整理番号

C2021-305

C2021-304

C2021-303
C2021-302
C2021-301
C2021-004
C2021-002
C2021-001
C2020-312
C2020-311

課題名
HER2 陽性乳癌のT-DXd 治療に対するオランザピン併⽤制吐療法の有効性を検討するプラセボ
コントロール⼆重盲検ランダム化第Ⅱ相⽐較試験 (WJOG14320B ERICA)
免疫チェックポイント阻害剤とプラチナを含む化学療法の併⽤療法による初回
治療が無効もしくは治療後に再燃した切除不能な進⾏・再発の肺扁平上⽪癌患
者を対象としたシスプラチン、ゲムシタビン、ネシツムマブの３剤併⽤療法の
多施設共同第II 相試験(WJOG14120L)
ALK遺伝⼦転座陽性⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対する、初回治療としてのBrigatinib +
Carboplatin + PemetrexedとBrigatinibの⾮盲検化ランダム化第 II 相試験
(WJOG14720L)
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（JCOG2008）
進展型⼩細胞肺癌に対する胸部放射線治療の追加を検討するランダム化第III相試験
（JCOG2002）
再発難治CD19陽性B細胞性急性リンパ性⽩⾎病に対する同種造⾎細胞移植後のブリナツモマブ
による維持療法の安全性および有効性に関する多施設共同⾮盲検無対照試験︓第I-II相試験
(JPLSG-SCT-ALL-BLIN21)
⼩児・AYA世代の限局期成熟B細胞性リンパ腫に対するリツキシマブ併⽤化学療法の有効性の評
価を⽬的とした多施設共同臨床試験（JPLSG-B-NHL-20）
⼩児の複数回再発・難治ALLに対する少量シタラビンとブリナツモマブによる寛解導⼊療法の第II相
試験（JPLSG-ALL-R19 BLIN）
胃切除術におけるポリグリコール酸シート被覆の膵液瘻予防に対する有⽤性を検証する多施設共
同無作為化⽐較第Ⅱ相試験(CCOG2101)
中枢神経系への転移を有するEGFR遺伝⼦変異陽性の患者でオシメルチニブが無効となった患者
に対して、⽩⾦製剤+ペメトレキセドと⽩⾦製剤+ペメトレキセド+オシメルチニブの⽐較試験
（TORG1938 EPONA)
アベマシクリブ投与後のHR陽性HER2陰性転移再発乳癌に対するアベマシクリブのre-challenge
試験/ctDNAの継時的評価による薬剤耐性メカニズムの評価（WJOG14220B）

疾患名

診療科

HER2 陽性乳癌

腫瘍内科

⽩⽯ 和寛

jRCTs031210410

肺扁平上⽪癌

呼吸器内科

沖 昌英

jRCTs051200138

沖 昌英

jRCTs041210103

永井宏和

jRCT1031210379

化学療法未治療ALK遺伝
⼦転座陽性⾮扁平上⽪⾮ 呼吸器内科
⼩細胞肺癌
未治療⾼腫瘍量濾胞性リン
⾎液内科
パ腫
進展型⼩細胞肺癌

呼吸器内科

沖 昌英

jRCTs031210393

急性リンパ性⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210154

成熟Ｂ細胞性リンパ腫

⼩児科

関⽔ 匡⼤

jRCTs041210104

⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210107

胃癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs042210090

進⾏・再発⾮⼩細胞肺癌

呼吸器内科

沖 昌英

jRCTs071200029

北川 智余恵

jRCTs031210129

沖 昌英

jRCTs051200142

沖 昌英

jRCTs031210013

⽩⽯ 和寛

jRCTs031200387

HR陽性HER2陰性転移再
腫瘍内科
発乳癌
化学療法未治療EGFR 遺
伝⼦変異陽性進⾏⾮扁平
EGFR遺伝⼦L858R変異陽性進⾏再発⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺がんに対するエルロチニブ＋ラム
C2020-309
上⽪⾮⼩細胞肺がんのうち、 呼吸器内科
シルマブとオシメルチニブを⽐較する第III相臨床試験（WJOG14420L)
EGFR遺伝⼦のexon 21
L858R 変異陽性例
ドライバー遺伝⼦陰性・不明の未治療進⾏⾮⼩細胞肺癌に対するプラチナ製剤併⽤化学療法＋
C2020-308 ペムブロリズマブとプラチナ製剤併⽤化学療法＋ニボルマブ＋イピリムマブのランダム化⽐較第III相試 ⾮⼩細胞肺癌
呼吸器内科
験（JCOG2007）
切除不能または再発乳がんにおけるT-DXd治療期間中のePROモニタリングの有⽤性を検討するラ
C2020-307
乳癌
腫瘍内科
ンダム化⽐較試験（PRO-DUCE study)

