
臨床研究実施計画番号

0 （jRCT番号） 所属 氏名

1 999 jRCTs041180023

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

完全切除された非扁平上皮非小

細胞肺癌
他施設主管 呼吸器外科 小林　正嗣

2 1271 jRCTs031180216

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

高悪性度神経内分泌肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

3 1420 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

原発性肺癌 他施設主管 呼吸器外科 奥村　典仁

4 1534 jRCTs031180403

縦隔リンパ節転移を有するIIIA期肺原発扁平上皮癌に対する術前導入

療法としてのCDDP+TS-1+同時胸部放射線照射（45Gy）後の手術

の第II相試験(PIT-2)

原発性肺癌 他施設主管 呼吸器外科 奥村　典仁

5 1925 jRCTs031180246

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

大腸がん 他施設主管 外科 横田　満

6 2004 jRCTs041180053
肛門扁平上皮癌に対する5FU+MMC 同時併用化学放射線療法の臨

床第II 相試験
肛門扁平上皮癌 他施設主管 放射線治療科 板坂　聡

7 2056 jRCTs052180194
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板剤2剤併用療

法（ＤＡＰＴ）期間を１ヶ月に短縮することの安全性を評価する研究

虚血性心疾患、狭心症、心筋梗

塞
他施設主管 循環器内科 門田　一繁

8 2119 jRCTs051180133

T790M変異以外の機序にてEpidermal growth factor receptor-tyrosine

kinase 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）

肺癌 他施設主管 呼吸器内科 福田　泰

9 2192 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）
B前駆細胞性急性リンパ性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

10 2352 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）
ホジキンリンパ腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

11 2355 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（ALB-NHL-14）

リンパ芽球性リンパ腫　stage Ⅲ /

Ⅳ
他施設主管 小児科 納富　誠司郎

12 2426 jRCTs031180401
Superior sulcus tumorに対する術前導入療法としてのCDDP＋TS-1

＋同時胸部放射線照射（66Gy）後の手術の有効性検証試験
原発性肺癌 他施設主管 呼吸器外科 奥村　典仁

13 2448 jRCTs071180017
脳転移(放射線未治療)のある非小細胞肺癌に対するオシメルチニブの第

II相試験
非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

14 2593 jRCTs061180006

活性型EGFR遺伝子変異を有する進行・再発非小細胞肺癌患者に対す

る一次治療としてのアファチニブ＋ベバシズマブ併用療法とアファチニブ単剤

療法のランダム化第II相試験

非扁平上皮非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

15 2619 jRCT1051190106

大腸癌肝転移治癒切除後の患者に対する術後補助化学療法として L-

OHPベース化学療法にUFT/LV療法の逐次療法を行うことの安全性と有

用性の検討

大腸癌肝転移 他施設主管 外科 橋田　和樹

16 2680 jRCTs031180435

造血器腫瘍患者を対象にしたHLA 1座不適合非血縁者間骨髄移植に

おける従来型GVHD予防法と抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン併用GVHD

予防法の無作為割付比較試験

急性骨髄性⽩血病、急性リンパ性⽩

血病、成人T細胞⽩血病、慢性骨髄

性⽩血病、骨髄異形成症候群、非

ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫

他施設主管 血液内科 前田　猛

17 2724 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

横紋筋肉腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

18 2735 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の第II相臨床試験

横紋筋肉腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

19 2736 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第II相臨床試験

横紋筋肉腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

20 2737 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

横紋筋肉腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

　現在実施中の臨床研究（臨床研究法）
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21 2820 jRCTs061180047
早期腎症を合併した2型糖尿病患者に対するカナグリフロジンの腎保護効

果の検討
早期腎症を有する2型糖尿病 他施設主管 糖尿病内科 亀井　信二

22 2827 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)

 EGFR遺伝子変異陽性非小細

胞肺癌
他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

23 2838 jRCTs031180404

縦隔リンパ節転移を有するⅢA期ヒト上皮成長因子受容体（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

原発性肺癌 他施設主管 呼吸器外科 奥村　典仁

24 2841 jRCTs052180193

急性冠症候群に対するエベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の

抗血小板剤2剤併用療法（DAPT）期間を1ヵ月に短縮することの安全

性を評価する研究（STOPDAPT-2 ACS)

虚血性心疾患、狭心症、心筋梗

塞
他施設主管 循環器内科 門田　一繁

25 2852 jRCTs031180230

JCOG1310: 側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化

学療法の意義に関するランダム化比較第 II/III 相試験 (PRECIOUS

trial)

側方リンパ節転移が疑われる下部

直腸癌
他施設主管 外科 横田　満

26 2855 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 (WJOG9416L)
非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

