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所属 氏名

1 CRB18-002 jRCTs061180006 医薬品

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

岡大主管
呼吸器・アレルギー内

科
木浦　勝行

2 CRB18-005 jRCTs062180014 医療機器 ハイリスク患者におけるIntegrated Pulmonary Index®

を用いた術後呼吸イベント発生の予測
ハイリスク術後患者 岡大主管 麻酔科蘇生科 森松　博史

3 CRB18-009 jRCTs061180047 医薬品
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

岡大主管
新医療研究開発セン

ター
四方　賢一

4 CRB18-010 jRCTs061180055 医薬品
水素含有ゼリーの経口摂取による歯周組織への影響に関
する検討

①健常者
②歯肉炎

岡大主管
歯科

（予防歯科部門）
森田　学

5 CRB18-011 jRCTs061180089 医薬品

高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期IA(T1bN0M0)/
IB/Ⅱ/ⅢA期症例の術後補助化学療法に対するS-1の連日
投与法および隔日投与法のランダム化第二相試験（瀬戸
内肺癌研究会SLCG1201）

非小細胞肺癌 岡大主管 呼吸器外科 豊岡　伸一

6 CRB18-945 jRCTs071180036 医薬品
EGFR遺伝子変異陽性局所進行非小細胞肺癌に対する
gefitinib導入治療逐次胸部放射線+Docetaxel+Cisplatin
同時併用療法の第Ⅱ相試験

非小細胞肺癌 岡大主管
新医療研究開発セン

ター
堀田　勝幸

7 CRB19-004 jRCTs061190027 医薬品
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

岡大主管
腎臓・糖尿病・内分泌

内科
和田　淳

8 CRB19-005 jRCTs061200004 医薬品

ICG（インドシアニングリーン）による蛍光造影カメラ

（Firefly®）を利用したロボット支援下子宮体癌悪性腫瘍
手術におけるセンチネルリンパ節の検査精度を検証する
試験

子宮体癌 岡大主管 産科婦人科 中村　圭一郎

9 CRB19-006 jRCT1062200001 医療機器
Spiral糸を用いた帝王切開創部の子宮瘢痕菲薄化予防の検
討〜従来型の縫合糸とのランダム化比較試験〜

選択的帝王切開 岡大主管 産科婦人科 牧　尉太

10 CRB19-007 jRCTs061200016
医薬品・
医療機器

膵神経内分泌腫瘍に対する超音波内視鏡ガイド下エタ
ノール注入療法:多施設共同前向き介入研究

膵神経内分泌腫瘍 岡大主管 光学医療診療部 加藤　博也

11 CRB19-008 jRCTs061200010 医薬品
冠動脈疾患を有する高中性脂肪血症患者におけるペマ
フィブラートの内皮機能に与える影響： EPA製剤との比
較

高中性脂肪血症 岡大主管 循環器内科 三好　亨

12 CRB19-009 jRCT1062200005 医療機器
難治性神経障害性疼痛に対するつぶつぶセラピーの有効
性の検討

帯状疱疹後神経痛、
開胸術後痛、神経障
害性疼痛

岡大主管 麻酔科蘇生科 森松 博史

13 CRB20-001 jRCTs061200002 医薬品
COVID-19肺炎の重症化抑制を目的としたテプレノン療
法の第Ⅱ相ランダム化比較探索的臨床試験

COVID-19 岡大主管
呼吸器・アレルギー内

科
市原　英基

14 CRB20-002 jRCTs061200039 医薬品
アルツハイマー型認知症患者におけるオキシトシン経鼻
薬の安全性を検討するオープン試験

アルツハイマー型認
知症

岡大主管 精神科神経科 精神科神経科

15 CRB20-003 jRCTs061200039 医薬品
アデノシンを併用した未破裂脳動脈瘤クリッピング術の
安全性・実施可能性の検討

未破裂脳動脈瘤 岡大主管 脳神経外科 菱川　朋人

