 山梨大学大学院総合研究部 市川大輔 2021-11-18

JP18hk0102053-01 医療機器開発
アルツハイマー病に対する医療費
削減を目指した在宅型非侵襲脳
刺激療法の探索的臨床研究

アルツハイマー病患者に対する反復経頭蓋磁気刺激を施行した時の、認知
機能評価の変動

症例42人分 内部関係者と共有
大阪大学大学院基礎工学研
究科

齋藤　洋一 2021-11-15

JP18hm0102065-01 血糖バイオマーカーの臨床研究
モチベーション喚起型血糖コント
ロール指標測定デバイスの研究開
発

症例最大200人分 内部関係者と共有 株式会社PROVIGATE 関水康伸 2021-11-24

JP17jm0210051-01
川崎ウェルビーイング・プロジェクト
基礎調査データ

心血管系、骨格筋系、および認
知機能の老化に関わる分子バイ
オマーカーの国際共同開発

日常生活に介護の必要がない８５-８９歳の高齢者　1000名の健康関連
指標、血液バイオマーカー

約1000名分の健康関連
指標データ

未定
慶應義塾大学医学部百寿総
合研究センター

新井　康通 2021-11-30

JP17jm0210051-02
川崎ウェルビーイング・プロジェクト
基礎調査データ

心血管系、骨格筋系、および認
知機能の老化に関わる分子バイ
オマーカーの国際共同開発

日常生活に介護の必要がない８５-８９歳の高齢者　1000名の健康関連
指標、血液バイオマーカー

約1000名分の健康関連
指標データ

未定
慶應義塾大学医学部百寿総
合研究センター

新井　康通 2021-11-30
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JP16km0405201-01
生殖細胞系列由来DNA等に存
在する多型情報・変異情報、関
連する表現型情報・臨床情報

精神・神経疾患治療薬及びがん
治療薬におけるファーマコゲノミクス
研究

精神・神経疾患治療薬及びがん治療薬におけるファーマコゲノミクス研究にお
いてGWAS、HLA、Targeted NGS等の解析で得られたゲノムデータ及び収
集された臨床情報 (薬効、副作用情報など)

2,778人分 公開
理化学研究所生命医科学研
究センター

莚田泰誠 2021-11-29

JP16km0405202-01
糖尿病の精密医療を実現するプ
ロジェクトに関わるデータ

糖尿病の遺伝・環境因子の包括
的解析から日本発次世代型精密
医療を実現するプロジェクト

２型糖尿病感受性領域研究における対照群を対象としたゲノムデータSet3 症例121,950人分 公開中
東京大学医学部附属病院　
糖尿病・代謝内科

門脇　孝 2021-11-30

JP16km0405202-02
糖尿病の精密医療を実現するプ
ロジェクトに関わるデータ

糖尿病の遺伝・環境因子の包括
的解析から日本発次世代型精密
医療を実現するプロジェクト

２型糖尿病感受性領域研究における疾患群を対象としたゲノムデータSet3 症例18,688人分 公開中
東京大学医学部附属病院　
糖尿病・代謝内科

門脇　孝 2021-11-30

JP16km0405202-03
糖尿病の精密医療を実現するプ
ロジェクトに関わるデータ

糖尿病の遺伝・環境因子の包括
的解析から日本発次世代型精密
医療を実現するプロジェクト

２型糖尿病感受性領域研究における対照群を対象としたゲノムデータSet４ 症例7,065人分 公開中
東京大学医学部附属病院　
糖尿病・代謝内科

門脇　孝 2021-11-30

JP16km0405202-04
糖尿病の精密医療を実現するプ
ロジェクトに関わるデータ

糖尿病の遺伝・環境因子の包括
的解析から日本発次世代型精密
医療を実現するプロジェクト

２型糖尿病感受性領域研究における疾患群を対象としたゲノムデータSet4 症例2,483人分 公開中
東京大学医学部附属病院　
糖尿病・代謝内科

門脇　孝 2021-11-30

JP16km0405202-05
糖尿病の精密医療を実現するプ
ロジェクトに関わるデータ

糖尿病の遺伝・環境因子の包括
的解析から日本発次世代型精密
医療を実現するプロジェクト

インスリン抵抗性が著しい家系の症例における変異データ 症例3人分 公開中
東京大学医学部附属病院　
糖尿病・代謝内科

門脇　孝 2021-11-30

JP16km0405203-01
多因子疾患の個別化予防・医療
を実現するための公開統合ゲノム
情報基盤

多因子疾患の個別化予防・医療
を実現するための公開統合ゲノム
情報基盤の構築

東北メディカル・メガバンク計画で収集した検体のエクソーム・SNPアレイ・オミッ
クス・メタゲノムデータ、及び同計画参加者の呼気NO検査データ

全エキソーム 670人分、
SNPアレイジェノタイプデータ 
24,000人分、NMR/GC-
MSメタボロームデータ 
6,000人分、呼気NO検査
値データ 40,000人分、唾
液・歯垢メタゲノムデータ 
2,400人分、全ゲノムデー
タ 281人分