27 2858 jRCTs031180285

JCOG0603: 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/l-

ロイコボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法 (mFOLFOX6) vs. 手

術単独によるランダム化II/III相試験

治癒切除された大腸癌肝転移患

者
他施設主管 外科 横田　満

28 2860 UMIN000008866
JCOG1018: 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関す

るランダム化比較第Ⅲ相試験
転移性結腸直腸癌 他施設主管 外科 横田　満

29 2973 jRCTs051180009

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（ Alt trial）

(WJOG10818L)

未治療のEGFR遺伝子変異

（exon19の部分欠失、または

exon21のL858R点突然変異）陽

性の非扁平上皮非小細胞肺がん

他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

30 2991 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

直腸癌 他施設主管 外科 横田　満

31 3011 jRCTs061180004
Paediatric Hepatic International Tumour Trial　小児肝癌に対す

る国際共同臨床試験 (JPLT4: PHITT)
肝芽腫、肝細胞がん 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

32 3062 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

冠動脈疾患 他施設主管 循環器内科 門田　一繁

33 3065 jRCTs031190008
結節・気管支拡張型肺MAC症に対する間欠的治療と連日治療の多施設

共同非盲検ランダム化比較試験（iREC-MAC）
肺MAC症 他施設主管 呼吸器内科 伊藤　明広

34 3075 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（JPLSG-CML-17）
慢性骨髄性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

35 3080 jRCTs051190010
癌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
深部静脈血栓症 他施設主管 循環器内科 門田　一繁

36 3083 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

（JPLSG-MLL-17）

乳児急性リンパ性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

37 3084 jRCT1031190032
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
進行・再発の非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

38 3086 jRCTs041190053

小児および若年成人に対する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（JPLSG-EBV-HLH-

15）

EBウイルス関連血球貪食性リンパ

組織球症
他施設主管 小児科 納富　誠司郎

39 3095 jRCTs031180061

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る有効性と安全性を検討する第Ⅱ相試験

（JACCRO GC-09）

胃癌 他施設主管 外科 長久　吉雄

40 3113 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 (JPLSG-AML-D16)

ダウン症候群に発症した急性骨髄

性⽩血病
他施設主管 小児科 納富　誠司郎
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41 3118 jRCTs032180084
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
PCI治療を必要とする冠動脈疾患 他施設主管 循環器内科 田中　裕之

42 3125 jRCTs031180175

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

進行期非小細胞肺がん 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

43 3129 jRCTs051200043

未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボルテゾミブ・レナリドミ

ド・デキサメタゾンを用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞移植、ダラツ

ムマブ・レナリドミド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及びレナリドミドを用い

た維持療法の臨床効果と安全性を検討する第II相臨床試験

多発性骨髄腫 他施設主管 血液内科 上田　恭典

44 3135 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（JPLSG-ALL-

Ph18）

フィラデルフィア染色体陽性急性リン

パ性⽩血病（Ph+ALL）
他施設主管 小児科 納富　誠司郎

45 3142 jRCTs041180059

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

急性骨髄性⽩血病あるいは骨髄

異形成症候群
他施設主管 血液内科 上田　恭典

46 3178 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
切除可能直腸癌局所再発 他施設主管 外科 横田　満

47 3188 jRCTs041180166

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FOLFOXIRI+ramucirumab療法の

ランダム化第II相試験（WJOG9216G）

切除不能進行・再発大腸がん 他施設主管 外科 仁科　慎一

48 3199 jRCTs031190119

特発性肺線維症を合併した切除不能な小細胞肺癌に対するカルボプラチ

ン＋エトポシド＋ニンテダニブ併用療法の第Ⅱ相試験 (TORG1835 /

NEXT-SHIP)

特発性肺線維症（idiopathic

pulmonary fibrosis; IPF）を

合併した切除不能な小細胞肺癌

他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

49 3269 jRCTs031190127
局所進行期非小細胞肺癌に対するCDDP + S-1併用化学放射線治療

後のDurvalumab維持療法(第Ⅱ相試験)
肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

50 3271 jRCTs031190186
JCOG1805：「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
大腸がん 他施設主管 外科 横田　満

51 3279 jRCTs041190101

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　–第Ⅱ相臨床試験-　（JALSG-APL219R）

再発急性前骨髄球性⽩血病 他施設主管 血液内科 上田　恭典

52 3289 jRCTs061180002
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
大腸癌 他施設主管 外科 横田　満

53 3312 jRCTs031180009
JCOG1503C：StageIII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
大腸がん 他施設主管 外科 横田　満

