
一覧表①：「臨床研究法」に基づき実施された臨床研究（特定臨床研究） 2021.4.1現在

通番 研究番号 課題名
特定
臨床
研究

所属 研究責任医師

1 2018-0453
食道がんに対するシスプラチン＋フルオロウラシル療法を用
いた術前化学放射線療法の第Ⅱ相試験

化学療法部 前田 修

2 2018-0452
転移性骨腫瘍切除後の人工骨移植に対する温熱治療の骨形成
促進効果に関する研究（多施設）

○
リハビリテー

ション部
西田 佳弘

3 2018-0454
食道切除術後縫合不全に対するアバンド (HMB･アルギニン・
グルタミン配合飲料) の効果に関する第II相試験

○ 消化器外科二 小寺　泰弘

4 2018-0455
ドライバー体調アシストシステムの開発に向けた心疾患者の
生体信号モニタリングに関する研究

○ 循環器内科学 室原　豊明

5 2018-0456
線維芽細胞増殖因子受容体に変化が認められる進行固形がん
を有する日本人患者を対象としたインフィグラチニブ経口投
与の長期安全性試験（単施設）

○ 化学療法部 安藤　雄一

6 2018-0457
婦人科悪性腫瘍リンパ節郭清後の続発性リンパ浮腫に対する
五苓散・柴苓湯の有効性評価を目的としたランダム化第II相
試験（多施設）

産婦人科 芳川　修久

7 2018-0458
拡張型心筋症に対するテイラーメイド方式心臓形状矯正ネッ
トの臨床試験

○ 心臓外科 碓氷　章彦

8 2018-0459
体外式超音波装置を用いた、膵胆肝領域における新式シア
ウェーブエラストグラフィー技術およびフュージョン技術の
臨床有用性の検討（単施設）

○
光学医療診療

部
石川　卓哉

9 2018-0460
術後再建腸管に対してのダブルバルーン内視鏡挿入時分岐部
における挿入ルート選択のための二酸化炭素送気法と従来の
目視法との前向きランダム化比較研究（単施設）

光学医療診療
部

中村　正直

10 2018-0461
新生児･乳児の陥没呼吸、漏斗胸に対する外補強材の有用性
に関する研究

○
小児科学/成長

発達医学
伊藤　美春

11 2018-0462
小児難治性マイコプラズマ肺炎に対する高用量ステロイドの
効果に関する多施設共同ランダム化比較試験（多施設）

小児科 高橋　義行

12 2019-0102
小児肝疾患患者における腹部超音波を用いた肝線維化評価と
予後との関連性についての研究（単施設）

消化器内科 石上　雅敏

13 2018-0463
顔面乳児湿疹に対するヘパリン類似物質軟膏の効果に関する
前向き多施設共同単盲検ハーフサイド比較研究（多施設）

小児科 佐藤　義朗



14 2019-0107
補償光学走査レーザー検眼鏡を用いた眼の検査に関する研究
（単施設）

○ 眼科 伊藤 逸毅

15 2019-0105 睡眠時の生体情報を指標とした精神障害の評価に関する研究 ○ 精神科 尾崎　紀夫

16 2019-0142
糖尿病患者における自己血糖測定記録電子化およびクラウド
を介した主治医との共有による糖代謝改善効果の検討

○
糖尿病・内分

泌内科学
有馬 寛

17 2019-0178
膵頭十二指腸切除術におけるトラネキサム酸投与の術中出血
抑制効果に関する研究

○
外科周術期管
理学寄附講座

横山 幸浩

18 2019-0189
プラチナ製剤と免疫チェックポイント阻害剤を含む化学療法
後の非小細胞肺癌患者を対象としたドセタキセル・ラムシル
マブ併用の第II相試験

○ 呼吸器内科 森瀬　昌宏

19 2019-0309
原発性骨粗鬆症および変形性膝関節症を有する高齢女性患者
に対するロモソズマブとデノスマブの無作為化比較試験

整形外科 小嶋 俊久

20 2019-0453
血管内圧測定用センサ付ガイドワイヤおよび観血式血管内圧
測定用モニタを用いた冠動脈予備能比（FFR）と拡張期血圧
比（dPR）の比較検討研究

○ 循環器内科学 田中 哲人

21 2019-0461
関節リウマチ患者におけるビスフォスフォネート効果不十分
なステロイド骨粗鬆症に対するロモソズマブの無作為比較試
験

整形外科 小嶋 俊久

22 2019-0460
小児急性胃腸炎に対する五苓散の嘔吐改善に関する前向き多
施設共同ランダム化比較研究

○ 小児科 髙橋 義行

23 2019-0471
Dravet症候群の異常歩行に対するL-DOPA有効性の三次元歩行
解析を用いた検討

障害児（者）
医療学寄附講

座
夏目 淳

24 2019-0498
レビー小体病ハイリスク者に対するゾニサミドの有効性・安
全性に関わる探索的臨床試験

○ 神経内科 勝野 雅央

25  2020-0270
機能性腸障害に対するα1交感神経受容体阻害剤の有効性及
び安全性の検討

○
光学医療診療

部
澤田 つな騎

26 2019-0518
食道がんに対する術前ドセタキセル＋シスプラチン＋フルオ
ロウラシル（DCF）療法におけるペグフィルグラスチムday3
投与の安全性確認試験