16 CRB20-004 jRCT1061200024 医薬品

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 岡大主管
呼吸器・アレルギー内

科
木浦　勝行

17 CRB20-005 jRCT1061200041 医薬品
非代償性肝硬変患者に対するカルニチン製剤の治療有用
性についての検討

カルニチン欠乏症を
伴う非代償性肝硬変

岡大主管 消化器内科 高木　章乃夫

18 CRB20-006 jRCTs061200032 医薬品
小児におけるデクスメデトミジン経鼻投与による麻酔前
投薬の有効性の検討

齲蝕 岡大主管
歯科

（歯科麻酔科部門）
樋口　仁

19 CRB20-007 jRCTs062200054 医療機器
構音障害および摂食嚥下障害患者の口腔機能低下に対す
るSoft-PAPを用いたリハビリテーションの有効性に関す
る研究

構音障害、摂食嚥下
障害

岡大主管
歯科

（補綴歯科部門）
皆木　省吾

20 CRB20-008 jRCT1062200011 医療機器
内側半月板後根断裂（MMPRT）に対するプルアウト修
復術－縫合糸の違いが術後臨床成績・半月板治癒に与え
る影響－

内側半月板後根断裂 岡大主管 整形外科 古松　毅之

21 CRB20-009 jRCTs061200036 医薬品
有痛性静脈奇形に対するポリドカノールを使用した経皮
的硬化療法の有効性及び安全性を検証する単施設単群前
向きオープン試験（SCIRO-2001）

有痛性静脈奇形 岡大主管 放射線科 宇賀　麻由

22 CRB20-010 jRCTs061200052 医薬品
尿路感染症に対するシタフロキサシンの投与回数と臨床
効果及び安全性の検討

複雑性、反復性尿路
感染症

岡大主管 泌尿器科 岩田　健宏
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23 CRB20-011 jRCTs062200029 医療機器
外科的切除不応・不適の肺悪性腫瘍に対する経皮的肺マ
イクロ波焼灼術の有効性及び安全性を確認する単施設単
群前向きオープン試験（SCIRO-2002）

原発性肺がん、転移
性肺がん

岡大主管 放射線科 冨田　晃司

24 CRB20-012 jRCTs061200035 医薬品
末梢血幹細胞採取における健常人ドナーのクエン酸中毒
予防を目指したカルシウム飲料の非盲検ランダム化臨床
試験

末梢血幹細胞移植ド
ナー

岡大主管 検査部 藤井　敬子

25 CRB20-013 jRCT1061200062 医薬品
根治切除不能非淡明細胞腎癌に対するペムブロリズマブ+
アキシチニブ併用療法の有効性と安全性の検討

腎癌 岡大主管 泌尿器科 岩田　健宏

26 CRB20-014 jRCT1061200053 医薬品
加齢男性性腺機能低下症候群（LOH症候群）に対する十
全大補湯の有効性と安全性の検討

加齢男性性腺機能低
下症候群（LOH症候
群）

岡大主管

学術研究院医歯薬学域
岡山県南東部（玉野）

総合診療医学講座
（総合内科・総合診療科）

植田　圭吾

27 CRB20-015  jRCTs061200060 
医薬品・
医療機器

舌背への光線力学療法による口臭の改善効果の検討 口臭症 岡大主管
歯科

（予防歯科部門）
森田　学

28 CRB20-017 jRCTs062210017 医療機器
末梢静脈カテーテル留置時の輸液・薬剤の血管外浸潤・
漏出の検出を補助する機器の性能評価研究

小児術後患者 岡大主管 小児麻酔科 金澤　伴幸

29 CRB20-018 jRCT1061210010 医薬品

アロマターゼ阻害剤にて術後補助療法を予定もしくは施
行しているホルモン受容体陽性・閉経後乳癌患者におけ
る骨粗鬆症に対するゾレドロン酸水和物注射液（リクラ
スト®）の有効性と安全性を検討する単群介入試験

ER陽性乳癌 岡大主管 乳腺・内分泌外科 枝園　忠彦

30 CRB20-019 jRCTs061210002 医薬品

インジゴカルミンと酢酸インジゴカルミン混合液(AIM)の
右側結腸の大腸鋸歯状病変診断における有用性を探索す
る多施設共同オープンラベル単盲検ランダム化並行群間
比較試験

