
所属 ⽒名

1 jRCTs071180001
⾼齢者局所進⾏胃癌に対する術前化学療法としてのS-1+オキサリプ
ラチン併⽤療法の安全性と有効性について検討する第Ⅱ相臨床試験

他施設代表 ⾷道胃腸外科 ⾦治 新悟

2 jRCTs031180028
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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

3 jRCTs051180011
びまん性硬化性下顎⾻⾻髄炎に対するゾレドロン酸の疼痛抑制効果の
評価

神⼾⼤学医学部附属病院 ⻭科⼝腔外科 明⽯ 昌也

4 jRCTs031180004
局所進⾏上顎洞原発扁平上⽪癌に対するCDDPの超選択的動注と放射
線同時併⽤療法の⽤量探索および有効性検証試験(JCOG1212)

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 清⽥ 尚⾂

5 jRCTs031180003
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

他施設代表 整形外科 河本 旭哉

6 jRCT1052180075
1型糖尿病におけるフラッシュグルコースモニタリングが低⾎糖も含
む⾎糖コントロールとQOL改善に及ぼす効果の研究

他施設代表 糖尿病・内分泌内科廣⽥ 勇⼠

7 jRCTs051180027
肝切除における術中胆道造影超⾳波併⽤リークテストの有⽤性に関す
る臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 肝胆膵外科 福本 巧

8 jRCTs052180038
炭酸ガス経⽪吸収による悪性⾻軟部腫瘍に対する 安全性および抗腫
瘍効果に関する探索的臨床研究

神⼾⼤学医学部附属病院 整形外科 河本 旭哉 

9 jRCTs021180022
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 JESS14

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

10 jRCTs041180173
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 JPLSG-ALB-NHL-14

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

11 jRCTs011180031
フォークト・⼩柳・原⽥病の発症初期に対するステロイド薬・シクロ
スポリン併⽤療法

他施設代表 眼科 楠原 仙太郎

12 jRCTs071180063 マラリアに対するキニーネ注射薬の薬効・安全性評価研究 他施設代表 感染症内科 ⼤路 剛

13 jRCTs011180015
オセルタミビル（タミフル®）3⽇間投与によるインフルエンザ曝露
後予防に関する多施設・前向き単群試験

他施設代表 感染制御部 宮良 ⾼維

14 jRCTs052180083
炭酸ガス経⽪吸収によるポストポリオ症候群の有効性および安全性に
関する探索的臨床研究

神⼾⼤学医学部附属病院 リハビリテーション酒井 良忠 

15 jRCT1052180016 ⾷道癌⼿術における頸部吻合部ドレーン留置の有⽤性に関する試験 神⼾⼤学医学部附属病院 ⾷道胃腸外科 押切 太郎

神⼾⼤学医学部附属病院において実施中の特定臨床研究（治験を除く）
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16 jRCTs051180155
H.pylori除菌患者を対象とした耐性乳酸菌の有効性を評価するランダ
ム化⽐較試験

神⼾⼤学医学部附属病院 消化器内科 井上 潤

17 jRCTs031180202
JCOG1109 : 臨床病期IB/II/III⾷道癌（ T4 を除く） に対する術前C 
F療法/術前DC F療法/術前C F-R T療法の第III相⽐較試験

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 南 博信

18 jRCTs051180042
進⾏⾻軟部⾁腫に対するゲムシタビン/ドセタキセル併⽤療法の第Ⅱ
相臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 整形外科 河本 旭哉 

19 jRCTs041180146
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

他施設代表 消化器内科 ⾶松 和俊

20 jRCT1052190005
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

神⼾⼤学医学部附属病院 泌尿器科 中野 雄造

21 jRCTs052180079
Freestyleリブレを⽤いた、肥満耐糖能異常(IGT)患者と軽症糖尿病患
者における体重減少についての臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科廣⽥ 勇⼠

