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研究題目 責任医師名 臨床試験区分

アレルギー・膠原病内科
標準治療を受けている好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)患者
を対象として、ベンラリズマブの有効性及び安全性をメポリズマ
ブと比較評価する、無作為化、二重盲検、実薬対照、５２週間試
験及び非盲検継続投与試験

古田　俊介 企業治験

アレルギー・膠原病内科
高安動脈炎患者を対象としてウパダシチニブの有効性及び安全性
を評価する第Ⅲ相多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験
（SELECT-Takayasu）

古田　俊介 企業治験

肝胆膵外科

FGFR2遺伝子再構成を伴う切除不能又は転移性の胆管癌患者を対
象に、1次治療としてのPemigatinibの有効性及び安全性をゲムシ
タビン + シスプラチン併用化学療法と比較して評価する非盲検、
ランダム化、実薬対照、多施設共同、第III相試験（FIGHT-302）

大塚　将之 企業治験

血液内科
 多発性骨髄腫患者を対象とした自家幹細胞移植後の経口
Ixazomib Citrate(MLN9708)維持療法の第３相ランダム化プラセ
ボ対照二重盲検試験

堺田　惠美子 企業治験

血液内科

未治療のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者を対象としたポラ
ツズマブ　ベドチンとリツキシマブ＋CHP（R-CHP）併用療法の
有効性及び安全性をリツキシマブ＋CHOP（R-CHOP）併用療法
と比較する第Ⅲ相多施設共同ランダム化二重盲検プラセボ対照試
験

堺田　惠美子 企業治験

血液内科
血管免疫芽球性T細胞リンパ腫(AITL)及びその他の濾胞性ヘル
パーT細胞リンパ腫に対するダサチニブの多施設第Ⅱ相医師主導
治験

堺田　惠美子 医師主導治験

血液内科
MRD陽性の完全寛解の急性骨髄性白血病及び高リスク骨髄異形成
症候群を対象としたaAVC-WT1療法の第Ⅱa相試験

堺田　惠美子 医師主導治験

血液内科
初回自家造血幹細胞移植後の多発性骨髄腫患者に対するエロツズ
マブ・レナリドミド維持療法の安全性・有効性試験 第Ⅱ相試験

堺田　恵美子 特定臨床研究

血液内科
多発性骨髄腫に対するG-CSF併用少量シクロホスファミド法を用
いた末梢血幹細胞採取効率の検討を目的とした第II相試験

堺田　恵美子 特定臨床研究

血液内科
初発の慢性期慢性骨髄性白血病の日本人成人患者を対象としたボ
スニチブ単剤投与時の有効性および安全性を評価する，第２相，
非盲検，単群試験

堺田　惠美子 企業治験

呼吸器外科
切除可能discreteN2ⅢA-B期非小細胞肺癌に対する導入化学放射
線療法に術前術後の免疫療法を加えたQuadruple-modality治療
の有効性と安全性に関する第II相試験

吉野　一郎 医師主導治験

呼吸器外科
非小細胞肺癌完全切除例に対するMEDI4736アジュバント療法の
プロスペクティブ二重盲検プラセボ対照ランダム化第Ⅲ相比較試
験

吉野　一郎 企業治験

呼吸器外科

IB（腫瘍径 4cm以上）～ⅢA期の未分化リンパ腫キナーゼ
（ALK）陽性非小細胞肺癌の完全切除患者を対象に，術後補助療
法におけるアレクチニブとプラチナ製剤併用化学療法の有効性及
び安全性を比較する第Ⅲ相非盲検ランダム化試験

吉野　一郎 企業治験

呼吸器外科

上皮成長因子受容体（EGFR）変異陽性・切除可能非小細胞肺 癌
患者の術前補助療法におけるオシメルチニブ単剤又は化学
療法との併用を標準化学療法単独と比較する第III相無作為化多施
設国際共同3群比較試験（NeoADAURA）