○ 化学療法部 前田 修

27 2019-0516
バリシチニブにより低疾患活動性を維持している関節リウマ
チ患者におけるメトトレキサート併用中止の患者報告・臨
床・画像アウトカム

整形外科 高橋 伸典



28 2019-0540
卵巣過剰刺激症候群の予防に対するレトロゾール（商品名　
フェマーラ）投与の有効性についての検討

○
総合周産期母
子医療セン

ター
大須賀　智子

29 2019-0515
シンバイオティクスの腸内環境改善効果に関する無作為化比
較試験

○
外科周術期管
理学寄附講座

横山　幸浩

30 2019-0552
一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する化学療法による標準
治療法の確立を目指した第２相臨床試験（TAM-18）

〇 小児科 高橋　義行

31 2020-0594
救急・集中治療領域におけるメラトニン受容体アゴニスト
「ラメルテオン」のせん妄予防効果に関する研究

○
救急・内科系
集中治療部

沼口　敦

32 2021-0067
軽度呼吸不全を呈するCOVID-19肺炎患者に対するファビピラ
ビル／ステロイド併用療法の多施設共同第II相試験

〇 呼吸器内科 進藤　有一郎

33 2020-0111
切除可能境界膵癌に対するnab-PTX+GEM療法±放射線療法併
用による術前治療の無作為化比較第Ⅱ相臨床試験

○ 消化器外科二 小寺 泰弘

34 2020-0063
ROS1融合遺伝子陽性進行性小児脳腫瘍に対するエヌトレクチ
二ブ経口投与に関する患者申出療養

○ 脳神経外科 夏目 敦至

35 2020-0145
FVIIIインヒビター保有先天性血友病A患者における免疫寛容
導入療法実施下及び実施後のエミシズマブの安全性を評価す
る多施設共同臨床研究

○ 輸血部 松下 正

36 2020-0263
局所進行膵癌に対する放射線療法導入タイミングに関する無
作為化比較第Ⅱ相臨床試験

○ 消化器外科二 小寺 泰弘

37 2020-0303
関節リウマチに対するセルトリズマブペゴル治療におけるメ
トトレキサート併用中止後の治療効果持続性に関する研究

○ 整形外科 小嶋 俊久

38 2020-0297
高周波ラジオ波メスを用いた皮膚切開創に関する前向きラン
ダム化比較

小児外科 城田 千代栄

39  2020-0266
抗血栓薬内服中の胃粘膜下層剥離術症例に対するボノプラザ
ンとプロトンポンプ阻害薬の無作為化前向き比較試験

○ 消化器内科 藤城 光弘

40 2020-0265
車を運転するインスリン使用糖尿病患者における低血糖ア
ラートの有効性に関する検討

○
糖尿病・内分

泌内科
有馬 寛

41 2020-0395
糖尿病性腎臓病における腎血行動態の解明とカナグリフロジ
ンによる腎保護作用

○ 腎臓内科 丸山  彰一



42  2020-0400
イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤の薬物動態と副作
用の関連の解析研究

化学療法部 安藤　雄一

43 2020-0494
Asleep-Awake-Asleep法で行われる覚醒下脳腫瘍摘出術にお
けるレミマゾラム投与の有用性についての検討：プロポ
フォールとの無作為化比較試験に関する研究

麻酔科 西脇　公俊

44 2020-0430
骨粗鬆症合併透析患者におけるロモソズマブの骨折予防及び
骨塩量増加効果

腎臓内科 丸山  彰一

45 2020-0436
膵がん二次化学療法としてのイリノテカンリポソーム＋フル
オロウラシル＋レボホリナート療法とFOLFIRINOX療法を比較
するランダム化第Ⅱ相試験（NUPAT-09試験）

化学療法部 前田 修

46 2018-0465
腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シスプラチン＋パクリタ
キセル腹腔内投与併用療法の第II相臨床試験

○ 消化器外科 小寺　泰弘

47 2018-0466
パーキンソン病の幻視における瞳孔自律神経異常の関与の解
明

○ 神経内科学 勝野　雅央

48 2018-0467
2型糖尿病患者を対象としたフラッシュグルコースモニタリ
ングシステム（FGM）による糖代謝改善についての検討

○
糖尿病・内分

泌内科
有馬　寛

49 2018-0468
切除不能進行膵癌例におけるケストースによる栄養状態改善
の評価 

○ 消化器内科 本多　隆

50 2018-0469
３次元シネ位相コントラスト磁気共鳴画像法によるヒト血管
血流動態解析に関する研究

○

新規低侵襲画
像診断法基盤
開発研究寄附

講座

竹原　康雄

51 2018-0470 炎症性腸疾患におけるケストースの有用性について ○ 消化器内科 本多　隆

52 2018-0471
切除不能進行および再発膵癌に対するゲムシタビン＋ナブパ
クリタキセル併用化学療法におけるコウジン末（TJ-3020）
支持療法ランダム化第II相試験