22 jRCTs051180102
前治療歴を有する根治切除不能または転移性腎細胞癌に対するニボル
マブのバイオマーカー探索を⽬的とした多施設共同前向き介⼊試験

神⼾⼤学医学部附属病院 泌尿器科 中野 雄造

23 jRCTs051180105
ヒスタミンH1受容体拮抗薬治療抵抗性慢性蕁⿇疹患者におけるビラ
スチンへの切り替え治療の有効性に関する多施設共同オープンラベル
ランダム化並⾏群間⽐較試験（H1-SWITCH）

他施設代表 ⽪膚科 織⽥ 好⼦

24 jRCTs031180006
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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

25 jRCTs031190009
JCOG1611: 遠隔転移を有するまたは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療法/modified FOLFIRINOX療法/S-IROX
療法の第II/III相⽐較試験

他施設代表 消化器内科 ⾶松 和俊

26 jRCTs031180083
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

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

27 jRCTs031180135

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（JCOG1008）

他施設代表 腫瘍センター 清⽥ 尚⾂

28 jRCTs041180101
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 ALL-B12 他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

29 jRCT1051180076
膵癌におけるインドシアニングリーン(ICG)静脈内投与下近⾚外線ス
コープによる腹腔鏡下の遠隔転移検索の有⽤性についての試験

神⼾⼤学医学部附属病院 肝胆膵外科 福本 巧

30 jRCTs052180114
乳房画像診断装置（マイクロ波散乱場断層イメージングシステムα
機）の有効性と安全性に関する研究

神⼾⼤学医学部附属病院 乳腺内分泌外科 國久 智成

31 jRCTs031180143
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

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 南 博信 



32 jRCTs031180181
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

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 南 博信 

33 jRCTs041190053
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

34 jRCTs031180126
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

他施設代表 整形外科 河本 旭哉

35 jRCTs031180350
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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

36 jRCTs031180255
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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

37 jRCTs071190007
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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

38 jRCTs031180121
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

他施設代表 泌尿器科 藤澤 正⼈

39 jRCTs051180097
⾼リスク同種造⾎幹細胞移植におけるMycophenolate mofetil 
(MMF)の早期減量法に関する臨床試験（PhaseⅡ Pilot Study）

神⼾⼤学医学部附属病院 腫瘍・⾎液内科 南 博信

40 jRCTs051190010
がん合併の下腿限局型深部静脈⾎栓症に対する最適な抗凝固療法の投
与期間を検証する研究

他施設代表 総合内科 ⼄井 ⼀典

41 jRCTs051180210
術前化学療法で病理学的完全奏効とならなかったトリプルネガティブ
乳癌に対する術後カルボプラチン単独治療の第3相ランダム化⽐較試
験

神⼾⼤学医学部附属病院 乳腺内分泌外科 國久 智成

42 jRCTs041190038
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 CML-17

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

43 jRCTs041190043

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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

44 jRCT1032180197
JCOG1315C: 切除可能肝細胞癌に対する陽⼦線治療と外科的切除の
⾮ランダム化同時対照試験 (SPRING study)

他施設代表 肝胆膵外科 福本 巧

45 jRCTs041190047
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

46 jRCTs041190063
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

47 jRCT1031190035
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

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司



48 jRCT1052190068
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

神⼾⼤学医学部附属病院 ⽿⿐咽喉・頭頸部外丹⽣ 健⼀

49 jRCT1051180070
肝切除におけるインドシアニングリーン(ICG)蛍光法を⽤いた術中ナ
ビゲーションに関する研究

神⼾⼤学医学部附属病院 肝胆膵外科 ⽊⼾ 正浩

50 jRCTs041180174
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を確認する第II相試験 HL-14

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

51 jRCTs031180207

JCOG1114C: 初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前⼤量
メトトレキサート療法＋放射線治療と照射前⼤量メトトレキサート療
法＋テモゾロミド併⽤放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダ
ム化⽐較試験