吉野　一郎 企業治験

耳鼻咽喉・頭頚部外科
アンドロゲン受容体陽性唾液腺癌に対するアンドロゲン受容体阻
害役Darolutamide(ODM-201)の第ＩＩ相試験

花澤　豊行 医師主導治験

がんを対象とした臨床研究



耳鼻咽喉・頭頚部外科
再発・進行頭頸部癌患者を対象としたiPS-NKT細胞動注療法に関
する第Ⅰ相試験

飯沼　智久 医師主導治験

腫瘍内科

治療歴のないEGFR遺伝子変異を有する転移性非小細胞肺癌患者
を対象としてエルロチニブとラムシルマブの併用療法とエルロチ
ニブとプラセボの併用療法とを比較する多施設共同無作為化二重
盲検試験

瀧口　裕一 企業治験

腫瘍内科

上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤による一次又は二次
治療が無効であった上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性のステー
ジIV又は再発非小細胞肺癌患者を対象とした、ニボルマブ
（BMS-936558）とペメトレキセド／プラチナ製剤又はニボルマ
ブとイピリムマブ（BMS-734016）の併用療法をペメトレキセド
とプラチナ製剤の併用療法と比較するランダム化オープンラベル
試験

瀧口　裕一 企業治験

腫瘍内科
ONO-4538第Ⅲ相試験　非扁平上皮非小細胞肺がんに対する多施
設共同二重盲検無作為化試験

瀧口　裕一 企業治験

腫瘍内科

医学的に切除不能なⅠ期又はⅡA期の非小細胞肺癌患者を対象に
MK-3475の併用又は非併用下で体幹部定位放射線治療（SBRT）
を実施した際の安全性及び有効性を評価する無作為化プラセボ対
照第Ⅲ相試験（KEYNOTE-867試験）

瀧口　裕一 企業治験

腫瘍内科

プラチナ製剤併用化学療法及び免疫療法（抗PD-1/PD-L1抗体）
による治療後に疾患進行が認められた転移性非小細胞肺癌患者を
対象にペムブロリズマブ（MK-3475）とレンバチニブ
（E7080/MK-7902）の併用療法の有効性及び安全性をドセタキ
セルと比較する第Ⅲ相無作為化他施設共同非盲検試験（LEAP-
008試験）

瀧口　裕一 企業治験

腫瘍内科
EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺癌に対する、初回化
学療法としてのオシメルチニブ+ラムシルマブとオシメルチニブ
のランダム化第Ⅱ相試験

瀧口　裕一 医師主導治験

腫瘍内科
日本人ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺癌（NSCLC）患者を対象と
したBrigatinibの単群多施設共同第2相試験

瀧口　裕一 企業治験

消化器内科
進行肝細胞がん患者の一次治療としてニボルマブとソラフェニブ
を比較する無作為化多施設共同第Ⅲ相試験

千葉　哲博 企業治験

消化器内科

進行性肝細胞癌患者に対する一次治療としてのレンバチニブ
（E7080/MK-7902）とペムブロリズマブ（MK-3475）の併用療
法の安全性及び有効性をレンバチニブ単独療法と比較する二重盲
検無作為化第Ⅲ相試験（LEAP-002）

加藤　直也　 企業治験

消化器内科

局所肝細胞癌患者を対象として、デュルバルマブ単独療法又は
デュルバルマブとベバシズマブの併用療法と、肝動脈化学塞栓療
法（TACE）との併用を評価する第III相無作為化二重盲検プラセ
ボ対照多施設共同試験（EMERALD-1）

加藤　直也 企業治験

消化器内科

外科的切除術又は局所焼灼療法後に画像評価により完全奏効を示
した肝細胞癌患者を対象に術後補助療法としてのMK-3475の安全
性及び有効性をプラセボと比較する二重盲検第Ⅲ相試験
（KEYNOTE-937）