公開
東北大学 東北メディカル・メガ
バンク機構

山本　雅之 2021-11-27

JP16km0405207-01 ⾧鎖シークエンスデータ
先進的シークエンス情報解析技
術基盤の開発

肝癌、血液のWGS 11人の肝癌、血液 公開済み
東京大学医学系研究科人類
遺伝学教室

藤本明洋 2021-11-25

JP16km0405207-02 次世代シークエンサーの再解析
先進的シークエンス情報解析技
術基盤の開発

多型データ
ヒトゲノム200名分の再解
析結果

公開済み
東京大学医学系研究科人類
遺伝学教室

藤本明洋 2021-11-25

JP16km0405207-03 次世代シークエンサーの再解析
先進的シークエンス情報解析技
術基盤の開発

多型データ
ヒトゲノム200名分の再解
析結果

公開済み
東京大学医学系研究科人類
遺伝学教室

藤本明洋 2021-11-25

JP16km0405208-01 トリオ家系エクソームデータ
精神疾患のゲノム医療実現に向
けた統合的研究

トリオ家系エクソームデータ 144家系、432名 公開 順天堂大学 加藤忠史 2021-11-19

JP18le0210001-01

(1) 適用後パスデータ、DPCデー
タ、SS-MIX2データ（処方、注
射、検査結果）　*1
(2) 匿名化した適用後パスデー
タ、DPCデータ、SS-MIX2データ
（処方、注射、検査結果）　*2

クリニカルパス標準データモデルの
開発および利活用

*1 実証病院である4病院/8疾患の患者への適用後パスデータ
　　・済生会熊本病院
　　・九州大学病院
　　・四国がんセンター
　　・NTT東日本関東病院

*2 上記*1を匿名化し，4施設から収集したデータ

症例約5,000名分 その他（未定など）
社会福祉法人恩賜財団済生
会熊本病院

副島　秀久

JP16lk0201046-01 治験

クリゾチニブの再発または難治性小
児ALK陽性未分化大細胞型リン
パ腫（ALCL）に対する第I/II 
相および再発または難治性神経
芽腫に対する第I 相医師主導治
験

本治験にて取得する情報 症例約20人分 非公開 聖マリアンナ医科大学小児科 森　鉄也 2021-11-24
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JP18lk0201082-01 JSKDC07試験データ

小児難治性頻回再発型・ステロイ
ド依存性ネフローゼ症候群を対象
としたリツキシマブ治療併用下での
ミコフェノール酸モフェチルの多施設
共同二重盲検プラセボ対照ランダ
ム化比較試験

小児難治性頻回再発型・ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象としたリツ
キシマブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの多施設共同二重盲検プ
ラセボ対照ランダム化比較試験で取得・収集されたデータ

症例約80人分 内部関係者と共有
国立大学法人神戸大学大学
院医学研究科内科系講座小
児科学分野

飯島一誠 2021-11-22

JP18lk1010025-01
画像診断ナショナルデータベース開
発

画像診断ナショナルデータベース実
現のための開発研究

データベース化されたCT画像およびその所見レポー
CT/MR画像データ約2.5
億枚、所見レポート約85万
件

内部関係者と共有
学校法人順天堂　順天堂大
学　大学院医学研究科放射
線診断学

青木　茂樹 2021-11-30

JP18lk1403021-01
乳癌組織の遺伝子発現解析デー
タ

TP53ステータス遺伝子発現プロ
ファイル（TP53 signature）に
よる乳がんの予後予測および治療
効果予測法の開発

乳癌組織のTP53 signature遺伝子に関する遺伝子発現データ
（nCounter）

症例753人分
共同開発企業との
共有

東北大学大学院医学系研究
科・医学部　臨床腫瘍学分
野

石岡千加史 2021-11-16

JP19lk0310061-01
線維筋痛症患者に対する鍼治療
の臨床試験

薬物に効果の認められない線維
筋痛症患者に対する鍼灸治療の
有用性の検討

薬物治療で効果のない線維筋痛症患者に対して、鍼治療を行った際に薬物
が減薬できるのか、さらには痛みやQOLなどに変化が認められるのかについて、
データを取得している。