54 3326 jRCTs051200020
造血器悪性腫瘍における用量調整静注ブスルファン1日1回投与を含む前

処置を用いた同種造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討

AML、ALL、MDS、CML、MF、ま

たはCMML
他施設主管 血液内科 上田　恭典

55 3336 jRCTs031200021

上皮成長因子受容体(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(TORG1939/WJOG12919L)

肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

56 3341 jRCT1031200023

J C O G 1 9 0 1 : 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

切除不能進行・再発の非機能性

膵・消化管原発神経内分泌腫瘍
他施設主管 外科 横田　満

57 3348 jRCT1032180388
肺切除後肺瘻に対するデジタルモニタリング胸腔ドレナージ法の至適胸腔内

圧の検証：多施設共同無作為化比較試験

原発性肺癌、転移性肺腫瘍、良

性肺腫瘍
他施設主管 呼吸器外科 小林　正嗣

58 3349 jRCT1032180389
肺切除後肺瘻のない患者に対する胸水排液量によらない胸腔ドレーン抜

去の有用性・安全性の検証：多施設共同無作為化比較試験

原発性肺癌、転移性肺腫瘍、良

性肺腫瘍
他施設主管 呼吸器外科 小林　正嗣

59 3365 jRCTs041200012

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＋ペメトレキセド療法の第2相試験: CJLSG1901（NMC-

CJLSG1901）

非扁平上皮非小細胞肺がん 他施設主管 呼吸器内科 福田　泰

60 3427 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（NHO-Pembro-NSCLC）

非扁平上皮非小細胞肺がん 他施設主管 呼吸器内科 福田　泰
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61 3445 jRCTs052190113 Mid-Q Response試験  心不全 他施設主管 循環器内科 田坂　浩嗣

62 3446 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（JPLSG-ALCL-RIC18）

未分化大細胞リンパ腫 (ALCL) 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

63 3463 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

関節リウマチ 他施設主管 内分泌代謝・リウマチ内科 吉田　知宏

64 3494 jRCT1061200024

71歳以上の化学療法未治療進展型小細胞肺癌患者を対象とした、 カル

ボプラチン、エトポシド、アテゾリズマブの併用投与（CBDCA/ETP/Atezo

療法）の有効性及び安全性を検討する国内第Ⅱ相試験 (OLCSG

2002-EPAS試験)

進展型小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

65 3510 jRCTs031200230

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

切除不能局所進行非小細胞肺

癌
他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

66 3512 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）

t(8;21)(q22;q22);RUNX1-

RUNX1T1または

「inv(16)(p13.1q22)/t(16;16)(p13

.1;q22);CBFB-MYH11を有する急性

骨髄性⽩血病

他施設主管 血液内科 上田　恭典

67 3517 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（JPLSG-TAM-18）
一過性骨髄異常増殖症 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

68 3526 jRCTs051200101

GOREISAN-HF Trial GOREISAN for Heart Failure Trial うっ血性

心不全（心性浮腫）患者における五苓散追加投与の浮腫に対する有効

性を検証する研究

急性うっ血性心不全 他施設主管 循環器内科 山本　裕美

69 3543 jRCTs051200109

軽度特発性間質性肺炎を合併した切除不能な小細胞肺がん患者に対す

る初回治療としてのデュルバルマブ/エトポシド/カルボプラチン併用療法の安

全性及び有効性を探索する試験

小細胞肺がん 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

70 3553 jRCTs052200114
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板療法をP2Y12

阻害薬単剤とすることの安全性を評価する研究

虚血性心疾患、狭心症、心筋梗

塞
他施設主管 循環器内科 門田　一繁

71 3555 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（JCCG-JN-H-20）

神経芽腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

72 3556 jRCTs041200102
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）
急性前骨髄球性⽩血病 他施設主管 血液内科 上田　恭典

73 3571 jRCTs051200135
がん合併の低リスク肺塞栓症患者の最適な抗凝固療法の投与期間を検

証する研究
肺塞栓症 他施設主管 循環器内科 山本　裕美

74 3573 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

非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

75 3575 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(WJOG14420L)

化学療法未治療EGFR 遺伝子変異

陽性進行非扁平上皮非小細胞肺が

んのうち、EGFR遺伝子のexon 21

L858R 変異陽性例

他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

76 3576 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II I相

試験（JPLSG-AML-20)

急性骨髄性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

77 3588 jRCTs061190027
糖尿病性腎臓病合併高血圧患者におけるエサキセレノンの有効性及び安

全性を評価するための臨床研究
糖尿病性腎臓病合併高血圧症 他施設主管 糖尿病内科 亀井　信二

78 3602 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)
Langerhans cell histiocytosis 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