大腸鋸歯状病変 岡大主管 光学医療診療部 衣笠　秀明

31 CRB21-001 jRCTs061210024 医薬品
術後肺瘻に対する胸膜癒着療法におけるミノサイクリン
の有効性と安全性を検討する試験

術後肺瘻 岡大主管 呼吸器外科 豊岡　伸一

32 CRB21-002 jRCT1062210060 医療機器
手動真空吸引法(MVA)を用いた妊孕性温存子宮体癌手術
の実行可能性および安全性の確認

子宮体癌 岡大主管 産科婦人科 中村　圭一郎

33 CRB21-003 jRCT1061210015
医薬品・
医療機器

膵・消化管神経内分泌腫瘍の肝転移に対する薬物療法に
おける肝動脈塞栓療法併用の安全性と有効性の検討

膵・消化管神経内分
泌腫瘍

岡大主管 光学医療診療部 加藤　博也

34 CRB21-004 jRCTs061210040 医薬品
ホルモン療法に伴う男性型脱毛症（AGA）を有する性同
一性障害（GID-FTM）の患者に対するフィナステリドの
安全性の検討

性同一性障害（身体
的には女性だが性自
認は男性）

岡大主管 泌尿器科 富永　悠介

35 CRB21-005 jRCTs061210047 医薬品

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 岡大主管 呼吸器・アレルギー内科 木浦 勝行

36 CRB21-006 jRCTs061210065 医薬品
切除不能肝細胞癌に対する肝動注化学療法と全身化学療
法（アテゾリズマブ・ベバシズマブ）による併用療法の
安全性と有効性の検討

切除不能肝細胞癌 岡大主管 新医療研究開発センター 竹内　康人

37 CRB21-007 jRCTs061210052
医薬品・
医療機器

小児心臓手術における麻薬非使用麻酔の有効性に関する
ランダム化比較研究

心房中隔欠損症、心
室中隔欠損症

岡大主管 小児麻酔科 金澤　伴幸

38 CRB21-008 jRCTs061210062 医薬品
エストロゲン補充が膝関節症を有する高齢女性の身体機
能向上に与える効果〜筋負荷運動時のエストロゲンとの
プラセボ対照二重盲検ランダム化比較試験〜

変形性膝関節症 岡大主管 産科婦人科 三苫　智裕
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1 CRB18-902 jRCTs032180229 医療機器
早期乳癌へのラジオ波熱焼灼療法の有効性の検証と標準
化に向けた多施設共同研究

腫瘍径1.5ｃｍ以下
で腋窩リンパ節転移
を認めない早期乳癌

他施設主管 乳腺・内分泌外科 土井原　博義

2 CRB18-903 jRCTs031180003 医薬品

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（JCOG1306, AI vs GD for STS RPⅡ/Ⅲ）

非円形細胞軟部肉腫 他施設主管 整形外科 尾﨑　敏文

3 CRB18-905 jRCTs041180023 医薬品
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 豊岡　伸一

4 CRB18-906 jRCTs061180002 医薬品
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 消化管外科 藤原　俊義

5 CRB18-907 jRCTs031180083 医薬品
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

初回再発または増悪
膠芽腫

他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

6 CRB18-909 jRCTs041180153 医薬品
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 -ペルツズマブ再投
与試験-

ペルツズマブ治療歴
を有するHER2陽性
の進行・再発乳癌

他施設主管
新医療研究開発セン

ター
岩本　高行

7 CRB18-910 jRCTs041180101 医薬品
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

B前駆細胞性急性リ
ンパ性白血病

他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

8 CRB18-911 jRCTs031180177 医薬品
JCOG1207：食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するス
テロイド併用EBDおよびステロイド併用RICのランダム
化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験