症例34例分 内部関係者と共有 明治国際医療大学 伊藤和憲 2021-11-29

JP19lk1010036-01 医療画像ビッグデータ
医療ビッグデータ利活用を促進す
るクラウド基盤・AI画像解析に関
する研究

高性能クラウド基盤上で人工知能（AI）技術を用いた高度な医療画像解
析技術に関する研究を実施することを目的に収集された匿名化医療画像ビッ
グデータ

2億８千５百万枚　 
（2021年10月末時点）

内部関係者と共有

大学共同利用機関法人 情
報・システム研究機構　国立
情報学研究所　アーキテクチャ
科学研究系

合田　憲人 2021-11-24

JP20lk0201105-01
進行期乳房外パジェット病に対す
るエリブリン単剤療法の医師主導
治験書類一式

進行期乳房外パジェット病に対す
るエリブリン単剤療法

進行期乳房外パジェット病に対するエリブリン単剤療法の医師主導治験を実
施するにあたり必要な文書（プロトコール・同意書など）

100MB以内 内部関係者と共有
国立大学法人北海道大学北
海道大学病院皮膚科

柳輝希 2021-11-24

JP20lk0201121-01 治験

小児の気道狭窄病変に伴う呼吸
不全に対するヘリウム・酸素混合
ガス（AW-PD01）の臨床第Ⅱ
相試験の研究総括に関する研究

小児の気道狭窄病変に伴う呼吸不全に対するヘリウム・酸素混合ガス
（AW-PD01）の臨床第Ⅱ相試験に関するデータ

症例15人分 非公開
学校法人聖マリアンナ医科大
学

清水　直樹 2021-11-25

JP20lk1803002-01 調査研究

研究支援者としてのプロジェクトマ
ネージャー（調整管理実務担当
者を含む）育成プログラムの開発
に関する研究

臨床研究中核病院以外に所属するプロジェクトマネージャーの業務実態等の
調査を行う

21名
制限公開
外部関係者と共有

国立研究開発法人 国立成
育医療研究センター 病院臨
床研究センター 研究推進部
門 プロジェクトマネジメントユ
ニット

菊地　佳代子 2021-11-18

JP20lk1803005-01 アンケート調査

職種特異的・横断的コアコンピテ
ンシーの連携を活かした効率 的な
多職種協調型教育プログラムの
作成と効果的な多職種共同臨床
研究ワーク ショップの開発

多職種共同ワークショップの効果を測定するために，ワークショップ参加者に実
施するアンケート調査の回答結果

参加者50名分 外部関係者と共有
大阪市立大学大学院医学研
究科

真田　昌爾 2021-11-17

JP18lm0203044-01
放射線治療における医療機器等
開発

革新的医療技術創出拠点プロ
ジェクト橋渡し研究戦略的推進プ
ログラム

放射線治療の医療機器等開発における非臨床POC取得のための匿名化さ
れた画像データ・加工データなど

放射線治療関連画像デー
タ約100人分

非公開
北海道大学大学院医学研究
院

小橋啓司(研究開
発分担者）

2021-11-16

JP18lm0203045-01 治験
椎間板再生治療における組織修
復材の開発

治験データ 症例40人分 外部関係者と共有
北海道大学大学院医学研究
院

須藤　英毅 2021-11-16

JP18lm0203046-01 東北大B60の非臨床試験データ
活性イオウ分子種を用いた新規
抗酸化眼内灌流液の開発

活性イオウ分子種を用いた新規抗酸化眼内灌流液の開発に関するデータ
PDFファイルとして約
100MB

外部関係者と共有
国立大学法人　東北大学　
大学院医学系研究科　眼科
学分野

中澤　徹 2021-11-12

JP18lm0203047-01
C-02における開発品の非臨床
データ

重症狭心症を対象とした革新的
超音波血管新生療法の開発

C-02における開発品の非臨床データ Excelファイル、画像データ
総計で約1GB

外部関係者と共有
国立大学法人東北大学大学
院医学系研究科

下川　宏明 2021-11-12
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JP18lm0203047-02
・C-02にて実施中の治験データ
(患者背景、検査データ等含む)

重症狭心症を対象とした革新的
超音波血管新生療法の開発

C-02にて実施中の治験データ(患者背景、検査データ等含む) 症例66人分 非公開
国立大学法人東北大学大学
院医学系研究科

下川　宏明 2021-11-12

JP18lm0203055-01
人工コラーゲン様ポリペプチドの非
臨床試験

人工コラーゲン様ポリペプチドを用
いた黄斑円孔治療用デバイス開
発

薬効薬理試験データ、原薬製造に関するデータ、生物学的安全性試験デー
タ

基礎実験および動物実験
データ150例分

非公開
京都府立医科大学大学院医
学研究科　視覚機能再生外
科学

小嶋　健太郎 2021-11-15

JP18lm0203056-01
GAIA-102に関するバイオロジカ
ルな解析データ

独自に発見した全く新しい
phenotypeのNK細胞を用いた
養子免疫技術の開発

GAIA-102は現在、GMP/GCTP製造に引き続くGLP非臨床試験の実施に
向けて準備を行っている。PMDA RS戦略相談を受けて品質に関する追加
データを取得し、安定性に関する情報を収集している。