79 3617 jRCTs031210013

JCOG2007：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＋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相試験

非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

80 3625 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)
若年性骨髄単球性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎
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81 3633 jRCTs051210055

新規血栓溶解薬テネクテプラーゼの脳梗塞急性期再灌流療法への臨床応

用を 目指した研究 Tenecteplase versus alteplase For LArge

Vessel Occlusion Recanalization (T-FLAVOR)

脳梗塞急性期 他施設主管 脳神経外科 沈　正樹

82 3634 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)
B前駆細胞性急性リンパ性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

83 3635 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(JPLSG-ALL-T19)
T細胞性急性リンパ性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

84 3642 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

肺尖部胸壁浸潤癌 他施設主管 呼吸器外科 小林　正嗣

85 3669 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
髄芽腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

86 3670 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

非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

87 3686 jRCTs031210365
JCOG2006：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
大腸がん 他施設主管 外科 横田　満

88 3735 jRCTs041210067

大腸内視鏡検査前の腸管洗浄におけるピコスルファートナトリウム・クエン酸

マグネシウム配合剤へのエロビキシバット併用の有効性と受容性に関するポリ

エチレングリコール・アスコルビン酸配合薬との多施設共同無作為化比較試

験

Suspicion of diseases of the

colon and the rectum
他施設主管 消化器内科 下立　雄一

89 3736 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）

成熟B細胞性リンパ腫 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

90 3741 jRCTs031210393
JCOG2002：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
小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

91 3758 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）

化学療法未治療ALK遺伝子転座

陽性非扁平上皮非小細胞肺癌
他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

92 3767 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(JPLSG-ALL-R19 BLIN)

CD19陽性B 前駆細胞性急性リ

ンパ性⽩血病
他施設主管 小児科 納富　誠司郎

93 3772 jRCTs041190117
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試験（JALSG-CML-RE-STOP219）
慢性期慢性骨髄性⽩血病 他施設主管 血液内科 上田　恭典

94 3773 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）

BCR-ABL1を伴うBリンパ芽球性

⽩血病／リンパ腫
他施設主管 血液内科 上田　恭典

95 3782 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

大腸がん 他施設主管 外科 横田　満

96 3785 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-

EGFR遺伝子変異陽性進行非小

細胞肺癌
他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀

97 3816 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 (JPLSG― SCT―

ALL―BLIN21)

B前駆細胞性急性リンパ性⽩血病 他施設主管 小児科 納富　誠司郎

98 3827 jRCTs061210079
腎機能低下を呈する高尿酸血症患者に対するドチヌラドの有効性および

安全性に関する検討（DTN-CKD）

腎機能がGFR区分としてG1（正

常または高値）からG4（高度低

下）までの高尿酸血症患者

他施設主管 糖尿病内科 亀井　信二

99 3828 jRCTs061210079
腎機能低下を呈する高尿酸血症患者に対するドチヌラドの有効性および

安全性に関する検討（DTN-CKD）

腎機能がGFR区分としてG1（正

常または高値）からG4（高度低

下）までの高尿酸血症患者

他施設主管 腎臓内科 浅野　健一郎

100 3846 jRCTs031220058

JCOG2004:切除不能進行・再発大腸癌に対する二次化学療法におけ

るFOLFIRI療法と併用するVEGF阻害薬（ベバシズマブ、ラムシルマブ、ア

フリベルセプト）の選択に有用なバイオマーカーを探索するランダム化第II相

試験

転移性結腸直腸癌 他施設主管 外科 横田　満
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101 3849 jRCTs041210014
プロバイオティクスの自然早産予防効果を評価する多施設共同オープンラベ

ル試験
妊娠22～36週の自然早産 他施設主管 産婦人科 福原　健

102 3880 jRCTs071210143
局所進行直腸癌を対象とした術前化学放射線療法ならびに術前化学療

法の有効性・安全性を検討する臨床第II相試験
直腸癌 他施設主管 外科 横田　満

103 3909 jRCTs062220038
高度肝門部悪性胆管狭窄に対する金属ステントを用いた両葉2領域と3

領域ドレナージの多施設共同無作為化比較試験
高度肝門部悪性胆管狭窄 他施設主管 消化器内科 石田　悦嗣

104 3933 jRCTs031220288

JCOG2010：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

直腸癌 他施設主管 外科 横田　満

105 3936 jRCTs061210047

パクリタキセルを含む化学療法における化学療法誘発性末梢神経障害に

対する牛車腎気丸の予防投与の有効性を検討する非盲検無作為化第

Ⅱ相試験  (OLCSG2101 GJG-trial)

悪性腫瘍 他施設主管 呼吸器内科 横山　俊秀