食道癌術後の難治性
吻合部狭窄

他施設主管 消化器内科 岩室　雅也

9 CRB18-912 jRCTs031180151 医薬品
 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

転移性乳癌 他施設主管 乳腺・内分泌外科 土井原　博義

10 CRB18-914 jRCTs031180255 医薬品
JCOG1507：病理学的StageⅡ/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

胃癌 他施設主管 消化管外科 藤原　俊義

11 CRB18-915 jRCTs031180126 医薬品
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

高悪性度骨肉腫、
TNM stage II-III

他施設主管 整形外科 尾﨑　敏文

12 CRB18-916 jRCTs031180350 医薬品
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

胃癌 他施設主管 消化管外科 藤原　俊義

13 CRB18-920 jRCTs071180049 医薬品

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Ⅱ
相試験

特発性肺線維症を合
併する進行非小細胞
肺癌

他施設主管
呼吸器・アレルギー内

科
市原　英基

14 CRB18-922 jRCTs031180128 医薬品

再発危険因子を有するハイリスクStageII結腸がん治癒切
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(JFMC48-1301-C4: ACHIEVE-2
Trial)

再発危険因子を有す
るStageII結腸がん
（直腸S状部がん含
む）

他施設主管 消化管外科 藤原　俊義

15 CRB18-923 jRCTs031180207 医薬品

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

初発中枢神経系原発
悪性リンパ腫

他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

16 CRB18-925 jRCTs031180181 
医薬品／
医療機器

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

切除不能局所進行胸
部食道扁平上皮癌

他施設主管 消化管外科 藤原　俊義

17 CRB18-926 jRCTs021180027 医薬品

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

HER2陽性進行・再
発乳癌

他施設主管 乳腺・内分泌外科 土井原　博義

18 CRB18-927 jRCTs051180102 医薬品
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

腎細胞癌 他施設主管 泌尿器科 片山　聡

19 CRB18-928 jRCTs031180246 医薬品

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 消化管外科 藤原　俊義

20 CRB18-929 jRCTs031180175 医薬品
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・アレルギー内

科
市原　英基

21 CRB18-931 jRCTs021180028 医薬品
フルベストラント使用中に病勢進行したホルモンレセプ
ター陽性進行・再発乳癌患者に対する、パルボシクリブ
追加投与の有効性の検討 -多施設共同臨床試験-

ホルモン陽性進行・
再発乳癌

他施設主管 乳腺・内分泌外科 土井原　博義

　現在実施中の臨床研究（臨床研究法）　

整理番号
臨床研究実施計画番号
（jRCT番号）

区分 研究課題名 対象疾患名 主管施設
当院における研究責任医師



22 CRB18-932 jRCTs031180201 
医薬品／
医療機器

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

WHO Grade II星細
胞腫

他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

23 CRB18-933 jRCTs031180215
医薬品／
医療機器

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

退形成性神経膠腫 他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

24 CRB18-934 jRCTs052180085 医療機器

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

冠動脈疾患 他施設主管 循環器内科 伊藤　浩

25 CRB18-936 jRCTs041180128 医薬品

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）

急性骨髄性白血病 他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

26 CRB18-937 jRCTs041180145 医薬品
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

T細胞性急性リンパ
性白血病（T-ALL）

他施設主管
小児血液・腫瘍科
血液・腫瘍内科

嶋田　明
淺田　騰

27 CRB18-938 jRCTs041190006 医薬品
小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)に対するリスク
別臨床研究

ランゲルハンス細胞
組織球症

他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

28 CRB18-939 jRCTs041180089 医薬品
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

成熟B細胞性腫瘍 他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

29 CRB18-940 jRCTs061180022 医薬品

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）

大腸癌 他施設主管 消化管外科 藤原　俊義

30 CRB18-941 jRCTs021180022 医薬品
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

ユーイング肉腫ファ
ミリー腫瘍

他施設主管
運動器医療材料開発講

座(整形外科)
國定　俊之

31 CRB18-942 jRCTs041180165 医薬品
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)

血管内大細胞型B細
胞リンパ腫

他施設主管
ゲノム医療総合推進セ

ンター
遠西　大輔

32 CRB18-943 jRCTs031180223 医薬品
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

頭蓋内原発胚細胞腫 他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

33 CRB18-944 jRCTs041180059 医薬品
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・腫瘍内科 藤井　伸治

34 CRB18-946 jRCTs041180095 医薬品
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

乳癌 他施設主管 乳腺・内分泌外科 平　成人

35 CRB18-947 jRCTs011180026 医薬品
HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンと
S1のhealth-related quality of life (HRQoL)を比較す
るランダム化第Ⅲ相試験