40GB程度 公開
九州大学大学院 薬学研究
院

米満　吉和 2021-11-15

JP18lm0203057-01
HCV/HBV肝硬変患者に対する
PRI-724投与時の安全性及び
有効性に関するデータ

C型肝硬変等に対するCBP/β-カ
テニン阻害剤を用いた抗線維化
治療薬の開発

本プロジェクトにて実施する医師主導治験において、HCV/HBV肝硬変患者
に対するPRI-724投与時の有害事象発現割合等の安全性データ及び肝組
織線維化面積割合、Fibro scan等の有効性データを収集・保存する。

症例 27例分 外部関係者と共有
東京都立駒込病院　肝臓内
科

木村　公則 2021-11-26

JP18lm0203057-01
HCV/HBV肝硬変患者に対する
PRI-724投与時の安全性及び
有効性に関するデータ

C型肝硬変等に対するCBP/β-カ
テニン阻害剤を用いた抗線維化
治療薬の開発

本プロジェクトにて実施する医師主導治験において、HCV/HBV肝硬変患者
に対するPRI-724投与時の有害事象発現割合等の安全性データ及び肝組
織線維化面積割合、Fibro scan等の有効性データを収集・保存する。

症例 27例分 外部関係者と共有
国立研究開発法人　国立国
際医療研究センター　肝炎・
免疫研究センター

考藤　達哉 2021-11-26

JP18lm0203057-01
HCV/HBV肝硬変患者に対する
PRI-724投与時の安全性及び
有効性に関するデータ

PRI-724のHCV及びHBV肝硬
変等に対する多施設共同治験に
よる安全性・有効性の検討;
PhaseⅠ/Ⅱa試験

本プロジェクトにて実施する医師主導治験において、HCV/HBV肝硬変患者
に対するPRI-724投与時の有害事象発現割合等の安全性データ及び肝組
織線維化面積割合、Fibro scan等の有効性データを収集・保存する。

症例 27例分 外部関係者と共有
唐津赤十字病院感染症内科
部⾧

下田慎治 2021-11-26

JP18lm0203057-01
HCV/HBV肝硬変患者に対する
PRI-724投与時の安全性及び
有効性に関するデータ

C型肝硬変等に対するCBP/β-カ
テニン阻害剤を用いた抗線維化
治療薬の開発

本プロジェクトにて実施する医師主導治験において、HCV/HBV肝硬変患者
に対するPRI-724投与時の有害事象発現割合等の安全性データ及び肝組
織線維化面積割合、Fibro scan等の有効性データを収集・保存する。