C2020-310

責任医師

2022.4.22現在
臨床研究実施計画番号
（公開情報は以下のサイト参照）
https://jrct.niph.go.jp/search

整理番号

C2020-306
C2020-305

C2020-304
C2020-303
C2020-302
C2020-203
C2020-202

C2020-201
C2020-015

課題名
Trastuzumab deruxtecan施⾏の切除不能再発胃癌患者に対する⾄適な制吐療法を検討す
る多施設共同ランダム化第2相試験（EN-hance）
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 （JCOG1911）
⾮定型奇形腫様ラブドイド腫瘍に対して強化髄注短期決戦型化学療法とチオテパ／メルファラン⼤
量化学療法後に遅延放射線治療を⾏う集学的治療レジメンの安全性と有効性を検討する第II相
試験（JCCG AT20）
切除不能胃癌に対するフルオロウラシル/レボホリナート、オキサリプラチンおよびドセタキセル併⽤療法
（FLOT）の第I相試験（FLOT）
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（JCOG1914）
重症鶏卵アレルギーに対する経⽪免疫療法の有効性と安全性に関する研究
低年齢の通年性アレルギー性⿐炎に対するダニ⾆下免疫療法のランダム化⽐較試験による有効性
の検討
Randomized trial of efficacy of house dust mite sublingual immunotherapytablet in preschool children with allergic rhinitis

疾患名

責任医師

臨床研究実施計画番号
（公開情報は以下のサイト参照）
https://jrct.niph.go.jp/search

切除不能再発胃癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs031200336

未治療多発性⾻髄腫

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs031200320

⾮定型奇形腫様ラブドイド腫
⼩児科
瘍

前⽥ 尚⼦

jRCTs051200071

胃がん

腫瘍内科

北川 智余恵

jRCTs041200044

切除不能局所進⾏⾮⼩細
胞肺癌

呼吸器内科

沖 昌英

jRCTs031200230

重症鶏卵アレルギー

⼩児科

⼆村 昌樹

jRCTs031200307

通年性アレルギー性⿐炎

⼩児科
アレルギー科

⼆村 昌樹

jRCT1031200292

呼吸器内科

⼩暮 啓⼈

jRCTs031200078

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210044

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210027

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210054

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210040

PD-L1発現50%以上の⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対するペムブロリズマブ単剤とペムブロリズマブ
⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌
＋カルボプラチン＋ペメトレキセド併⽤療法のランダム化第3相試験（NHO-Pembro-NSCLC）
若年性⾻髄単球性⽩⾎病に対するアザシチジン療法の多施設共同⾮盲検無対照試験
（JPLSG-JMML-20）
⼩児および若年成⼈におけるランゲルハンス細胞組織球症に対するリスク別多施設共同第II相臨
床試験（JPLSG-LCH-19-MSMFB）
⼩児、AYA世代および成⼈T細胞性急性リンパ性⽩⾎病に対する多施設共同後期第II相臨床試
験 (ALL-T19)
⼩児・AYA・成⼈に発症したB前駆細胞性急性リンパ性⽩⾎病に対する多剤併⽤化学療法の多
施設共同第III相臨床試験(ALL-B19)
⼩児急性⾻髄性⽩⾎病を対象とした微⼩残存病変を⽤いた層別化治療、および⾮低リスク群に
対する寛解導⼊後治療におけるゲムツズマブオゾガマイシン追加の有効性および安全性を検討する
ランダム化⽐較第III相臨床試験(JPLSG-AML-20)

診療科

若年性⾻髄単球性⽩⾎病

T細胞性急性リンパ性⽩⾎
病
B前駆細胞性急性リンパ性
⽩⾎病

⼩児科
⾎液内科
⼩児科
⾎液内科
⼩児科
⾎液内科

急性⾻髄性⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041210015

急性前⾻髄性⽩⾎病

⾎液内科

平野 ⼤希

jRCTs041200102
情報公開⽂書

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 再発または難治性のFLT3遺
C2020-008 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 伝⼦変異陽性急性⾻髄性 ⾎液内科
試験(JALSG-RR-FLT3-AML220)
⽩⾎病