転移・再発乳癌 他施設主管 乳腺・内分泌外科 平　成人

36 CRB18-948 jRCT1052190005 医療機器
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

cT1,cN0,cM0腎門
部腫瘍

他施設主管 泌尿器科 那須 保友

37 CRB18-949 jRCTs041180114 医薬品

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

第1コホート：
MPNST
第2コホート：類上
皮肉腫・明細胞肉
腫・胞巣状軟部肉腫

他施設主管 整形外科 尾﨑　敏文

38 CRB18-951 jRCTs061180079 医薬品
大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験(無
作為二重盲検試験)

大腸腫瘍 他施設主管 消化器内科 原田　馨太

39 CRB18-952 jRCTs031180256
医薬品／
医療機器

未治療中間リスク群限局性前立腺癌に対するNHT＋ヨウ
素125密封小線源永久挿入療法＋AHT併用療法とNHT
＋ヨウ素125密封小線源永久挿入併用療法とのランダム
化比較臨床試験

前立腺癌 他施設主管 泌尿器科 河田　達志

40 CRB18-953 jRCTs031180274
医薬品／
医療機器

未治療中間リスク限局性前立腺癌に対する、ヨウ素125
密封小線源永久挿入治療後36ヵ月生検による照射後生検
所見の臨床的意義に関する検討

前立腺癌 他施設主管 泌尿器科 河田　達志

41 CRB18-958 jRCTs051180190 医薬品

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）

急性白血病 他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

42 CRB18-959 jRCTs031180435 医薬品
造血器腫瘍患者を対象にしたHLA1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・腫瘍内科 前田　嘉信

43 CRB18-960 jRCTs051180191 医薬品
小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨
床試験

急性前骨髄球性白血
病

他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明



44 CRB19-901 jRCTs041190048 医薬品
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

フィラデルフィア染
色体陽性急性リンパ
性白血病、慢性骨髄
性白血病

他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

45 CRB19-902 jRCTs041190038 医薬品
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

慢性骨髄性白血病 他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

46 CRB19-904 jRCTs031180118 医薬品
JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥
離術後の狭窄予防を目的とするステロイド内服療法およ
びステロイド局注療法のランダム比較第Ⅲ相試験

内視鏡的粘膜下層剥
離術後の早期食道癌

他施設主管 消化器内科 川野　誠司 

47 CRB19-905 jRCT1031190035 
医薬品／
医療機器

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

膠芽腫 他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

48 CRB19-906 jRCTs051180208 医薬品

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 鷲尾　佳奈

49 CRB19-907 jRCTs051180207 医薬品

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 鷲尾　佳奈

50 CRB19-908 jRCTs051180206 医薬品

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
1.2g/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 鷲尾　佳奈

51 CRB19-909 jRCTs051180200 医薬品

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
1.2g/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 鷲尾　佳奈

52 CRB19-910 jRCTs041190067 医薬品
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

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 鷲尾　佳奈

53 CRB19-911 jRCTs031180121 医薬品
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

上部尿路癌 他施設主管 泌尿器科 那須　保友

54 CRB19-912 jRCTs031180028 医薬品
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

胃がん 他施設主管 消化管外科 藤原　俊義

55 CRB19-913 jRCTs031180004 医薬品
JCOG1212: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

局所進行上顎洞原発
扁平上皮癌

他施設主管 耳鼻咽喉科 安藤　瑞生

56 CRB19-914 jRCT1031180076
医薬品／
医療機器

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（p T1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 消化器内科 原田　馨太

57 CRB19-915 jRCTs032180187 医療機器
早期乳癌へのラジオ波熱焼灼療法の安全性と有効性に関
する多施設共同研究

Tis-T1（腫瘍径1.5
cm以下）N0M0
Stage 0-Iの単発早
期乳癌

他施設主管 乳腺・内分泌外科 土井原 博義

58 CRB19-916 jRCTs041190088 医薬品
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

急性骨髄性白血病 他施設主管 血液・腫瘍内科 淺田　騰

59 CRB19-917 jRCTs041190101 医薬品

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 ozog
amicin (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