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

52 jRCTs031180155
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)

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

53 jRCTs041190066
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

54 jRCTs031180215
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

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

55 jRCTs031180201
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

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

56 jRCTs051180187
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)

他施設代表 消化器内科 ⾶松 和俊

57 jRCTs052180085

OPTIVUS-Complex PCI: Optimal Intravascular Ultrasound 
Guided Complex Percutaneous Coronary Intervention Study ⾄
適な⾎管内超⾳波ガイド経⽪的冠動脈インターベンションの複雑性病
変における臨床経過を評価する前向き観察研究

他施設代表 循環器内科 ⼤⽵ 寛雅

58 jRCTs041180131
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（LLB-NHL03）

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

59 jRCTs041190067
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

60 jRCTs031180319
Borderline Resectable 膵癌を対象とした術前ゲムシタビン＋ナブ
パクリタキセル療法と術前S−１併⽤放射線療法のランダム化⽐較試
験

他施設代表 肝胆膵外科 福本 巧

61 jRCTs031180132
頻回再発型⼩児ネフローゼ症候群を対象としたタクロリムス治療とシ
クロスポリン治療の多施設共同⾮盲検ランダム化⽐較試験

他施設代表 ⼩児科 堀之内 智⼦

62 jRCTs041180089
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を⽬的とした多施設共同臨床試験 B-NHL-
14

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

63 jRCTs051180206
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之



64 jRCTs051180200

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第II相臨床試
験

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

65 jRCTs051180207
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

66 jRCTs051180208

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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

67 jRCTs041180184
再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageⅢ/Ⅳに対する 
DexICE 治療の有効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相臨床試
験（ALB-R13）

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

68 jRCTs051180232
⾼齢進⾏⾮⼩細胞肺癌患者に対するPEG-G-CSF⽀持下のドセタキセ
ル＋ラムシルマブ療法の多施設共同単群第II相試験

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

69 jRCTs051180205
オシメルチニブ無効後の進⾏EGFR遺伝⼦変異陽性⾮⼩細胞肺癌患者
に対するアファチニブ+ベバシズマブ併⽤療法の多施設共同単群第II
相試験（ABCD-study）

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

70 jRCTs051180203
IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく⼿術適応時期の決定
と、段階的に強度を⾼める化学療法による、神経芽腫中間リスク群に
対する第Ⅱ相臨床試験

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

71 jRCTs031180223
初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第ＩＩ相臨床試
験

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

72 jRCTs022180024

ST 上昇型急性⼼筋梗塞治療に対するエベロリムス溶出性ステント」
の早期および慢性期⾎管反応の⽐較：⽣体吸収型ポリマーと永続型ポ
リマーステント間のランダム化⽐較試験

他施設代表 循環器内科 ⼤⽵ 寛雅

73 jRCTs061180004
Paediatric Hepatic International Tumour Trial ⼩児肝癌に対する
国際共同臨床試験 JPLT4: PHITT

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

74 jRCTs071180093
先天性トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・
ホリナート併⽤療法の効果・安全性評価研究

他施設代表 感染症内科 ⼤路 剛

75 jRCTs071180094
胎児トキソプラズマ感染に対するピリメタミン・スルファジアジン・
ホリナート併⽤療法の効果・安全性評価研究

他施設代表 感染症内科 ⼤路 剛

76 jRCTs071180095
播種性トキソプラズマ症・トキソプラズマ脳炎に対するピリメタミ
ン・スルファジアジン・ホリナート併⽤療法の効果・安全性評価研究

他施設代表 感染症内科 ⼤路 剛

77 jRCTs071180092
眼トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリ
ナート併⽤療法の効果・安全性評価研究

他施設代表 感染症内科 ⼤路 剛

78 jRCTs031180402

縦隔リンパ節転移を有するIIIA期⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対する術
前導⼊療法としてのCisplatin（CDDP）+ Pemetrexed（PEM）+ 
Bevacizumab（BEV) 併⽤療法もしくは、CDDP + PEM + 同時胸
部放射線照射（４５Gy）後の⼿術のランダム化⽐較第II相試験