○ 消化器外科 小寺　泰弘

53 2018-0472
胆道手術の際のインドシアニングリーンを用いたナビゲー
ションサージャリーの有効性に関する研究

○ 小児外科 城田　千代栄

54 2018-0451
胃切除術後縫合不全に対するアバンド (HMB･アルギニン・グ
ルタミン配合飲料) の効果に関する多施設共同第II相試験

○ 消化器外科 小寺　泰弘

55 2018-0473
経食道心エコープローブの消化器疾患診断における有用性に
関する研究

○ 消化器内科 石川　卓哉



56 2018-0474
成人骨髄性血液悪性腫瘍に対する臍帯血移植におけるG-CSF 
priming 骨髄破壊的前治療の有効性に関するランダム化比較
試験 臨床第Ⅲ相試験

○ 血液内科 寺倉　精太郎

57 2018-0475
エテルカルセチドの多角的機序によるCKD-MBD治療戦略の開
発

○ 腎臓内科 丸山　彰一

58 2018-0476
関節リウマチに対するトシリズマブ治療におけるメトトレキ
サート併用中止後の治療効果持続性に関する研究

○ 整形外科 小嶋　俊久

59 2018-0477 骨腫瘍切除後欠損部に対するアフィノス移植後の臨床成績 ○
リハビリテー

ション科
西田　佳弘

60 2018-0478
心臓サルコイドーシスにおけるFDG-PETガイド下治療介入研
究

○ 循環器内科学 室原　豊明

61 2018-0479
胆道閉鎖症の臨床経過における脂肪酸プロファイルとエイコ
サノイドの変化およびその補正の予後に与える影響について
の研究

○
小児がん治療

センター
住田　亙

62 2018-0480 腹腔鏡下手術用触覚センシング・システム ○
総合医学教育

センター
藤原　道隆

63 2018-0481
球脊髄性筋萎縮症患者に対するメキシレチン塩酸塩経口摂取
の有効性及び安全性を検討する多施設共同ランダム化二重盲
検クロスオーバー比較試験

○ 神経内科学 勝野　雅央

64 2018-0483
切除不能進行・再発大腸癌に対する二次治療としての
Ramucirumab + FOLFIRI（irinotecan日本標準量: 150 
mg/m2）療法の臨床第II相試験

○ 消化器外科 中山　吾郎

65 2018-0482 Alfacalcidolのクローン病に対する治療効果に関する研究 ○ 消化器内科 中村　正直

66 2018-0486
次世代医療機器・ナビゲーション下経頭蓋磁気刺激（nTMS）
システムを用いた 新たな術前・脳機能マッピング法の確立

○ 神経外科学 本村　和也

67 2018-0501
内視鏡的局注法によるIndocyanine Green (ICG) 蛍光法を用
いた早期胃癌のマーキング法

○ 消化器外科 小寺　泰弘

68 2018-0484
切除不能あるいは遠隔転移を有する軟部肉腫（コホート1：
悪性末梢神経鞘腫瘍患者、コホート2：抗がん剤抵抗性軟部
肉腫患者）を対象としたpazopanibの第II相臨床試験

○
リハビリテー

ション科
西田　佳弘

69 2018-0485
先天性乏毛症，縮毛症に対するミノキシジルの効能に対する
研究

○ 皮膚科 秋山　真志



70 2018-0497 手根管症候群手術症例に対するトラニラストの臨床的検討 ○ 手の外科学 平田　仁

71 2018-0487
FDG-PETによるアルツハイマー病の診断に関する多施設共同
研究

○
国立長寿医療
研究センター

伊藤 健吾

72 2018-0488 NAFLD/NASHにおけるケストースの有用性について ○ 消化器内科 本多 隆

73 2018-0489
ボノプラザン使用時の腸内細菌叢の変化に及ぼすケストース
の効果

○ 消化器内科 本多　隆

74 2018-0490
リンパ管奇形治療の際の病変可視化におけるインドシアニン
グリーン局所注射の有効性に関する研究 

○ 小児外科学 田井中 貴久

75 2018-0491
肝外胆管切除を伴う大量肝切除術における肝切離前 ステロイ
ド投与の術後肝障害抑制効果に関する研究

○
外科周術期管
理学（ヤクル
ト）寄附講座

横山 幸浩

76 2018-0492
難治性腸疾患に対する便移植治療の有効性、安全性に関する
初期研究

○ 消化器内科 中村　正直

77 2018-0568
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としての
TS-1＋Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験

○ 消化器外科 小寺　泰弘

78 2018-0493
大腸疾患に対する直視型超音波内視鏡の有用性に関する前向
き探索的研究

○ 消化器内科 中村　正直

79 2018-0494
自己免疫性膵炎の診断におけるEUS-FNBの有用性に関する多
施設共同研究

○ 消化器内科 石川　卓哉

80 2018-0498
２型糖尿病患者の血中脂質に対するDPP4阻害薬スイニー（ア
ナグリプチン）の効果に関する研究

○
糖尿病・内分

泌内科
有馬　寛

81 2018-0495
ゾニサミドによるレビー小体型認知症ＢＰＳＤ軽減効果の検
証―有効性検証試験―

○ 脳神経内科 勝野　雅央

82 2018-0496
閉塞性黄疸患者に対する茵チン蒿湯の利胆作用と腸内環境の
関連に関する研究

○
外科周術期管
理学（ヤクル
ト）寄附講座

横山 幸浩

83 2018-0499
大腸疾患に対する超音波内視鏡下吸引針生検の有用性に関す
る前向き探索的研究

○ 消化器内科 中村　正直



84 2018-0500
卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術後の卵巣予備能低下に対する
ジェノゲスト投与の有効性の検討