症例 27例分 外部関係者と共有
金沢大学医薬保健研究域医
学系

原田　憲一 2021-11-26

JP20lm0203099-01
悪性胸膜中皮腫と対象とする医
師主導治験データ

天然型マイクロRNA補充療法によ
る悪性胸膜中皮腫の治験プロトコ
ルの開発

悪性胸膜中皮腫と対象とする医師主導治験データ 症例18例分 非公開
広島大学大学院医系科学研
究科

田原　栄俊 2021-11-29

JP20lm0203102-01 キメラロドプシン非臨床試験データ
視覚再生遺伝子治療薬の研究
開発

キメラロドプシン非臨床試験データ
画像・神経活動データ　
300GB、 画像データ　
100枚

内部関係者と共有 医学部　眼科学教室 栗原　俊英 2021-11-27

JP20lm0203104-01
医療機器開発（作製方法及び
非臨床試験データ）

高精細MRリンパシステムイメージ
ングを可能にする新規ナノ粒子造
影剤の開発

GBCA-NDおよびGBCA-DPの作製方法およびそれぞれの非臨床試験のの
データ

作製方法および非臨床試
験データ　100MB程度

内部関係者と共有 東海大学　医学部 ⾧谷部光泉 2021-11-22

JP20lm0203105-01 治験
ヒトリコンビナントMMP-7(KTP-
001)を用いた腰椎椎間板ヘルニ
アに対する医師主導治験

KTP-001の治験薬安定性試験、医師主導治験に必要となる各種ドキュメ
ント

PDF、word、Excelファイル
約1GB

外部関係者と共有
国立大学法人山梨大学　大
学院総合研究部整形外科学
講座

波呂 浩孝 2021-11-16

JP20lm0203106-01

Pendred症候群/DFNB4に対す
るシロリムス少量療法の単施設二
重盲検並行群間比較第I/IIa相
医師主導治験

Pendred 症候群/DFNB4 内耳
障害（難聴・めまい）に対するシ
ロリムス少量療法

症例報告書にて収集されるデータ 症例16人分 内部関係者と共有
慶應義塾大学医学部　耳鼻
咽喉科学

小川　郁 2021-11-22

JP20lm0203108-01 医薬品開発
シアン耐性呼吸を標的とした新規
抗アフリカトリパノソーマ症薬の開
発

リード化合物、誘導体の構造活性相関
分子デザイン情報
薬効薬理試験 in vitro in vivo
薬物動態解析データ

内部関係者と共有
公立大学法人大阪　大阪市
立大学大学院医学研究科　
寄生虫学

城戸　康年 2021-11-12

JP20lm0203112-01
生体吸収膵臓クリップ開発の非臨
床データ

膵液瘻ゼロを実現する生体吸収
膵臓クリップの開発

・生体吸収膵臓クリップの製造等に関するデータ
・生体吸収膵臓クリップの動物における有効性等に関するデータ

家畜ブタ（n=5）、ミニブタ
（n=2）

外部関係者と共有
熊本大学大学院生命科学研
究部　消化器外科学講座

山下　洋市 2021-11-15
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JP20lm0203113-01
糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感
度インフルエンザウイルス診断薬の
開発データ

糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感
度ウイルス検査法による感染症診
療の臨床性能試験

・糖鎖ナノテクノロジーを用いたインフルエンザ診断薬の製造等に関するデータ
・糖鎖ナノテクノロジーを用いたインフルエンザ診断薬の臨床性能試験等に関
するデータ

症例1000人分、画像デー
タ約4500枚、エクセルファイ
ル約5MB

外部関係者と共有
鹿児島大学／株式会社ス
ディックスバイオテック

隅田 泰生 2021-11-15

JP20lm0203115-01
PRD125の非臨床研究
（preB）

SOAT2選択的阻害剤による新
規酸性リパーゼ欠損症治療薬の
開発

PRD125の非臨床研究（preB）における探索毒性試験及びRS戦略相
談に関するデータ

毒性試験（5試験）に関
するデータ（契約書・計画
書・報告書各1部、各試験
データ）、RS戦略相談に
関するデータ（相談資料、
相談記録）

外部関係者と共有 北里大学薬学部 供田　洋 2021-11-16

JP20lm0203125-01 フェリクロームの非臨床試験
プロバイオティクス由来フェリクローム
を用いた新規抗腫瘍薬開発

フェリクロームの薬効、作用機序、有害事象、薬物動態などに関する非臨床
試験の結果

Excelファイル約10MB、画
像データ約50枚、wordファ
イル10MB

公開

旭川医科大学　医学部　内
科学講座　病態代謝・消化
器・血液腫瘍制御内科学分
野（消化器・内視鏡学部
門）

藤谷　幹浩 2021-11-16

JP20lm0203129-01
同種髄核細胞製品の非臨床試
験パッケージ

椎間板変性症に対する再生医療
の実用化を目指した同種髄核細
胞製品の研究開発

同種髄核細胞製品の非臨床試験パッケージ構築するまでの非臨床試験の
各種データ

提供患者の個人情報、画
像データ、非臨床試験結果
等

内部関係者と共有
東海大学医学部外科学系整
形外科学

酒井 大輔 2021-11-17

JP20lm0203131-01 Y-TR-1非臨床試験データ
核内移行する抗体へのRNAポリメ
ラーゼII阻害分子の結合によるが
ん分子標的療法の開発

新規ADCの生体内外抗腫瘍効果の評価、ADCの核内移行・POLII抑制
評価、薬物動態評価、そして安全性予備評価に関する非臨床試験データ

画像データ1TB、Excelファ
イル2MB

内部関係者と共有 埼玉医科大学医学部病理学 山田　健人 2021-11-25

JP20lm0203132-01 患者組織の発現解析データ
胃癌腹膜播種に特化したアンチセ
ンス核酸医薬開発

胃組織のRNA-seqデータ 15人分 公開猶予期間 名古屋大学消化器外科学 神田　光郎 2021-11-21

JP20lm0203133-01 次世代AI学習用教師データ
次世代AI技術を用いた音声障害
診断システム開発

痙攣性発声障害を中心とした音声障害患者及び正常者の音声を収集し、
GRBAS尺度評価を行い、次世代AI学習用教師データ

症例220人分 内部関係者と共有
公立大学法人名古屋市立大
学大学院医学研究科

讃岐　徹治 2021-11-21

JP20lm0203136-01 遺伝子/ゲノム
ヒト化インテグリンα8β1機能阻害
抗体の肝抗線維化剤への育成

肝臓星細胞/筋線維芽細胞の遺伝子発現データ 1TB その他（未定など）

国立大学法人広島大学･トラ
ンスレーショナルリサーチセン
ター ･インテグリン-マトリックス
治療医科学講座

横崎　恭之 2021-11-16

JP18mk0101105-01
医薬品テラヘルツスペクトルデータ
ベース

医薬品の製造工程・品質管理に
おける先端的工程分析技術の導
入に向けた技術的要件の標準化
に関する研究

医薬品等の標準的テラヘルツスペクトルデータ スペクトル約740種 公開 国立医薬品食品衛生研究所 坂本知昭 2021-11-22

JP18mk0101108-01
タンパク質の皮膚移行に影響する
因子

医薬部外品及び化粧品に配合さ
れる成分によるアレルギー発症の
防止に関する研究

タンパク質の皮膚移行に影響する因子に関する物理化学的解析データ（皮
膚移行実験、表面自由エネルギ測定等）

・画像データ約100枚
・Excelファイル 約5MB

内部関係者と共有
国立医薬品食品衛生研究所　
生化学部

安達玲子 2021-11-11

JP18mk0101114-01
患者・消費者向け包括的かつ信
頼性を担保した医薬品情報基盤
の構築

患者・消費者向けの医薬品等情
報の提供のあり方に関する研究

一般向けの信頼性を担保した医薬品情報等のパイロット的にポータルサイトの
構築を行った。さらに、患者向け医薬品情報である「患者向医薬品ガイド」お
よび「くすりのしおり」の統合検索データベースの開発を行った。

約100MB (ウェブページ、
動画約20ページ)

研究期間、公開
（ウェブサイトへのア
クセス可）

熊本大学大学院生命科学研
究部

山本美智子 2021-11-11

JP18mk0101120-01
非天然型アミノ酸の細胞毒性情
報

次世代型中分子ペプチド医薬品
の品質及び安全性確保のための
規制要件に関する研究

非天然型アミノ酸の毒性情報に関するパネル作成
約500種類の非天然型アミ
ノ酸

非公開
国立医薬品食品衛生研究所
有機化学部

出水庸介 2021-11-11

JP18mk0102116-01

①令和2年度班会議用講演資
料
②医療機器関連ISO/TC試験的
窓口
③ISO/TC194国内委員会ホー
ムページ

医療機器の規制環境と国際標準
化推進支援体制の整備に関する
研究

研究成果（実験データを含む） PDFファイル　10MB等 外部関係者と共有
国立医薬品食品衛生研究所　
医療機器部

蓜島由二 2021-11-17
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JP16ak0101058-01 患者組織のscRNAseq
抗PD-1抗体治療患者における
個別免疫担当細胞レベルにおけ
る免疫応答の解析研究

患者組織のscRNAseq 症例14人分 公開猶予期間 国立がん研究センター東病院 土井俊彦 2021-11-25

JP18ak0101103-01
EP4アンタゴニストの受容体におけ
る結合様式

最新の構造解析技術を活用した
GPCR創薬のための技術基盤の
構築

様々なEP4アンタゴニストがEP4受容体に結合したドッキングモデル 3 MB 公開
学校法人関西医科大学　医
学部　医化学講座

小林拓也 2021-11-12

JP18ck0106435-02
TAM-18臨床研究登録症例の
臨床データ

「一過性骨髄異常増殖症(TAM)
に対する化学療法および白血病
発症予防法の確立を目指した第
２相臨床試験」の開発

TAM-18臨床研究登録症例の臨床データ
症例250例分（研究終了
時）

その他（未定など）
国立大学法人東海国立大学
機構名古屋大学医学部附属
病院小児科

村松　秀城 2021-11-30

JP18dk0307082-02
発達障害者の緊急時支援アン
ケート

発達障害者の緊急時支援のチー
ム支援活動に関するマニュアル開
発のための研究

発達障害者の緊急時支援についての課題を探るために、支援者、発達障害
当事者、発達障害当事者家族へアンケート調査を行ったもの。

調査アンケート結果、約
600件分

内部関係者と共有 東京医科大学精神医学分野 桝屋 二郎 2021-11-29

JP18ek0109301-01

IRUD研究データ:「要約情報」
（遺伝学的解析結果:候補遺
伝子名、確定遺伝子名、臨床情
報:標準化・コード化された表現
型）及び「詳細情報」（遺伝学
的解析結果:遺伝子情報、複
数候補遺伝子の情報（バリアント
を含む）、臨床情報:カルテサマ
リーや画像データ等）

未診断疾患イニシアチブ
（Initiative on Rare and 
Undiagnosed 
Disease(IRUD)）:
希少未診断疾患に対する診断プ
ログラムの開発に関する研究