他施設代表 呼吸器外科 眞庭 謙昌

79 jRCTs031180404
縦隔リンパ節転移を有するIIIA期ヒト上⽪成⻑因⼦受容体（EGFR）
遺伝⼦変異陽性⾮⼩細胞肺癌に対するエルロチニブによる術前導⼊療
法後の外科的切除の第II相試験

他施設代表 呼吸器外科 眞庭 謙昌



80 jRCTs031190015
エクリズマブ投与全⾝型重症筋無⼒症（MG）患者の病態⽣理特性に
関する前向き多施設共同臨床研究―⽇本⼈患者を対象とした⾎中補体
およびMG 関連抗体価の経時推移の検討―

他施設代表 神経内科 関⼝ 兼司

81 jRCTs041190042
⼦宮頸癌ⅠＢ期−ⅡＢ期根治⼿術例における術後放 射線治療と術後
化学療法の第Ⅲ相ランダム⽐較試験

他施設代表 産科婦⼈科 寺井 義⼈

82 jRCTs051190040
肝葉切除を伴わない胆道癌切除例を対象としたゲムシタビン/シスプ
ラチン(GC)併⽤療法とゲムシタビン/S-1(GS)併⽤療法の術後補助化
学療法のランダム化第Ⅱ相試験（KHBO1901）

神⼾⼤学医学部附属病院 肝胆膵外科 柳本 泰明

83 jRCTs041180105 化粧品等のアレルギー確認⽅法確⽴に関する研究 他施設代表 ⽪膚科 錦織 千佳⼦

84 jRCTs052190042
夜間低酸素⾎症を有する在宅酸素療法患者におけるオートデマンド器
と据置器（連続流）のランダム化クロスオーバー試験

神⼾⼤学医学部附属病院 呼吸器内科 永野 達也

85 jRCTs051200009 肺癌の周術期を対象とした⼈参養栄湯の並⾏群間⽐較試験 神⼾⼤学医学部附属病院 呼吸器外科 ⽥中 雄悟

86 jRCTs052190052
CryoSeal®･ systemで調製した⾃⼰フィブリン糊の⽪膚潰瘍に対す
る治療効果の探索的臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 輸⾎・細胞治療部 川本 晋⼀郎

87 jRCTs071190020 肝蛭症に対するトリクラベンダゾールの効果・安全性評価研究 他施設代表 感染症内科 ⼤路 剛

88 jRCTs052190093
ACS患者に対する経⽪的冠動脈形成術（PCI）における⾎管内光⼲渉
断層法（OFDI）及び⾎管内超⾳波診断法（IVUS）の有⽤性に関する
研究

神⼾⼤学医学部附属病院 循環器内科 ⼤⽵ 寛雅

89 jRCTs051190060
⼤型3型/4型胃癌に対する術前S-1+Oxaliplatin+ Docetaxel併⽤療
法の 有効性と安全性確認第II相試験

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

90 jRCTs041190096
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（JALSG-PhALL219）

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 藥師神 公和

91 jRCTs051190071
胃癌StageIIIの術後Docetaxel+S1(DS)療法後早期再発症例に対する
Ramucirumab+Irinotecan併⽤療法第II相多施設共同臨床試験
(OGSG1901)

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

92 jRCTs031180423
ステージング⼿術 が⾏われた上⽪性卵巣癌Ⅰ期に お ける 補助化学
療法 の必要性に関する ランダム化第Ⅲ相⽐較試験

他施設代表 産科婦⼈科 寺井 義⼈

93 jRCTs051200042
治療抵抗性の⼤腸がん肝転移に対するイリノテカン塩酸塩⽔和物吸着
球状塞栓物質を⽤いた肝動脈塞栓療法：多施設共同第II相臨床試験