加藤　直也 企業治験

消化器内科

外科的切除又は焼灼療法後の再発ハイリスク肝細胞癌患者を対象
とした，アクティブサーベイランスと術後補助療法としてのアテ
ゾリズマブ（抗PD-L1抗体）及びベバシズマブ併用投与を比較す
る非盲検，ランダム化，多施設共同第III相臨床試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
進行肝細胞癌患者の1次治療としてニボルマブとイピリマブの併
用療法をソラフェニブ又はレンバチニブと比較するランダム化多
施設共同第Ⅲ相試験

加藤　直也 企業治験



消化器内科

根治不能/非転移性の肝細胞癌患者を対象にレンバチニブ
（E7080/MK-7902)、ペムブロリズマブ（MK-3475)及び肝動脈
化学塞栓療法（TACE)の併用療法の有効性及び安全性をTACE単独
療法と比較する二重盲検無作為化第Ⅲ相試験（LEAP-012)

加藤　直也 企業治験

消化器内科

Intermediate-stage肝細胞癌患者を対象としてニボルマブ／イピ
リムマブ併用、ニボルマブ単独又はプラセボと肝動脈化学塞栓術
（TACE)との併用療法を行うランダム化多施設共同二重盲検プラ
セボ対照第Ⅲ相試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
FGFR2遺伝子再構成を伴う進行性胆管癌患者に対する一次化学療
法のフチバチニブ療法とゲムシタビン＋シスプラチン療法を比較
する第Ⅲ相非盲検ランダム化試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
未治療の肝細胞癌を対象としたアテゾリズマブ及びベバシズマブ
とON-DEMAND TACEの併用療法又はON-DEMAND TACE単独療
法を比較する非盲検、ランダム化第Ⅲ相臨床試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
PD-1/PD-L1免疫チェックポイント阻害薬による治療後の進行性
又は転移性肝 細胞癌（HCC）患者におけるレゴラフェニブとペム
ブロリズマブの併用に関 する非盲検試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
脈管浸潤を伴う進行肝細胞癌患者を対象としたヂデュルバルマ
ブ・トレメリムマブと重粒子線治療との併用療法の安全性と有効
性を評価する第Ⅰb相臨床試験

加藤　直也 医師主導治験

消化器内科
RESORCE試験に含まれなかった進行肝細胞癌症例に対する
regorafenibの安全性と有効性を検証する無作為化第II相試験

加藤　直也 特定臨床研究

消化器内科
肝内腫瘍量50%以上，門脈本幹・胆管浸潤症例を含むChild-Pugh
AおよびBの進行肝細胞癌に対するlenvatinibの安全性と有効性を
探索する臨床試験

加藤　直也 特定臨床研究

消化器内科
REACH-2 studyを補う目的とした日本の実臨床下における進行肝
細胞癌に対するramucirumabの安全性と有効性を探索する臨床試
験

小笠原　定久 特定臨床研究

消化器内科
切除不能肝細胞癌患者に対する一次治療におけるデュルバルマブ
とトレメリムマブの第Ⅲ相無作為化非盲検多施設共同試験
（HIMALAYA）

加藤　直也 企業治験

消化器内科
根治的肝切除又はアブレーション後の再発高リスク肝細胞がん患
者を対象に術後補助療法としてのニボルマブとプラセボを比較す
る無作為化二重盲検第Ⅲ相試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
抗がん剤による全身治療歴を有する日本人進行性肝細胞癌患者を
対象としたCabozantinibの第2相非盲検単群試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
切除不能肝細胞がん患者を対象に、第一選択治療としてのBGB-
A317とソラフェニブの有効性及び安全性を比較する無作為化、非
盲検、多施設共同第Ⅲ相試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
未治療の局所進行又は転移性肝細胞癌患者を対象とした，ソラ
フェニブとベバシズマブ及びアテゾリズマブ併用投与を比較する
非盲検，ランダム化第Ⅲ相臨床試験

