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医療法人社団滉志会瀬田クリニックグループは、2015 年 10 月 1 日より、これまで共同診

療を行ってきた 50 医療機関と共に、がん免疫細胞療法評価グループ（以下、「CITEG」

（Cancer Immuno-cell Therapy Evaluation Group））（※１）を立ち上げ、多施設共同臨床

研究（以下、「本研究」）を開始いたしますのでお知らせいたします。  

 

瀬田クリニックグループは1999年 3月の開院以来、連携医療機関とともに18,000名を超え

る患者さんに対して、15万回以上の治療（2015年 9月末現在）を提供し、国内最大級の実

績を有しています。また、開院以来の治療実績から抽出した臨床データの解析に加え、大

学病院、地域中核医療機関等との共同臨床研究を行い、科学的エビデンスの強化、安全

性と治療効果の更なる向上に取り組んで参りました。 

 

この度の CITEG の立ち上げと本研究の実施により、瀬田クリニックグループが提供するが

ん免疫細胞治療について、多施設での全ての症例の診療や細胞の品質等に係る情報を

共通の計画のもとに収集することが可能となります。年間 10,000 件超の治療件数から得ら

れた貴重な情報を免疫細胞治療ビッグデータとして集積し、患者さんの背景ごとに整理・解

析した結果を認定再生医療等委員会（※2）における評価結果を踏まえて公表することで、

CITEG 参加医療機関で提供されるがん免疫細胞治療の信頼性と透明性の向上に努めて

参ります。 

また、CITEG 内で発生した有害事象等に関する情報を医療機関相互に共有することで、

これまでの 18,000 名を超える実績から確立した安全性の更なる向上に取り組みます。 

この取り組みは、2014 年 11 月から施行されている「再生医療等安全性確保法」に基づき

実施するものであり、同法で求められる再生医療等の安全性及び透明性の確保の趣旨にも

合致する先駆的な取り組みです。 

 

本研究によって得られた多施設・多数例での臨床情報（背景因子、免疫学的検査デー

タ等）、並びに治療用細胞に関する情報について、これまで瀬田クリニックグループ単独での

取り組みに留まっていたデータ解析研究等を多施設で行うなど、がん免疫細胞治療の有効

性や予後関連因子等についてのより詳細な検討にも積極的に繋げて参ります。また、それら

の研究で得られた成果を基に科学的エビデンスの強化を目的とした新規の臨床試験へと発

展させ、厚生労働省の定める先進医療としての実施、ひいては保険適用を目指していきた

いと考えております。 

 

以上 

本件に関するお問い合わせ： 

医療法人社団  滉志会  法人本部  

東京都千代田区神田駿河台 2-1-45 ニュー駿河台ビル 3Ｆ  

TEL: 03-5244-5750  URL: http://www.j-immunother.com/  

Email: info@j-immunother.com 

 

がん免疫細胞治療の大規模な多施設共同臨床研究を開始 

～信頼性と透明性の更なる向上、エビデンスの強化にむけて～ 
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（※1） CITEG の透明性・信頼性獲得のための取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜CITEG 参加医療機関＞ 

医療法人 新産健会 LSI札幌クリニック 北海道 札幌市 

社会福祉法人 函館共愛会 共愛会病院 北海道 函館市 

医療法人社団 博彰会 佐野病院 北海道 旭川市 

社会医療法人 北斗 北斗病院 北海道 帯広市 

とよあきクリニック 青森県 青森市 

社団医療法人 啓愛会 美希病院 岩手県 奥州市 

東西クリニック仙台 宮城県 仙台市 

医療法人櫻会 大町内科外科クリニック 秋田県 秋田市 

べにばな内科クリニック 山形県 山形市 

医療法人 維誠会 金子医院 茨城県 水戸市 

医療法人研西会 水海道西部病院 茨城県 常総市 

医療法人社団日高会 平成日高クリニック 群馬県 高崎市 

医療法人 一成会 さいたま記念病院 埼玉県 さいたま市 

医療法人社団愛友会 上尾中央病院 埼玉県 上尾市 

医療法人社団 宏生会 クリニック柏の葉 千葉県 柏市 

新橋駅前内科クリニック 東京都 港区 

医療法人社団 ヴェリタス・メディカル・パートナーズ 麻布医院 東京都 港区 

花小金井クリニック 東京都 小平市 

江戸川病院 東京都 江戸川区 

医療法人社団滉志会 瀬田クリニック東京 東京都 千代田区 

医療法人社団 加藤医院 神奈川県 茅ヶ崎市 

真鶴町国民健康保険診療所 神奈川県 足柄下郡 
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医療法人社団滉志会 瀬田クリニック新横浜 神奈川県 横浜市 

医療法人社団 健進会 新津医療センター病院 新潟県 新潟市 

医療法人社団 金沢先進医学センター  石川県 金沢市 

医療法人 穂仁会 大滝東クリニック 福井県 福井市 

医療法人社団 華翠会 メディトピア沼津内科クリニック 静岡県 沼津市 

名古屋セントラル病院 愛知県 名古屋市 

特定医療法人 衆済会 増子記念病院 愛知県 名古屋市 

医療法人 光生会 光生会病院 愛知県 豊橋市 

医療法人 鉃友会 宇野病院 愛知県 岡崎市 

六名クリニック 愛知県 岡崎市 

医療法人 白山会 白山外科クリニック 愛知県 春日井市 

竹岡診療所 滋賀県 草津市 

医療法人幸生会 室町病院 京都府 京都市 

医療法人つとむ会 澤田内科医院 大阪府 大阪市 

りんくう出島クリニック 大阪府 泉佐野市 

医療法人社団滉志会 瀬田クリニック大阪 大阪府 吹田市 

てらおクリニック 兵庫県 西宮市 

なかにしクリニック 兵庫県 芦屋市 

医療法人 英邦会 石本胃腸肛門クリニック  和歌山県 和歌山市 

医療法人 産婦人科 山下クリニック 岡山県 岡山市 

医療法人 つかさ会 高橋メディカルクリニック 広島県 広島市 

海風診療所 山口県 周南氏 

医療法人社団 寿愛会 羽崎病院 香川県 観音寺市 

医療法人社団 樹人会 北条病院 愛媛県 松山市 

医療法人財団 杏林会 東明病院 愛媛県 松山市 

医療法人 心愛 山崎リゾートクリニック 福岡県 北九州市 

医療法人社団滉志会 瀬田クリニック福岡 福岡県 福岡市 

医療法人 すばる診療所 長崎県 諫早市 

医療法人祐基会 帯山中央病院 熊本県 熊本市 

医療法人 宏仁会 メディカルシティ東部病院 宮崎県 都城市 

医療法人 隆徳会 鶴田病院 宮崎県 西都市 

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院附属 健康管理センター 沖縄県 豊見城市 

 

 

（※2）認定再生医療等委員会  

再生医療等提供機関の実施する再生・細胞医療の倫理性、安全性、及び継続の妥当性

等を審査するための委員会です。瀬田クリニックグループ認定再生医療等委員会は、2014

年 11 月 25 日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき、免疫

細胞治療を含む第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務を実施する委員会として、

厚生労働大臣より認定を受けております。  

 