再発急性前骨髄球性
白血

他施設主管 血液・腫瘍内科 淺田　騰

60 CRB19-918 jRCTs031190129 
医薬品／
医療機器

JCOG1806：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有用
性に関する単群検証的試験

c T1-2N0M0ホル
モン受容体陰性HER
2 陽性原発性乳癌

他施設主管 乳腺・内分泌外科 土井原　博義

61 CRB19-919 jRCTs071190032 医薬品
再生不良性貧血におけるウサギATG+シクロスポリン+エ
ルトロンボパグ療法の有用性に関する検討

再生不良性貧血 他施設主管 血液・腫瘍内科 淺田　騰

62 CRB19-920 jRCTs031190152 医薬品
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

進行軟部肉腫 他施設主管 整形外科 尾﨑　敏文

63 CRB19-921 jRCTs041190096 医薬品
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

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・腫瘍内科 淺田　騰

64 CRB19-922 jRCTs071190036 医薬品
成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール
-ALL/MRD2019-

急性リンパ性白血病 他施設主管 血液・腫瘍内科 淺田　騰

65 CRB19-923 jRCTs031190157 医薬品
限局性皮質異形成Ⅱ型のてんかん発作に対するシロリム
スの安全性に関する臨床研究

FCDⅡ型と診断さ
れ、てんかん発作が
継続的に認められる
症例

他施設主管 小児神経科 秋山　倫之

66 CRB19-924 jRCTs041190117 医薬品
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

慢性期慢性骨髄性白
血病

他施設主管 血液・腫瘍内科 淺田　騰



67 CRB19-925 jRCTs051180233 医薬品
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相試験

頭蓋内上衣腫 他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

68 CRB19-926 jRCTs031190104 医薬品
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
（NCCH1901）

固形腫瘍 他施設主管 腫瘍センター 田端　雅弘

69 CRB19-927 jRCT1071190016 医薬品
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

関節リウマチ 他施設主管 整形外科 西田　圭一郎

72 CRB20-902 jRCTs071180010 医薬品
非小細胞肺癌術後補助化学療法としてのTS-1 vs.
CDDP+VNRの無作為化第Ⅱ相比較試験

非小細胞肺癌 他施設主管 呼吸器外科 豊岡　伸一

73 CRB20-903  jRCT1031200071 医薬品
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

進行性腎細胞癌 他施設主管 泌尿器科 那須　保友

74 CRB20-904 jRCTs031180352 医薬品
院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性の
検討

心停止後症候群 他施設主管 救命救急科 中尾　篤典

75 CRB20-905 jRCTs051200021 医薬品
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 鷲尾　佳奈

76 CRB20-906 jRCTs041190043 医薬品

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

乳児急性リンパ性白
血病

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

77 CRB20-907 jRCTs062200061
医薬品・
医療機器

外科手術用手袋と下肢ストッキングを用いた圧迫療法の
Doce taxel起因性末梢神経障害の予防効果についての探
索的臨床試験

前立腺がん 他施設主管 泌尿器科 那須　保友

78 CRB20-908 jRCTs031200099
医薬品・
医療機器

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

膠芽腫 他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

79 CRB20-909 jRCTs071200029 医薬品

中枢神経系への転移を有するEG FR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

進行・再発非小細胞
肺癌

他施設主管
血液・腫瘍・呼吸器内

科学
二宮　貴一朗

80 CRB20-910 jRCTs041200039 医薬品
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

2型糖尿病 他施設主管
新医療研究開発セン

ター
宮本　聡

81 CRB20-911 jRCTs041190047 医薬品
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

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 鷲尾　佳奈

82 CRB20-912 jRCT1052200016 医療機器
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

cT1,cN0,cM0 完全
埋没型腎腫瘍

他施設主管 低侵襲治療センター 小林　泰之 

83 CRB20-913 jRCTs071200015 医薬品
FLT3 -ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対
象とした、キザルチニブの耐性メカニズム及び有効性を
評価する第Ⅱ相臨床試験 - JSCTFLT3 -AML20 -