平野 ⼤希

jRCTs041200067

C2020-014
C2020-013
C2020-012
C2020-011

C2020-009 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)

ランゲルハンス細胞組織球症

整理番号

課題名

疾患名

t(8;21)(q22;q22);RUN
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 X1-RUNX1T1または
C2020-004 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(JALSG「inv(16)(p13.1q22)/t(1
CBF-AML220)
6;16)(p13.1;q22);CBFB
-MYH11を有するAML
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
C2020-001
⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌
トレキセド・アテゾリズマブ維持療法の第2相試験:CJLSG1902
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
C2019-305
⼩児髄芽腫
量治療の有効性と安全性を検討する第II相試験（JCCGMB19）
切除不能進⾏・再発胃がんに対するナブパクリタキセルとラムシルマブ併⽤療法の隔週投与法におけ
C2019-303
胃がん
る有効性と安全性を検討する第Ⅱ相試験
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
C2019-302
⾮⼩細胞肺癌
タキセル・ラムシルマブ併⽤の第 II相試験
薬物療法により臨床的完全奏効が得られたHR陰性HER2陽性原発乳癌に対する⾮切除療法の
C2019-301
乳癌
有⽤性に関する単群検証的試験
切除不能進⾏肝細胞癌のレンバチニブ治療における⽀持療法としてのHMB・L-アルギニン・L-グルタ
C2019-201
肝細胞癌
ミン配合飲料の有⽤性についての⾮盲検ランダム化⽐較試験
重症⽜乳アレルギー児への加⽔分解カゼイン蛋⽩装填ハイドロゲルパッチを⽤いた経⽪免疫療法の
C2019-009
重症⽜乳アレルギー
有効性と安全性に関する多施設共同プラセボ対照⼆重盲検⽐較試験(mie002)
PD-L1発現50%未満⾼齢者⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺がんに対するペムブロリズマブ＋ペメトレキセ
C2019-007
⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺がん
ド療法の第2相試験(CJLSG1901)
慢性期慢性⾻髄性⽩⾎病患者に対するポナチニブ維持療法後のチロシンキナーゼ阻害薬再中断
C2019-006
慢性⾻髄性⽩⾎病
試験（JALSG-CML-RE-STOP219）
再発濾胞性リンパ腫に対するObinutuzumab+ Bendamustine併⽤の第II相試験
C2019-004
再発濾胞性リンパ腫
（HMCSG-GB-RRFL）
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、
C2019-003 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 前⾻髄球性⽩⾎病
性検証試験 -第Ⅱ相臨床試験 （JALSG-APL219R）
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
C2019-002
急性リンパ性⽩⾎病
化学療法および造⾎幹細胞移植の臨床第II相試験 （JALSG-PhALL219）
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
C2019-001
⾻髄性⽩⾎病
化学療法の近似⽤量を⽤いる第II相臨床試験（JALSG-GML219）
脳転移(放射線未治療)のあるT790M陽性⾮⼩細胞肺癌に対するオシメルチニブの第II相試験
C2018-355
⾮⼩細胞肺癌
（OCEAN WJOG9116L）
⼩児上⾐腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリスク分類を⽤いた集学的治療第Ⅱ相試
C2018-354
⼩児上⾐腫
験（JCCG EPN1501）