加藤　直也 企業治験

食道・胃腸外科 食道がんに対する術中センチネルリンパ節探索の有用性の検討 松原　久裕 特定臨床研究

食道・胃腸外科
食道胃接合部がんに対する術中センチネルリンパ節探索の有用性
の検討

松原　久裕 特定臨床研究

食道・胃腸外科
切除不能進行再発大腸癌2次治療におけるTAS-
102+Bevacizumab療法：第Ⅱ相試験

松原　久裕 特定臨床研究

食道・胃腸外科
局所進行直腸癌に対するFOLFIRI3療法及び分子標的薬による強化
化学療法を加えた化学放射線療法の有効性に関する第II相試験

松原　久裕 特定臨床研究

食道・胃腸外科
食道癌患者を対象とした術後補助療法としてのS-588410
第3相多施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化比較試験

松原　久裕 企業治験



食道・胃腸外科
食道がん又は食道胃接合部がん切除後患者に術後補助療法として
ニボルマブ又はプラセボを投与する多施設共同第Ⅲ相無作為化二
重盲検試験

松原　久裕 企業治験

食道・胃腸外科

治療歴のない切除不能進行性，再発又は転移性の食道扁平上皮が
ん患者を対象に，ニボルマブとイピリムマブの併用療法又はニボ
ルマブとフルオロウラシル及びシスプラチンの併用療法をフルオ
ロウラシル及びシスプラチンの併用療法と比較する無作為化第Ⅲ
相試験

松原　久裕 企業治験

脳神経外科

初発のMGMT（腫瘍内O-6-メチルグアニンDNAメチルトランス
フェラーゼ）メチル化成人膠芽腫患者を対象に，テモゾロミド及
び放射線療法とニボルマブ又はプラセボを併用する無作為化第Ⅲ
相単盲検試験

岩立　康男 企業治験

脳神経内科 FPF1011の脳腱黄色腫症を対象としたオープン試験（第Ⅲ相） 三澤　園子 企業治験

泌尿器科
根治的前立腺全摘除術の候補である高リスクかつ限局性又は局所
進行前立腺癌患者を対象としたapalutamideのランダム化，二重
盲検，プラセボ対照第3相試験

坂本　信一 企業治験

泌尿器科

PTEN欠損を特徴とするDe Novo転移性ホルモン感受性前立腺癌
（mHSPC）患者に対する治療として、カピバセルチブとアビラ
テロン投与の有効性及び安全性をプラセボとアビラテロン投与と
比較して評価する第III相二重盲検無作為化プラセボ対照試験
（CAPItello-281）

坂本　信一 企業治験

泌尿器科

転移性ホルモン感受性前立腺癌患者を対象とした標準的アンドロ
ゲン遮断療法及びドセタキセルと併用した際のODM-201とプラ
セボを比較評価する無作為化、二重盲検、プラセボ対照、第Ⅲ相
臨床試験

市川　智彦 企業治験

婦人科
子宮内膜異型増殖症・子宮体癌に対するメドロキシプロゲステロ
ンとメトホルミン併用妊孕性温存療法の用量反応性試験

三橋　暁 医師主導治験

婦人科 メトホルミンの子宮体癌増殖抑制作用の検討：探索的試験 羽生　裕二 特定臨床研究

婦人科
子宮頸癌、子宮体癌におけるICG蛍光法を用いたセンチネルリン
パ節の同定：探索的試験

碓井　宏和 特定臨床研究

婦人科
卵巣がん（上皮性卵巣癌、卵管癌、原発性腹膜癌）患者を対象と
したリポソーム化ドキソルビシン・シスプラチン併用療法、臨床
第I相試験

楯　真一 特定臨床研究

和漢診療科
がん放射線治療に伴う口内炎を対象とした漢方薬治療（黄連湯）
の有効性を検討するための並行2群間比較試験

並木　隆雄 特定臨床研究
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