・DNA等遺伝学的解析結果・臨床情報:症例基本情報（施設ID、患者
ユニークID、性別、生年月日、人種、飲酒歴、喫煙歴、既往症、合併症、
現病歴、治療内容、就労の有無、血液検査等検査結果、画像データ）、
病名・症状、遺伝学的検査情報（異常の有無、遺伝学的検査の種類・場
所、異常有の詳細）、家族歴

症例 6,000人分 内部関係者と共有
国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター

水澤　英洋 2021-11-15

JP18ek0109305-02
心筋リプログラミングに関連する遺
伝子群

拡張型心筋症に対する革新的な
心筋再生遺伝子治療薬の開発

マウス生体内で心筋リプログラミングにより変化する遺伝子群であり、急性心
筋梗塞、慢性心不全の場合で遺伝発現を解析する

実験に用いたマウス10匹分 非公開
国立大学法人筑波大学　医
学医療系

家田真樹 2021-11-19

JP18ek0109369-02 22q11.2欠失症候群レジストリ

身体・知的・精神３障害を併存
する難病モデルとしての22q11.2
欠失症候群AYA世代の統合的
支援に向けたエビデンス創出

22q11.2欠失症候群レジストリ 症例30人分 外部関係者と共有
国立大学法人東京大学　医
学部附属病院精神神経科

笠井　清登 2021-11-25

JP17fk0310114-01 抗B型肝炎ウイルスデータ
ケミカルバイオロジー・数理解析を
利用したB型肝炎創薬研究

化合物の抗B型肝炎ウイルスデータ 10 MB 内部関係者と共有
国立感染症研究所　ウイルス
第二部

渡士　幸一 2021-11-26

JP21fk0210090-01
組織学的に診断された我が国の
非アルコール性脂肪肝炎の
registry研究

脂肪肝炎を背景とする代謝関連
肝がん発生の病態解明に関する
研究

組織学的に診断された我が国の非アルコール性脂肪肝炎のregistry研究
症例3,000例分、組織画
像約3,000枚

外部関係者と共有
公立学校共済組合関東中央
病院（国立大学法人東京大
学　医学部附属病院）

小池和彦 2021-11-17

JP21fk0210094-01 臨床研究

筋肉―肝臓連関と代謝、免疫の
包括的理解を基軸とした慢性肝
疾患患者の予後改善に資する研
究

肝硬変患者予後関連因子を解明するための臨床研究で得られたデータ 症例100人分 内部関係者と共有

国立研究開発法人国立国際
医療研究センター　肝炎・免
疫研究センター　肝疾患研究
部

由雄　祥代 2021-11-30

JP21fk0410037-01
血友病に対する多面的アウトカム
評価

HIV関連病態である血友病の豊
かな未来を目指した画期的治療
法・診断法の創出

国内血友病患者の臨床背景、遺伝子異常のデータ 症例約150人分 内部関係者と共有 自治医科大学　医学部 大森　司 2021-11-12

JP18he2002001-01
意識調査(介護職員)、意識調査
(利用者)、タイムスタディ、介助記
録調査

ロボット介護機器の効果検証のた
めの標準的プロトコルの策定を目
指す実証研究

性別、年代、利用している介護保険サービス、要介護度、日常生活自立
度、認知症高齢者の日常生活自立度、体重、移動に関する疾患の有無、
移乗支援用具の使用、業務内容、作業時間

症例200人程度分 その他（未定など）
国立研究開発法人国立⾧寿
医療研究センター　健康⾧寿
支援ロボットセンター

近藤　和泉 2021-11-30
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データNo. データの名称 プロジェクト名 データの説明 概略データ量 アクセス権 データ管理機関 データ管理者
掲載日・

掲載更新日

JP18he2002001-02 天井カメラによる映像記録
ロボット介護機器の効果検証のた
めの標準的プロトコルの策定を目
指す実証研究

ビデオ画像 画像データ約5TB その他（未定など）
国立研究開発法人国立⾧寿
医療研究センター　健康⾧寿
支援ロボットセンター

近藤　和泉 2021-11-30

JP18he2002001-03 音声記録
ロボット介護機器の効果検証のた
めの標準的プロトコルの策定を目
指す実証研究

介護職員の発話記録 音声データ約150GB 非公開
国立研究開発法人国立⾧寿
医療研究センター　健康⾧寿
支援ロボットセンター

近藤　和泉 2021-11-30

JP18he2002002-01
ロボット介護機器の科学的効果
検証研究で取得した臨床データ

ロボット介護機器の科学的効果
検証研究

研究の対象者の背景となる疾患情報などを得るため取得 症例2123人分、約１MB あり 医療法人大和会　大内病院 松井　敏史 2021-11-27

JP18he2002002-02

回復期リハビリ病院退院後の在宅
介護におけるロボット機器の検証
（在宅患者の移動ロボットの検証
【2020F1】大内班分）で取得し
たデータ生体モニタリングデータ