診療科

責任医師

臨床研究実施計画番号
（公開情報は以下のサイト参照）
https://jrct.niph.go.jp/search

⾎液内科
⼩児科

平野 ⼤希

jRCTs041200063

呼吸器内科

沖 昌英

jRCTs041200032

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs051200021

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs031180061

呼吸器内科
腫瘍内科

沖 昌英

jRCTs041190077

乳腺外科

林 孝⼦

jRCTs031190129

消化器内科

島⽥ 昌明

jRCTs031190252

⼩児科

⼆村 昌樹

jRCTs041200024

呼吸器内科

⼩暮 啓⼈

jRCTs041200012

⾎液内科

平野 ⼤希

jRCTs041190117

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs041190084

⾎液内科

平野 ⼤希

jRCTs041190101

⾎液内科

平野 ⼤希

jRCTs041190096

⾎液内科

平野 ⼤希

jRCTs041190088

呼吸器内科

坂 英雄

jRCTs071180017

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs051180233

整理番号

課題名

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
C2018-352 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 （JRS-Ⅱ HR）
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
C2018-351 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（JRS-ⅡIR）
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
C2018-350 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 第II相臨床
試験 （JRS-II LRB）
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
C2018-349
ド1.2ｇ/㎡）/VA療法の有効性および安全性の評価第II相臨床試験 （JRS-II LRA）
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
C2018-347
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）
⾼齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-1/L-OHP併⽤ (SOX) 療法のランダム化
C2018-345
第II相試験（WJOG8315G）
⾎管内⼤細胞型B細胞リンパ腫 (Intravascular large B-cell lymphoma; IVLBCL)に対す
C2018-343
るR-CHOP + R-high-dose MTX療法の第II相試験 (PRIMEUR-IVL試験)
PD-L1陰性または弱陽性の既治療進⾏⾮⼩細胞肺癌に対するアテゾリズマブとドセタキセル・ラムシ
C2018-342
ルマブ併⽤療法のランダム化⽐較第III相試験（WJOG10317L EMERALD study）
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
C2018-341 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 （JBCRG－M06︓
EMERALD）
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
C2018-339 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（PARADIGM study）
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
C2018-338
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II相試験（J-SONIC）
化学療法未治療の⾼齢者進⾏・再発胃癌に対するCapeOX療法の第II相臨床試験＜TCOG
C2018-337
GI-1601＞（CapeOX試験）
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
C2018-336
III相試験（J-AXEL）
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
C2018-335
（JFMC46-1201）
切除不能進⾏・再発⼤腸がん初回化学療法例に対するFOLFIRI+ramucirumab療法と
C2018-333
FOLFOXIRI+ramucirumab療法のランダム化第II相試験 （WJOG9216G）
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
C2018-332
Watchful waiting療法のランダム化⽐較試験

疾患名

診療科

責任医師

臨床研究実施計画番号
（公開情報は以下のサイト参照）
https://jrct.niph.go.jp/search

横紋筋⾁腫

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs051180208

横紋筋⾁腫

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs051180207

横紋筋⾁腫

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs051180200

横紋筋⾁腫

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs051180206

⼤腸癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs061180022

胃癌

腫瘍内科

北川 智余恵

jRCTs041190004

⾎管内⼤細胞型B細胞リン
パ腫

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs041180165

⾮⼩細胞肺癌

呼吸器内科

沖 昌英

jRCTs031180363

乳癌

外科（乳腺） 加藤 彩

jRCTs021180027

⼤腸癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs031180246

⾮⼩細胞肺癌

呼吸器科

沖 昌英

jRCTs071180049

胃癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs051180126

⾮⼩細胞肺癌

呼吸器科

坂 英雄

jRCTs071180037

⼤腸癌

外科

近藤 建

jRCTs031180155

⼤腸がん

腫瘍内科

北川 智余恵

jRCTs041180166

永井 宏和

jRCTs031180169

成⼈Ｔ細胞⽩⾎病・リンパ腫 ⾎液内科

整理番号

課題名
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
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(TROX Study)
JCOG1017: 薬物療法⾮抵抗性Stage IV乳癌に対する原発巣切除の意義（原発巣切除なし
versusあり）に関するランダム化⽐較試験
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:150mg/m2）療法の臨床第Ⅱ相試験（Study rindo）
初発の移植⾮適応多発性⾻髄腫患者を対象とした週1回ボルテゾミブ＋レナリドミド＋デキサメサゾ
ン併⽤（Once weekly BLd）療法における有効性・安全性の第Ⅱ相試験（1601 study︓
CSGHOT0601︓C-SHOT 1601）
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
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-RCHOP/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
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
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
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（CCOG1702）
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）
⼤腸憩室炎に対する⼤⻩牡丹⽪湯投与効果の⼆重盲検ランダム化⽐較試験（DADIDA）
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（JIPANG）
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（JACCRO GC-07︓START-2）
PD-1・L1 抗体が有効であった進⾏・再発⾮⼩細胞肺がんに対する、ニボルマブ投与の第II 相試
験（WJOG9616L）