急性骨髄性白血病 他施設主管 血液・腫瘍内科 前田　嘉信

84 CRB20-914 jRCTs011190009 医薬品

HLA適合または1-2allele不適合ドナーからの同種末梢血
幹細胞移植における移植後シクロホスファミドを用いた
GVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試
験 -JSCT PTCY19 -

血液悪性疾患 他施設主管 血液・腫瘍内科 前田　嘉信

85 CRB20-915 jRCTs051200071 医薬品

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 鷲尾　佳奈

86 CRB20-916 jRCTs041200067 医薬品

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、他施設共同、前向き介入試験（JALSG-RR-FLT3-
AML220）

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

他施設主管 血液・腫瘍内科 淺田　騰

87 CRB20-917 jRCTs071200051 医薬品
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

肝細胞癌 他施設主管 消化器内科 大西　秀樹

88 CRB20-918 jRCTs061180093 医薬品

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（phase Ⅱ）

中枢神経原発悪性リ
ンパ腫

他施設主管 脳神経外科 伊達　勲

89 CRB20-919 jRCTs041210034 医薬品
高リスク神経芽腫に対する化学療法の追加および予後不
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

神経芽腫 他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

90 CRB20-920 jRCTs071200092 医薬品
日本における初発ホジキンリンパ腫に対するA-AVD療法
の成績（前向き登録研究）

ホジキンリンパ腫 他施設主管
ゲノム医療総合推進セ

ンター
遠西　大輔

91 CRB20-921 jRCTs041200102 医薬品
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・腫瘍内科 淺田　騰



92 CRB20-922 jRCTs071200079 医薬品

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

関節リウマチ 他施設主管 整形外科 西田　圭一郎

93 CRB20-923 jRCTs031200387 医薬品
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

乳癌 他施設主管
新医療研究開発セン

ター
岩本　高行

94 CRB20-924 jRCTs041210015 医薬品

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

急性骨髄性白血病 他施設主管 小児血液・腫瘍科 嶋田　明

95 CRB21-901 jRCTs052210032 医療機器

Low axial force設計Dumbbell head型SEMS（Self-
expandable metallic stent）を用いた非切除膵癌による遠
位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）

非切除膵癌による遠
位胆道閉塞症例

他施設主管 光学医療診療部 加藤　博也

96 CRB21-902 jRCTs041210027 医薬品
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

Langerhans cell
histiocytosis

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

97 CRB21-903 jRCTs031210100
医薬品・
医療機器

JCOG1912: 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

局所進行頭頸部扁平
上皮癌

他施設主管 耳鼻咽喉科 安藤　瑞生

98 CRB21-904 jRCTs041210044 医薬品
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

若年性⾻髄単球性
白血病

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

99 CRB21-905 jRCTs041210040 医薬品
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

B前駆細胞性急性リ
ンパ性白血病

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

100 CRB21-906 jRCTs041210054 医薬品
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

T細胞性急性リンパ
性白血病

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

101 CRB21-907 jRCTs041190063 医薬品
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

一過性骨髄異常増殖
症

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

102 CRB21-909 jRCTs031210263 医薬品
肺腫瘍塞栓性微小血管症（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

肺腫瘍塞栓性微小血
管症

他施設主管 循環器内科 中村　一文

103 CRB21-908 jRCTs041190053 医薬品
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

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 鷲尾　佳奈

105 CRB21-911 jRCTs041210104 医薬品
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

成熟B細胞性リンパ
腫

他施設主管 小児科 鷲尾　佳奈

106 CRB21-912 jRCTs031210183 医薬品
早期軽症の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に
対するナファモスタットメシル酸塩のウイルス抑制効果
及び安全性並びに至適用量を検討する探索研究

新型コロナ感染
(COVID-19）

他施設主管 総合内科・総合診療科 長谷川 功

108 CRB21-914 jRCTs041210107 医薬品
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 鷲尾　佳奈
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