ロボット介護機器の科学的効果
検証研究

研究の対象者のロボット介護機器の効果を見定めるために取得 症例35人分、約100MB あり 医療法人大和会　大内病院 松井　敏史 2021-11-27

JP18he2002002-03

ターミナルケアにおけるロボット介護
機器の効果検証（在宅患者の
排泄・入浴ロボットの検証
【2020F2・F3】杏林大班分）で
取得したデータ

ロボット介護機器の科学的効果
検証研究

研究の対象者の背景となる疾患情報などを得るため取得 症例30人分、約10MB あり 医療法人大和会　大内病院 松井　敏史 2021-11-27

JP18he2002002-04

地域包括ケアシステムにおけるロ
ボット介護機器の効果検証（在
宅患者の移動ロボットの検証
【2020F1】東大班分）で取得し
たデータ

ロボット介護機器の科学的効果
検証研究

研究の対象者の背景となる疾患情報などを得るため取得 症例30人分、約10MB あり 医療法人大和会　大内病院 松井　敏史 2021-11-27

JP16kk0205014-01
希少・難病領域研究における病
的バリアントデータ

真に個別患者の診療に役立ち領
域横断的に高い拡張性を有する
変異・多型情報データベースの創
成

当研究班で収集した希少・難病領域研究における病的バリアントデータ情報 病的バリアント約13000件 公開 慶應義塾大学医学部 小崎健次郎 2021-11-29
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AMED 研究開発データ利活用カタログ 

令和 4 年 3 月作成 

別表 1 各項目の説明 

項目名 掲載内容 

e-Rad の課題番号 e-Rad に登録した課題番号 

プロジェクト名 研究開発課題名もしくは補助事業課題名 

データ No. データを一意に特定するための番号 

AMED により付与 

データの名称 研究開発／補助事業によって創出・取得又は収集される研究開

発データの名称 

掲載日・掲載更新日 データマネジメントプラン（DMP）作成日・更新日 

または DMP よりカタログへの転記を行った日 

データの説明 研究開発／補助事業によって創出・取得又は収集されるデータに

ついて、その目的やどんな試験等により得られたものかの説明 

データの分野 e-Rad の研究分野（主分野） 

データの種別 別表 2「データの種別」参照 

概略データ量 研究開発／補助事業によって創出・取得又は収集されたサンプ

ルサイズや研究開発データ量 

管理対象データの

利活用・提供方針 

研究開発データに係る利活用方針がある場合の方針名称 

アクセス権 研究開発データの公開・提供方針 

例：公開、外部関係者と共有、内部関係者と共有、非公開 

公開予定日 当該データが猶予期間を経て公開される予定の日 

リポジトリ情報 現在のリポジトリ情報、あるいはプロジェクト後のリポジトリ情報 

リポジトリ URL リポジトリ名やそのリポジトリの URL 

データ管理機関 データを管理する研究開発を行う機関の法人名 

データ管理者 データ管理機関において、各管理対象データを管理する担当者

の名前 

または研究開発代表者 

  

 

 

別表 2 データの種別 

データの種別① データの種別② 

ヒト個人（研究参加者及び

ヒト試料由来のデータ） 

１）－１ 画像（病理含む） 

１）－２ ゲノム（生殖細胞系列、DNA 塩基配列、ゲノム修飾

等） 

１）－３ 診療記録(年齢、疾病名、画像、検体レポート、検診

データ等) 

１）－４ 生体情報 

１）－５ モバイルアプリから収集したデータ（歩数、活動量

等） 

１）－６ 疫学調査（生活習慣、社会経済状況の質問票等） 

１）－７ 行政記録（医療保険、介護保険、健診、予防接種、

人口動態等） 

１）－８ 人の表現型 

２） 移植関連レジストリ 

３） 集合、集計、統計処理を行った統計データ 

３）－２ PHR 等の個人レベルの集合データ 

４） 医療情報の測定条件に関するデータ（医療機器か

ら得られた測定データ、データ取得に用いた医療機

器を特定する情報、データ取得時の医療機器の設

定条件、データ取得時の医療機器の操作記録、医

療機器の測定者に関する情報を含む） 

５） その他 

ヒト以外の生物由来の 

データ 

１） バイオリソース（細胞、真菌、細菌叢、ウイルス等） 

２） 人以外のデータ(動物のデータ、微生物) 

３） 植物に関するデータ 

４） その他 

その他のデータ １） 化学物質の構造・物性・生理活性・毒性 

２） 物理現象に関するデータ 

３） その他 

 

 