疾患名

臨床研究実施計画番号
（公開情報は以下のサイト参照）
https://jrct.niph.go.jp/search
jRCTs031180126

HER2陽性進⾏・再発胃癌 外科

⽚岡 政⼈

jRCTs071190007

薬物療法⾮抵抗性Stage
IV乳癌

林 孝⼦

jRCTs031180151

切除不能進⾏・再発⼤腸癌 外科

⽚岡 政⼈

jRCTs041180074

多発性⾻髄腫

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs041180048

ホジキンリンパ腫

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs031180218

DLBCL

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs031180103

CD20陽性DLBCL

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs031180139

未治療進⾏期のCD20抗原
陽性低悪性度B細胞リンパ ⾎液内科
腫

永井 宏和

jRCTs031180257

胃切除後縫合不全

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs041180134
情報公開⽂書

進⾏胃癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs051180187

⼤腸憩室炎
完全切除⾮扁平上⽪⾮⼩
細胞肺癌

外科
呼吸器科
腫瘍内科

末永 雅也

jRCTs041180063

⼩暮 啓⼈

jRCTs041180023

StageⅢの治癒切除胃癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs041180146

進⾏・再発⾮⼩細胞肺がん

呼吸器科
腫瘍内科

沖 昌英

jRCTs051180019

T790M変異以外の機序にてEpidermal growth factor receptor-tyrosine kinase
EGFR遺伝⼦変異陽性⾮扁 呼吸器科
C2018-308 inhibitor (EGFR-TKI)に耐性化したEGFR遺伝⼦変異陽性⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺がんに対す
平上⽪⾮⼩細胞肺がん
腫瘍内科
るニボルマブとカルボプラチン＋ペメトレキセド併⽤療法を⽐較する第Ⅱ相臨床試験(WJOG8515L)

沖 昌英

jRCTs051180133

沖 昌英

jRCTs031180175

C2018-328
C2018-325
C2018-324
C2018-323
C2018-322
C2018-319
C2018-318
C2018-317
C2018-315
C2018-314
C2018-313
C2018-311
C2018-310
C2018-309

C2018-307

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(TORG1834）

⼩児科

責任医師

前⽥ 尚⼦

C2018-329

⾻⾁腫

診療科

乳腺外科

EGFR陽性⾮扁平上⽪⾮⼩
呼吸器科
細胞肺癌

整理番号

C2018-306
C2018-305
C2018-304
C2018-303

C2018-302
C2018-301
C2018-203

C2018-202

C2018-201

C2018-024

C2018-019
C2018-018

C2018-017

課題名
オシメルチニブ耐性EGFR陽性⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対するアファチニブ治療におけるトランス
レーショナル試験（ASPEC）
RAS遺伝⼦野⽣型切除不能進⾏・再発⼤腸癌における⼆次治療FOLFIRI＋ラムシルマブ併⽤
療法の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-16）
EGFR 遺伝⼦変異陽性⾮⼩細胞肺がんに対するオシメルチニブ/アファチニブ交替療法の有効性を
検討する第2相臨床試験（WJOG10818L）
フッ化ピリミジン系薬剤を含む⼀次治療に不応・不耐となった腹膜播種を有する切除不能の進⾏・
再発胃/⾷道胃接合部腺癌に対するweekly PTX＋ramucirumab療法とweekly nab-PTX
＋ramucirumab療法のランダム化第II相試験 （WJOG10617G P-SELECT)
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）
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（G-CONCORD）
⾼齢者移植⾮適応再発・難治末梢性T細胞リンパ腫に対するゲムシタビン、デキサメサゾン、シスプ
ラチン（GDP）療法＋ロミデプシン療法の第II相試験（PTCL-GDPR）
H27-EBM(介⼊)-01
免疫抑制患者に対する13価蛋⽩結合型肺炎球菌ワクチンと23価莢膜多糖体型肺炎球菌ワク
チンの連続接種と23価莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン単独接種の有効性の⽐較－⼆重盲検無
作為化⽐較試験－（CPI-STUDY）
第三世代EGFR-TKIオシメルチニブ治療における⾎漿循環腫瘍 DNAを⽤いた治療耐性関連遺
伝⼦スクリーニングの前向き観察研究（Elucidator）
Asia-wide, multicenter open-label, phase II non-randomised study involving
children with Down syndrome under 21 year-old with newly diagnosed,
treatment naive acute lymphoblastic leukemia
アジア広域における 21 歳未満のダウン症候群⼩児患者の未治療の急性リンパ性⽩⾎ 病につい
ての多施設共同⾮盲検⾮無作為化第⼆相試験 （DS-ALL 2016）
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（JPLSG-ALCLRIC18）
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（JPLSG-ALL-Ph18）
International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed ALL
2010 A randomized Phase III Study Conducted by the Resistant
Disease Committee of the International BFM Study Group <IntReALL SR
2010> 第⼀再発⼩児急性リンパ性⽩⾎病標準リスク群に対する第III相国際共同臨床研究
（IntReALL SR 2010）
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診療科