他施設代表 放射線診断・IVR科岡⽥ 卓也

94 jRCTs052200033
レーベル遺伝性視神経症に対する頻回⽪膚電気刺激の有効性と安全性
に関する臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 眼科 上⽥ ⾹織

95 jRCTs031200067
Clinical-T1bN0M0⾷道癌に対する総線量低減と予防照射の意義を検
証するランダム化⽐較試験（JCOG1904）

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 南 博信



96 jRCT1031200023
JCOG1901：消化管・膵原発の切除不能進⾏・再発神経内分泌腫瘍に
対するエベロリムス単剤療法とエベロリムス＋ランレオチド併⽤療法
のランダム化第III 相試験

他施設代表 消化器内科 ⾶松 和俊

97 jRCTs031190152
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

他施設代表 整形外科 河本 旭哉

98 jRCTs051200039
シンバイオティクス投与による気道内分泌物への影響の探索的⾮対照
臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 ⼩児外科 尾藤 祐⼦

99 jRCTs031200021
上⽪成⻑因⼦受容体(EGFR)遺伝⼦変異陽性⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌
の 初回治療におけるアファチニブからオシメルチニブへの切替療法
の 無作為化第II 相試験 (GioTag Sequence Study)

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

100 jRCTs061180093

⾼齢者の初発中枢神経系原発悪性リンパ腫 （PCNSL) に対して、  
R-MPV 療法、それに引き続いた放射線治療と⼤量Ara-C 療法を⾏う
際に、⾼齢者機能評価により治療強度を調整した場合の治療効果と副
作⽤を 探索する多施設共同臨床試験

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

101 jRCT1052200016
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

神⼾⼤学医学部附属病院 泌尿器科 中野 雄造

102 jRCTs031200077
抗凝固薬・2剤抗⾎⼩板薬内服者における胃内視鏡的粘膜下層剥離術
(ES D)後出⾎に対するポリグリコール酸シート・フィブリン糊併⽤
被覆法の予防 効果に関する検証的臨床研究

他施設代表 消化器内科 鷹尾 俊達

103 jRCTs051180190
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

104 jRCTs051200040
プラチナ製剤と免疫チェックポイント阻害薬不応の再発または転移性
頭頸部扁平上⽪癌患者を対象としたパクリタキセル＋セツキシマブの
第II相臨床試験

神⼾⼤学医学部附属病院 腫瘍・⾎液内科 清⽥ 尚⾂

105 jRCTs031200078
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＋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

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

106 jRCT1071190016
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

他施設代表 膠原病リウマチ内科三枝 淳

107 jRCTs031200256
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⻩体ホルモン療法に関する第 II 相試験

他施設代表 産科婦⼈科 寺井 義⼈

108 jRCTs051200080
耐糖能異常（IGT）患者および軽症糖尿病患者に対するHYA投与によ
るインスリン抵抗性改善に関する多施設共同⾮盲検単群試験

神⼾⼤学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科⼩川 渉

109 jRCTs031200099
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

他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

110 jRCTs051180211
閉経後ホルモン感受性乳癌患者の術後内分泌療法に伴う⾻量減少抑制
を⽬的としたデノスマブの有効性をみる多施設共同ランダム化⽐較試
験

他施設代表 乳腺内分泌外科 國久 智成

111 jRCTs051200059
左室駆出率が保持された慢性⼼不全患者に対するイバブラジンの左室
拡張機能に対する影響についての試験

神⼾⼤学医学部附属病院 循環器内科 ⽥中 秀和



112 jRCTs041210107
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

113 jRCTs041210034
⾼リスク神経芽腫に対する化学療法の追加及び予後不良群に対する
KIRリガンド不⼀致同種臍帯⾎移植による層別化治療の多施設共同前
向き臨床試験