○

総合周産期母
子医療セン

ター生殖周産
期部門

大須賀 智子

85 2018-0464
バランス練習アシストが運動機能とフレイルの要因に及ぼす
効果に関する研究

○
国立長寿医療
研究センター

近藤　和泉

86 C2018-001
JCOG1306：高悪性度非円形細胞肉腫に対するadriamycin, 
ifosfamideによる補助化学療法とgemcitabine,docetaxelに
よる補助化学療法とのランダム化第II/III相試験

〇
リハビリテー

ション科
西田　佳弘

87 C2018-002
腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対するS-1＋パ
クリタキセル経静脈・腹腔内併用療法の臨床研究

〇 消化器外科 小寺　泰弘

88 C2018-004
パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのジスキネ
ジア発現に対する臨床研究（介入研究）

〇 神経内科 勝野　雅央

89 C2018-005
Borderline resectable膵癌に対するgemcitabine+nab-
paclitaxel術前化学療法の生存期間に対する有効性・安全性
に関する多施設共同第II相試験

〇 消化器外科 小寺　泰弘

90 C2018-006
JCOG1308C: 再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベ
バシズマブ逐次併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施
設共同ランダム化第III相試験

〇 脳神経外科 若林　俊彦

91 C2018-007
腹膜転移を有する膵がんに対するS-1+パクリタキセル経静
脈・腹腔内投与併用療法の無作為化比較第III相多施設共同
臨床試験

〇 消化器外科 小寺　泰弘

92 C2018-008

JCOG0203: 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

〇 血液内科 島田　和之

93 C2018-009
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

〇 血液内科 島田　和之

94 C2018-010
JCOG0908: 高リスクDLBCLに対する導入化学療法（bi-R-CHOP
療法またはbi-R-CHOP/CHASER療法）と大量化学療法（LEED）
の有用性に関するランダム化第II相試験

〇 血液内科 島田　和之

95 C2018-011
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 (ATL-alloHSCT)

〇 血液内科 島田　和之

96 C2018-012

JCOG1008: 局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク
患者に対する3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放
射線療法とWeekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線
療法に関するランダム化第II/III相試験 (HNC-Adjuvant 
CDDP+RT-P3)

〇 耳鼻咽喉科 丸尾　貴志

97 C2018-013
JCOG1314: 切除不能または再発食道癌に対するCF（シスプラ
チン+5-FU）療法とbDCF（biweeklyドセタキセル+CF）療法の
ランダム化第III相比較試験

〇 消化器外科 小池 聖彦



98 C2018-014
JCOG1507: 病理学的Stage II/IIIで“vulnerable”な80歳以
上の高齢者胃癌に対する開始量を減量したS-1術後補助化学
療法に関するランダム化比較第III相試験

〇 消化器外科 小寺　泰弘

99 C2018-015
JCOG0905: 骨肉腫術後補助化学療法における Ifosfamide 併
用の効果に関するランダム化比較試験

〇
リハビリテー

ション科
西田　佳弘

100 C2018-016
JCOG1203: 上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のため
の非ランダム化検証的試験

〇 産科婦人科 鈴木 史朗

101 C2018-017
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 (INNOVATE-HL)

〇 血液内科 島田　和之

102 C2018-018

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法
としてのベバシズマブ + エルロチニブ併用療法とエルロチ
ニブ単剤療法を比較する非盲検無作為化比較第III相臨床試
験（NEJ026）

〇 呼吸器内科 森瀬　昌宏

103 C2018-019

JCOG1311: IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する
Conventional Paclitaxel + Carboplatin ± Bevacizumab 
併用療法 vs. Dose-dense Paclitaxel + Carboplatin ± 
Bevacizumab 併用療法のランダム化第II/III相比較試験

〇 産科婦人科 鈴木 史朗

104 C2018-020

JCOG1201/TORG1528: 高齢者進展型小細胞肺がんに対するカ
ルボプラチン+エトポシド併用療法(CE療法)とカルボプラチ
ン+イリノテカン併用療法(CI療法)のランダム化比較第
II/III相試験

〇 呼吸器内科 森瀬　昌宏

105 C2018-021
JCOG1109: 臨床病期IB/II/III食道癌（T4を除く）に対する
術前CF療法/術前DCF療法/術前CF-RT療法の第III相比較試験

〇 消化器外科二 小池 聖彦

106 C2018-022
高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌
に対するmFOLFOX6療法の第II相試験（WJOG10517G）

〇 化学療法部 前田　修

107 C2018-023
JCOG1509　局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する
周術期化学療法の優越性を検証することを目的としたランダ
ム化比較第III相試験

〇 消化器外科二 小寺　泰弘

108 C2018-024
JCOG1301C: 高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃
接合部腺癌に対する術前 trastuzumab併用化学療法の意義に
関するランダム化第II相試験 (Trigger Study)

〇 消化器外科二 小寺　泰弘

109 C2018-025
JCOG1403: 上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における術直後
単回ピラルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第III相
試験