責任医師

臨床研究実施計画番号
（公開情報は以下のサイト参照）
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EGFR陽性⾮扁平上⽪⾮⼩
呼吸器科
細胞肺癌

沖 昌英

jRCTs071180013

⼤腸癌

外科

⽚岡 政⼈

jRCTs061180002

EGFR 遺伝⼦変異陽性⾮
⼩細胞肺がん

呼吸器科
腫瘍内科

沖 昌英

jRCTs051180009

切除不能の進⾏・再発胃/
⾷道胃接合部腺癌

腫瘍内科

北川 智余恵

jRCTs031180022

胃癌

腫瘍内科

北川 智余恵

jRCTs041180007

⾻髄性⾎液悪性腫瘍

細胞療法科

飯⽥ 浩充

jRCTs041180059

末梢性T細胞リンパ腫

⾎液内科

永井 宏和

jRCTs031180445

免疫抑制患者

膠原病内科

⽚⼭ 雅夫

jRCTs031180147

EGFR遺伝⼦変異陽性⾮⼩ 呼吸器科
細胞肺癌
腫瘍内科

沖 昌英

jRCTs031180051

急性リンパ性⽩⾎ 病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041180161

⼤細胞リンパ腫

⼩児科

関⽔ 匡⼤

jRCTs041190066

⼩児フィラデルフィア染⾊体陽
⼩児科
性急性リンパ性⽩⾎病

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190067

⼩児急性リンパ性⽩⾎病

前⽥ 尚⼦

jRCTs041180122

⼩児科

整理番号

C2018-016
C2018-015
C2018-014
C2018-013
C2018-012
C2018-011
C2018-010

課題名
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
（AML-D16）
標準的化学療法を⾏った進⾏期⼩児リンパ芽球性リンパ腫の予後因⼦探索を主⽬的とした多施
設共同試験（ALB-NHL-14 ）
MLL遺伝⼦再構成陽性乳児急性リンパ性⽩⾎病に対するクロファラビン併⽤化学療法の有効性と
安全性の検討をする多施設共同第II相試験およびMLL遺伝⼦再構成陰性乳児急性リンパ性⽩
⾎病に対する探索的研究（JPLSG-MLL-17）
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（JPLSG-CML-17）
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（JPLSG-TAM-18）
⼩児再発・難治フィラデルフィア染⾊体陽性⽩⾎病に対するポナチニブ安全性確認試験（JPLSGPedPona19）
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（JPLSG-EBV-HLH-15）

⼩児リンパ芽球型リンパ腫 stageⅠ／Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験（LLBNHL03）
⼩児⾼リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB化学療法の安全性と有効性の評価
C2018-005
を⽬的とした多施設共同臨床試験（B-NHL-14）
⼩児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET検査による初期治療反応性判定を⽤いた治療法の効果
C2018-004
を確認する第Ⅱ相試験（HL-14）
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
C2018-001
（ALL-B12）

C2018-009
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診療科
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https://jrct.niph.go.jp/search

⼩児急性⾻髄性⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190047

⼩児リンパ芽球性リンパ腫

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041180173

MLL遺伝⼦再構成陽性乳
児急性リンパ性⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190043

⼩児慢性⾻髄性⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190038

⼀過性⾻髄異常増殖症

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190063

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190048

前⽥ 尚⼦

jRCTs041190053

⼩児再発・難治フィラデルフィ
⼩児科
ア染⾊体陽性⽩⾎病
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 ⼩児科
組織球症
⼩児リンパ芽球型リンパ腫

⼩児科

関⽔ 匡⼤

jRCTs041180131

成熟B細胞性腫瘍

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041180089

⼩児ホジキンリンパ腫

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041180174

⼩児B前駆細胞性急性リン
パ性⽩⾎病

⼩児科

前⽥ 尚⼦

jRCTs041180101