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

114 jRCTs051210028
頸部郭清術後患者に対する炭酸ガスペーストの有効性を評価する⼆重
盲検ランダム化⽐較試験

神⼾⼤学医学部附属病院 ⻭科⼝腔外科 ⻑⾕川 巧実

115 jRCTs051200103
HMB、synbiotics併⽤下での肥満症に対する⼤⾖⼜はホエイプロテ
インの体重減少を検証するプラセボ対照⼆重盲検ランダム化⽐較試験

神⼾⼤学医学部附属病院 栄養管理部 ⾼橋 路⼦

116 jRCTs041200052
BPA治療による⾎⾏動態改善後のCTEPH患者における ⼼肺運動負荷
試験時ピーク⼼係数に及ぼすリオシグアトの効果

他施設代表 循環器内科 ⾕⼝ 悠

117 jRCTs041200063
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(JALSG CBF-AML220)

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 藥師神 公和

118 jRCTs041200067

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)

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 藥師神 公和

119 jRCTs051210039
⾻盤放射線治療に伴う急性期腸管障害の軽減を⽬的とした還元型コエ
ンザイムQ10（CoQ10）の有効性の検討 （無作為化プラセボ対照⼆
重盲検⽐較試験）

神⼾⼤学医学部附属病院 放射線腫瘍科 佐々⽊ 良平

120 jRCT1051210145
既存治療により⼗分な維持療法を継続しているが内視鏡的活動性が残
存する潰瘍性⼤腸炎に対するベドリズマブによる治療介⼊の意義につ
いての多施設共同⾮ランダム化群間⽐較試験

神⼾⼤学医学部附属病院 消化器内科 ⼤井 充

121 jRCTs031210263
肺腫瘍⾎栓性微⼩⾎管症（PTTM）に対するイマチニブの有効性と安
全性に関する探索的臨床研究

他施設代表 循環器内科 ⾕⼝ 悠

122 jRCTs051200115 メトホルミンの消化管を介する新規の作⽤機序の解明 神⼾⼤学医学部附属病院 総合内科 坂⼝ ⼀彦

123 jRCTs051200054
DLBパーキンソニズムの運動症状を対象としたゾニサミド追加投与
のレボドパ製剤増量投与に対する⾮劣性試験

他施設代表 脳神経内科 古和 久朋

124 jRCTs061210021
発汗刺激で誘発される⽪膚の疼痛に対するイカチバントの有効性に関
する単盲検ランダム化クロスオーバー試験

他施設代表 ⽪膚科 福永 淳

125 jRCTs041210015

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（AML-20）

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

126 jRCTs051200138

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）

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

127 jRCTs071200051
切除不能Intermediate stage up-to-seven基準外肝細胞癌における
アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法の有効性、安全性を検討する多施
設共同第II相臨床研究

他施設代表 消化器内科 児⽟ 裕三



128 jRCTs071200079

メトトレキサート（MTX）抵抗性関節リウマチ患者を対象としたウ
パダシチニブ＋MTX併⽤による臨床的寛解達成および臨床的寛解達
成後のMTX休薬における臨床的⾮再燃の維持を評価する多施設共同
前向き試験

他施設代表 検査部 三枝 淳

129 jRCTs041210044
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

130 jRCTs031200388
切除可能胆道癌に対する術前補助化学療法としてのゲムシタビン＋シ
スプラチン＋S-1（GCS）療法の第 III 相試験

他施設代表 肝胆膵外科 柳本 泰明

131 jRCTs071200107
メトトレキサート抵抗性関節リウマチ患者を対象としたフィルゴチニ
ブ単剤治療のトシリズマブ単剤治療に対する有⽤性の⾮劣性を検証す
る多施設共同ランダム化⽐較試験

他施設代表 膠原病リウマチ内科三枝 淳

132 jRCTs071200102
腎機能低下進⾏⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌を対象とした カルボプラチ
ン・nab-パクリタキセル・アテゾリズマブ併⽤療法の第II相試験