〇 泌尿器 後藤　百万

110 C2018-026
JCOG1101: 腫瘍径2 cm以下の子宮頸癌IB1期に対する準広汎
子宮  全摘術の非ランダム化検証的試験

〇 産科婦人科 鈴木 史朗

111 C2018-027
JCOG1402：子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射
線治療（IMRT）を用いた術後同時化学放射線療法の多施設共
同非ランダム化　検証的試験

〇 産科婦人科 鈴木 史朗



112 C2018-028
切除不能肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法（TACE）とレ
ンバチニブの併用療法第II相臨床試験

〇 消化器内科 葛谷 貞二

113 C2018-029

HER2陽性の進行・再発乳癌に対する ペルツズマブ再投与の
有用性を検
証する第III相臨床研究［JBCRG-M05(PRECIOUS)］

〇
乳腺・内分泌

外科
菊森　豊根

114 C2018-033
化学療法未治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌に対する
CapeOX療法の第Ⅱ相臨床試験 　＜TCOG GI-1601＞

〇 消化器外科 田中　千恵

115 C2018-034
SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比
較試験

〇 循環器内科学 室原　豊明

116 C2018-035
JCOG1111C: 成人Ｔ細胞白血病・リンパ腫に対するインター
フェロンα/ジドブジン併用療法とWatchful Waiting療法の
第III相ランダム化比較試験

〇 血液内科 島田　和之

117 C2018-036

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mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤お
よびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第
III相比較臨床試験（JFMC47-1202-C3: ACHIEVE Trial）

〇 消化器外科 服部憲史

118 C2018-037
生分解性ポリマーコーティングステント留置後の高出血リス
ク患者における短期的および長期的な２剤による抗血小板薬
療法（DAPT)レジメンの検討

〇 循環器内科 室原　豊明

119 C2018-038

ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法
による維持療法を利用したベバシズマブ＋パクリタキセル療
法の治療最適化研究
－多施設共同無作為化比較第II相臨床試験－

〇
乳腺・内分泌

外科
菊森 豊根

120 C2018-039
JCOG1412: リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍
大動脈リンパ節郭清の治療的意義に関するランダム化第III
相試験

〇 産科婦人科 鈴木 史朗

121 C2018-040
2型糖尿病合併不整脈治療デバイス植え込み患者におけるエ
ンパグリフロジン介入後の重症不整脈数変化を評価するため
のプラセボ対照二重盲検比較試験

〇 循環器内科学 因田恭也

122 C2018-041
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+
シスプラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療
法のランダム化比較第Ⅲ相試験

〇 呼吸器外科 横井香平

123 C2018-042
血管内大細胞型B細胞リンパ腫 (Intravascular large B-
cell lymphoma； IVLBCL) に対するR-CHOP + R-high-dose 
MTX療法の第II相試験 (PRIMEUR-IVL試験)

〇 血液内科 島田　和之

124 C2018-043

JCOG1016: 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチ
ン（ACNU）化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法
をテモゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第III
相試験

〇 脳神経外科 若林　俊彦

125 C2018-044
JCOG1303:手術後残存腫瘍のあるWHO Grade II星細胞腫に対
する放射線単独治療とテモゾロミド併用放射線療法を比較す
るランダム化第Ⅲ相試験

〇 脳神経外科 若林　俊彦



126 C2018-045
65歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸による地固
め療法 -第Ⅱ相臨床試験- JALSG APL212G

〇
血液・腫瘍内

科学
石川 裕一

127 C2018-046
JCOG1510: 切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根
治的化学放射線療法と導入Docetaxel+CDDP+5-FU療法後の
Conversion Surgeryを比較するランダム化第III相試験

〇 消化器外科学 小池 聖彦

128 C2018-047
JCOG1205/1206: 高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対す
るイリノテカン+シスプラチン療法とエトポシド+シスプラチ
ン療法のランダム化比較試験

〇 呼吸器外科 川口晃司

129 C2018-049
膵頭十二指腸切除術の膵空腸吻合におけるポリグリコール酸
シート被覆の有用性を検証する　日本-韓国　多施設無作為
化比較第Ⅲ相試験

〇 消化器外科学 小寺泰弘

130 C2018-050

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけ
るシタラビン投与法についてランダム化比較検討、および寛
解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する多施設共同
シームレス第II-III相臨床試験 (AML-12)

〇 小児科 高橋　義行

131 C2018-051
小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に
対する多施設共同第II相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

132 C2018-052
小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第
II相および第III相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

133 C2018-053
限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用治
療期間短縮VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

134 C2018-054
特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチ
ン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチ
ン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第III相試験

〇 呼吸器内科 阪本考司

135 C2018-056
メトトレキサート未使用関節リウマチ患者におけるアダリム
マブ追加投与時のメトトレキサート至適用量に関する検討

整形外科 小嶋　俊久

136 C2018-057
腎癌患者を対象としたda Vinciサージカルシステム（DVSS）
によるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の有効性および安
全性に関する多施設共同非盲検単群臨床試験