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

133 jRCTs041210027
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

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

134 jRCTs051200142
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＋ラムシルマブと オシメルチニブを⽐較する第
III 相臨床試験

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

135 jRCTs031210100
頭頸部癌化学放射線療法における予防領域照射の線量低減に関するラ
ンダム化⽐較試験（JCOG1912）

他施設代表 腫瘍・⾎液内科 清⽥ 尚⾂

136 jRCTs031190223
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

他施設代表 呼吸器外科 眞庭 謙昌

137 jRCT1071190016
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（PROFILE-J） PROspective sarilumab (preFILled 
syringe/pen) obsErvational study ‒Japan

他施設代表 整形外科 ⿊⽥ 良祐

138 jRCTs052210032

Low axial force設計Dumbbell head型SEMS（Self-expandable 
metallic stent）を⽤いた⾮切除膵頭部癌による胆道狭窄に対する⾦
属ステント（fully covered vs uncovered)の有⽤性に関する多施設
共同無作為化⽐較試験（検証的試験）

他施設代表 消化器内科 増⽥ 充弘

139 jRCTs041210040
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 JPLSG-ALL-B19

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

140 jRCTs041210054
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)

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

141 jRCTs051210204
重症未熟児網膜症に対する抗VEGF薬の有効性についての⾮盲検並⾏
群間⽐較による探索的試験

神⼾⼤学医学部附属病院 眼科 上⽥ ⾹織

142 jRCTs071210019
未治療脳転移を有する進⾏⾮⼩細胞肺癌を対象としたプラチナ製剤併
⽤化学療法＋ニボルマブ＋イピリムマブの第II相試験

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

143 jRCTs031200387
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ンダム化⽐較試験

他施設代表 乳腺内分泌外科 國久 智成



144 jRCTs071200013
⼝腔・中咽頭腫瘍放射線治療時の⼝腔粘膜炎に対するリンデロン®-V
軟膏0.12%の重症化予防効果に関する多施設共同研究

他施設代表 ⻭科⼝腔外科 ⻑⾕川 巧実

145 jRCTs041210104
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)

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

146 jRCTs051210131
超⾳波気管⽀鏡ガイド下針⽣検（EBUS-TBNA）におけるミダゾラム
単独投与とミダゾラム/フェンタニル併⽤投与の無作為化⼆重盲検⽐
較試験(KURM007)

神⼾⼤学医学部附属病院 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

147 jRCTs031210220
進⾏性腎細胞癌患者の⾻転移巣に対するカボザンチニブ単剤療法 の
有効性を検討する 探索的試験

他施設代表 泌尿器科 中野 雄造

148 jRCTs041210154

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 （SCT-ALL-
BLIN21）

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

149 jRCT1051210147
⼼臓⼤⾎管⼿術における溶⾎関連臓器障害に対するハプトグロビン投
与による予防効果に関する無作為化⽐較試験

神⼾⼤学医学部附属病院 ⿇酔科 法華 真⾐

150 jRCTs051200071

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
(JCCGAT20)

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

151 jRCTs051200021
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(JCCGMB19)

他施設代表 ⼩児科 ⼭本 暢之

152 jRCTs041210103
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）

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

153 jRCTs071220008
TTF1陰性の進⾏⾮扁平上⽪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+アテゾリズマブ併⽤療法の第II相試験

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

154 jRCTs051210138
胸⽔合併EGFR遺伝⼦変異陽性進⾏再発⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対
する
エルロチニブ＋ラムシルマブの単群第II相試験-RELAY-Effusion

他施設代表 呼吸器内科 ⽴原 素⼦

155 jRCTs031210534
プレクリニカルAD縦断追跡研究：画像・バイオマーカー縦断コホー
ト研究によるプレクリニカルアルツハイマー病進⾏機序の解明のため
の多施設共同探索研究

他施設代表 脳神経内科 古和  久朋

156 jRCTs051210205
13C標識グルコース由来代謝物による新たな膵がん診断法の開発：単
群・探索的臨床研究

神⼾⼤学医学部附属病院 消化器内科 ⾶松 和俊

157 jRCTs031180009
Stage III治癒切除⼤腸癌に対する術後補助療法としてのアスピリンの
有⽤性を検証する⼆重盲検ランダム化⽐較試験(JCOG1503C)

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

158 jRCTs031190186
「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)

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

159 jRCTs051220017
⼈⼯呼吸管理を要するARDS患者に対しセボフルラン鎮静が与える影
響を検討する探索的介⼊研究

神⼾⼤学医学部附属病院 ⿇酔科 溝渕 知司



160 jRCT1031180076
JCOG1612：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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

161 jRCTs051220028
⽇本⼈2型糖尿病患者を対象としたグルコースクランプ法を⽤いたイ
メグリミンの作⽤機序の検討（メトホルミン対照・無作為化・⾮盲
検・並⾏群間⽐較試験）

神⼾⼤学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科坂⼝ ⼀彦

162 jRCTs031190076
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

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

163 jRCT1052220008 肺切除術におけるstaple-line補強材の安全性・有効性の評価 神⼾⼤学医学部附属病院 呼吸器外科 ⽥中 雄悟

164 jRCTs051220009
⼝腔扁平苔癬患者を対象としたイブプロフェン含嗽剤の有効性と安全
性を評価する第II相、プラセボ対照、⼆重盲検、ランダム化クロス
オーバー試験

神⼾⼤学医学部附属病院 ⻭科⼝腔外科 筧 康正

165 jRCTs051220010
⼝腔扁平苔癬患者を対象としたイブプロフェン含嗽剤の安全性と有効
性を評価する第II相、⾮盲検、⻑期継続投与試験

神⼾⼤学医学部附属病院 ⻭科⼝腔外科 筧 康正

166 jRCTs051220061
⽇本⼈2型糖尿病患者におけるイメグリミンの⾎糖変動に与える影響
の検討

神⼾⼤学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科廣⽥ 勇⼠

167 jRCTs042220014 脳転移に対する術前定位放射線治療+摘出⼿術の有効性・安全性試験 他施設代表 脳神経外科 篠⼭ 隆司

168 jRCTs031210365
切除可能な局所⾼度進⾏結腸癌に対する術前mFOLFOX6療法と術前
FOLFOXIRI療法のランダム化第II相試験

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

169 jRCTs051220027
疾患活動性が安定した関節リウマチ患者におけるペフィシチニブ減量
治療の有効性に関する前向き無作為⽐較試験

他施設代表 膠原病リウマチ内科三枝 淳

170 jRCT1051220039
⾎⾏再建の適応とならない慢性冠症候群患者に対するアスピリンの有
効性および安全性の検討

他施設代表 循環器内科 ⼤⽵ 寛雅

171 jRCTs031220288
下部直腸癌に対するtotal neoadjuvant therapy（TNT）および
watch and wait strategyの第II/III相単群検証的試験

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘

172 jRCTs051220077
転移性去勢抵抗性前⽴腺癌に対するアパルタミドの有効性・安全性の
評価を⽬的とした多施設共同単群試験

神⼾⼤学医学部附属病院 泌尿器科 中野 雄造

173 jRCTs051220064
全⼸部⼤動脈置換術における晶質液⼼筋保護法と⾎液⼼筋保護法の前
向き無作為化⽐較試験

神⼾⼤学医学部附属病院 ⼼臓⾎管外科 岡⽥ 健次

174 jRCTs031210544

JCOG2014：標準化学療法に不応・不耐な切除不能進⾏再発⼤腸癌患
者を対象としたTrifluridine/Tipiracil単剤療法とBi-weekly 
Trifluridine/Tipiracil＋Bevacizumab併⽤療法のランダム化⽐較第
III相試験

他施設代表 ⾷道胃腸外科 掛地 吉弘