泌尿器科 後藤百万

137 C2018-058
腎門部に位置するcT1,cN0,cM0腎腫瘍の患者を対象にda 
Vinciサージカルシステムを用いた腎部分切除術の有効性を
評価する多施設共同非盲検単群臨床研究

泌尿器科 後藤百万

138 C2018-059
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルと
nab-パクリタキセルのランダム化比較第III相試験

〇 呼吸器内科 長谷哲成

139 C2018-060
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試験）

〇 消化器外科学 小寺　泰弘



140 C2018-061
高齢者化学療法未施行IIIB/IV期扁平上皮肺がんに対する
nab-Paclitaxel + Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療
法のランダム化第III相試験

〇 呼吸器内科 森瀬昌宏

141 C2018-062
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を
対象としたダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移
植の臨床第Ⅱ相試験(JALSG Ph+ALL213)

〇
血液・腫瘍内

科学
清井仁

142 C2018-065 AdaptResponse試験 〇 循環器内科学 因田　恭也

143 C2018-067
腎機能低下時、軽体重時におけるオシメルチニブ療法の薬物
動態、用量反応関係を検討する第1相試験

〇 呼吸器内科 長谷哲成

144 C2018-068
総胆管結石治療後の再発予防に対するウルソデオキシコール
酸の有効性と安全性の評価に関する臨床試験

〇 消化器内科 田中浩敬

145 C2018-069
臓器移植における抗体関連拒絶反応の新規治療法の開発に関
する研究

〇 移植外科 小倉　靖弘

146 C2018-070

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＋ベバシズマブ
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

〇 腫瘍外科 上原 圭介

147 C2018-071
Paediatric Hepatic International Tumour Trial  小児肝
癌に対する国際共同臨床試験 (JPLT4: PHITT)

〇 小児科 高橋　義行

148 C2019-001

JCOG1703: 初発膠芽腫に対する可及的摘出術＋カルムスチン
脳内留置用剤留置＋テモゾロミド併用化学放射線療法と可及
的摘出術＋テモゾロミド併用化学放射線療法のランダム化第
III相試験

脳神経外科 若林　俊彦

149 C2019-002
根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌に
対するエンザルタミドの臨床効果および安全性の検討
（JCASTRE-Zero）

〇 泌尿器科 加藤真史

150 C2019-003
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶
出ステントの実臨床条件下における無作為化比較研究

〇 循環器内科 石井秀樹

151 C2019-004
JCOG1704:高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前 
Docetaxel + Oxaliplatin + S-1の第II相試験

〇 消化器外科学 小寺　泰弘

152 C2019-005
FOLFOXIRI+BEV治療後の切除不能進行・再発結腸・直腸癌へ
の二次治療例に対するFOLFIRI+AFL療法の有用性の検討-臨床
第Ⅱ相試験-

〇 消化器外科学 小寺　泰弘

153 C2019-006
アスピリンによる異時性多発胃癌の発生予防効果を検証する
多国籍・多施設無作為化比較試験

〇 消化器内科学 藤城　光弘



154 C2019-007
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん
患者に対する術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダ
ム化比較試験

〇
乳腺・内分泌

外科
菊森 豊根

155 C2019-008
HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズ
マブ、タキサン併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、
エリブリン併用療法を比較検討する第III相臨床研究

〇
乳腺・内分泌

外科
菊森 豊根

156 C2019-009
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法
ランダム化比較第Ⅲ相試験

〇
乳腺・内分泌

外科
菊森 豊根

157 C2019-010
高齢者急性骨髄性白血病(AML)の層別化により化学療法が可
能な症例に対して若年成人標準化学療法の近似用量を用いる
第II相臨床試験

〇
血液・腫瘍内

科学
石川 裕一

158 C2019-011
再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するmodified PFE療法と 
modified TPEx療法を比較するランダム化第Ⅱ相多施設共同
試験

〇 耳鼻咽喉科 藤本　保志

159 C2019-012
大腸憩室炎に対する大黄牡丹皮湯投与効果の二重盲検ランダ
ム化比較試験（DADIDA）

〇 消化器外科２ 筒山将之

160 C2019-013
本邦における高用量スタチンを用いた心血管カテーテル検査
および治療後の造影剤腎症予防効果に関する臨床研究

〇 循環器内科学 室原　豊明

161 C2019-014

横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC1.2（ビンクリスチ
ン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 g/m2）/ 
VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全
性の評価の第II相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

162 C2019-015
横紋筋肉腫低リスクA群患者に対するVAC1.2（ビンクリスチ
ン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 g/m2）/ 
VA療法の有効性及び安全性の評価第II相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

163 C2019-016

横紋筋肉腫高リスク群患者に対する VI（ビンクリスチン、
イリノテカン）/ VPC（ビンクリスチン、ピラルビシン、シ
クロホスファミド）/ IE（イホスファミド、エトポシド）/ 
VAC（ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファ
ミド）療法の有効性及び安全性の評価 第II相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

164 C2019-017

横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2（ビンクリスチ
ン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド2.2 g/m2 ）/ 
VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全
性の評価第II相臨床試験

〇 小児科 高橋　義行

165 C2019-018
HER2陽性進行・再発胃癌に対するトラスツズマブBS「NK」と
S-1+オキサリプラチン併用療法もしくはカペシタビン+オキ
サリプラチン併用療法に関する第Ⅱ相臨床試験

〇 消化器外科学 小寺　泰弘

166 C2019-020
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）

〇 消化器内科 中山 吾郎

167 C2019-021

標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大腸癌に対
するTFTD（ロンサーフ）+Bevacizumab併用療法のRAS遺伝子
変異有無別の有効性と安全性を確認する第II相試験(JFMC51-
1702-C7)

〇 消化器外科１ 上原 圭介



168 C2019-022
再発危険因子を有するStage II大腸癌に対するUFT/LV療法の
臨床的有用性に関する研究(JFMC46-1201)

〇 腫瘍外科学 梛野 正人

169 C2019-023

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mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤お
よびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第
III相比較臨床試験（JFMC47-1202-C3: ACHIEVE Trial）

〇 腫瘍外科学 梛野 正人

170 C2019-024
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前 Docetaxel + 
Oxaliplatin + S-1の第II相試験 (JCOG1704)

〇 消化器外科2 小林 大介

171 C2019-025
小児および若年成人における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

〇 小児科 髙橋　義行

172 C2019-026
初発時慢性期および移行期小児慢性骨髄性白血病を対象とし
たダサチニブとニロチニブの非盲検ランダム化比較試験

〇 小児科 髙橋　義行

173 C2019-027
ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対する層別
化治療の多施設共同第II相試験

〇 小児科 髙橋　義行

174 C2019-028
初発小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
（Ph+ALL）に対するダサチニブ併用化学療法の第II 相臨床
試験(ALL-Ph18)

〇 小児科 髙橋　義行

175 C2019-029
小児の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫に対する骨髄非破
壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移植の有効性と安全性を
評価する多施設共同非盲検無対照試験(ALCL-RIC18)

〇 小児科 髙橋　義行

176 C2019-030
Sensitizing EGFR uncommon mutation陽性未治療非扁平上皮
非小細胞肺癌に対するAfatinibとChemotherapyを比較する第
III相試験

〇 呼吸器内科 森瀬昌宏

177 C2019-031
頭頸部癌患者における高解像度マノメトリーを使用した化学
放射線療法後の嚥下圧変化に関する探索研究

耳鼻咽喉科 下野真理子

178 C2019-032
ステント支援脳動脈瘤治療における二剤抗血小板薬投与の効
果と安全性に関する多施設共同ランダム化比較試験

〇 脳神経外科 泉 孝嗣

179 C2019-033
初発BCR-ABL1陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対象とし
たダサチニブ、ポナチニブ併用化学療法および造血幹細胞移
植の臨床第II相試験

〇 血液内科 石川 裕一

180 C2019-034

再発急性前骨髄球性白血病(APL)に対する
Tamibarotene(Am80)と亜ヒ酸(ATO)の併用、寛解後療法とし
てgemtuzumab ozogamicin (GO)を⽤いた治療レジメンの有効
性および安全性検証試験

〇 血液内科 石川 裕一

181 C2019-035

第1・第2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダ
ラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による
前処置置を用いた同種移植の安全性・有効性についての臨床
試験（AML-SCT15）

〇 小児科 髙橋　義行



182 C2019-036
JCOG1807C: 肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の
術前後デュルバルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併
用した集学的治療に関する単群検証的試験

〇 呼吸器外科 川口晃司

183 C2019-037
遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく複
数の分子標的治療に関する患者申出療養

〇
先端医療開発

部
西脇　聡史

184 C2019-040
高齢者急性骨髄性白血病(AML)の層別化により化学療法が可
能な症例に対して若年成人標準化学療法の近似用量を用いる
第II相臨床試験　- JALSG-GML219 study-

〇 血液内科 石川 裕一

185 C2019-041
JCOG1802: ドキソルビシン治療後の進行軟部肉腫に対する二
次治療におけるトラベクテジン、エリブリン、パゾパニブの
ランダム化第II相試験

〇
リハビリテー

ション科
西田　佳弘

186 C2019-042
JCOG1701：非小細胞肺癌に対するPD-1経路阻害薬の継続と休
止に関するランダ ム化比較第III相試験

呼吸器内科 森瀬昌宏

187 C2019-043
再発濾胞性リンパ腫に対するobinutuzumab+ bendamustine併
用の第Ⅱ相試験

〇 血液内科 島田　和之

188 C2019-044 Mid-Q Response試験 〇 循環器内科学 因田　恭也

189 C2019-045
インヒビター保有血友病A患者を対象とした、エミシズマブ
投与下における破綻出血時/手術時止血管理におけるバイパ
ス製剤投与時の凝固能測定に関する研究

〇 輸血部 松下　正

190 C2019-046
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

整形外科 小嶋　俊久

191 C2020-001
JCOG1801:直腸癌局所再発に対する術前化学放射線療法の意
義に関するランダム化比較第III相試験

〇 消化器外科一 上原 圭介

192 C2020-003
胎児発育不全に対するタダラフィル母体経口投与の有効性・
安全性に関する臨床試験　プラセボ対照ランダム化比較第Ⅱ
相多施設共同研究

〇 産婦人科 小谷　友美

193 C2020-004
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

整形外科 小嶋　俊久

194 C2020-005
JCOG1905: 進行性腎細胞癌に対するPD-1経路阻害薬の継続と
休止に関するランダム化比較第III相試験

泌尿器科 加藤　真史

195 C2020-007
高齢者非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン・ペ
メトレキセド・アテゾリズマブ併用後ペメトレキセド・アテ
ゾリズマブ維持療法の第2相試験: CJLSG1902

〇 呼吸器内科 森瀬　昌宏



196 C2020-008
AHCC（機能性食品）投与による切除可能・境界膵癌の治療成
績改善を検証するための多施設共同二重盲検無作為化第II相
比較試験

〇 呼吸器外科二 山田　豪

197 C2020-009
JCOG1910:高齢者初発膠芽腫に対するテモゾロミド併用寡分
割放射線治療に関するランダム化比較第III相試験

〇 脳神経外科 夏目　敦至

198 C2020-010

cT1,cN0,cM0の完全埋没型腎腫瘍の患者を対象に da Vinci
サージカルシステムを用いた腎部分切除術の有効性を評価す
る
多施設共同非盲検単群臨床研究

泌尿器科 加藤　真史

199 C2020-011
局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下層浸
潤癌（pT1 癌）に対するカペシタビン併用放射線療法の単群
検証的試験

消化器外科１ 上原　圭

200 C2020-012
腎機能障害を合併した2 型糖尿病患者に対するルセオグリフ
ロジンの腎機能に及ぼす影響の検討

〇 内分泌内科 有馬　寛

201 C2020-013
子宮体癌／子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存治療後の
子宮内再発に対する反復高用量黄体ホルモン療法に関する第
II 相試験

〇 産婦人科 梶山　広明

202 C2020-014
「再発リスク因子」を有するStage II大腸癌に対する術後補
助化学療法の有用性に関するランダム化第III相比較試験
（JCOG1805）

〇 消化器外科一 上原　圭

203 C2020-015
t(8;21)およびinv(16)陽性AYA・若年成人急性骨髄性白血病
に対する微小残存病変を指標とするゲムツズマブ・オゾガマ
イシン治療介入の有効性と安全性に関する臨床第II相試験

〇 血液内科 石川 裕一

204 C2020-016

再発または難治性の FLT3 遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病
患者を対象とする MEC（ミトキサントロン／エトポシド／シ
タラビン）とギルテリチニブの逐次療法の非盲検、多施設共
同、前向き介入試験（JALSG-RR-FLT3-AML220）

〇 血液内科 石川 裕一

205 C2020-017

JCOG1914: 高齢者切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する低
用量カルボプラチンを用いた化学放射線療法とカルボプラチ
ン＋アルブミン結合パクリタキセルを用いた化学放射線療法
を比較するランダム化第III相試験

〇 呼吸器内科 森瀬　昌宏

206 C2020-018

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＋ボルテゾミブ（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＋ボルテゾミブ併用維持療法のランダム
化第III相試験

〇 血液内科 島田　和之

207 C2020-021
本邦の初発APLに対するATRA+ATO療法の多施設共同第II相試
験（JALSG-APL220)

〇 血液内科 石川 裕一

208 C2020-024
小児髄芽腫に対し新規リスク分類を導入したチオテパ／メル
ファラン大量化学療法併用放射線減量治療の有効性と安全性
を検討する第II相試験

〇 脳神経外科 夏目　敦至

209 C2020-025
大型の非有茎性大腸腫瘍に対する多機能スネアを用いたハイ
ブリッド大腸粘膜下層剥離術の有用性を検証する非盲検化ラ
ンダム化比較試験

〇 消化器内科 山村　健史



210 C2020-026
Trastuzumab deruxtecan 施行の切除不能再発胃癌症例に対
する至適な制吐療法を検討するランダム化第2相試験

〇 消化器外科二 神田　光郎

211 C2020-027
特発性小脳失調症に対する免疫療法の有効性および安全性を
検証するランダム化並行群間試験

〇 神経内科 勝野　雅央



2021.4．1現在

一覧表②：「再生医療安全性確保法」に基づき実施された研究として行う再生医療技術の提供

通番 整理番号 課題名 治療・研究の別 種別 所属 研究責任医師

1 15-2
ヒト皮下脂肪組織由来間葉系前駆細胞を用いた
重症虚血肢に対する血管新生療法についての研
究

研究 第二種 循環器内科 室原　豊明

2 15-3
骨髄由来間葉系細胞と多血小板血漿を用いた顎
骨欠損に対する骨再生医療

研究 第二種 歯科口腔外科 岡部　一登

3 15-5
同種造血幹細胞移植後のｴﾌﾟｽﾀｲﾝﾊﾞｰｳｲﾙｽ
(EBV)関連リンパ球増殖症に対する第三者由来
抗原特異的細胞傷害性T細胞療法

研究 第一種 小児科 高橋　義行

4 16-2
CD19陽性急性リンパ性白血病に対するpiggyBac
トランスポ ゾン法によるキメラ抗原受容体遺伝子
改変自己T 細胞療法

研究 第一種 小児科 高橋　義行

5 15-7-2
新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯
血幹細胞治療

研究 第二種
総合周産期母子
医療センター

早川　昌弘

6 19-1
復帰変異モザイク部位から作製した培養表皮
シート（ジェイスⓇ）の表皮融解性魚鱗癬に対す
る有効性および安全性に関する臨床研究

研究 第二種 皮膚科 秋山　真志


