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研究担当科
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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

ループス腎炎患者を対象としてvoclosporin（23.7 mg 1日2回）
の長期安全性及び有効性をプラセボと比較する、無作為化、比較
対照二重盲検継続試験（治験実施計画書番号：AUR-VCS-2016-
02）

古田　俊介 企業治験

アレルギー・膠原病内科
「成人発症スチル病（AOSD）の日本人患者を対象に４８週間以
上投与するカナキヌマブ（ACZ885）の有効性及び安全性を評価
する非盲検、単群、実薬投与試験」

古田　俊介 企業治験

アレルギー・膠原病内科
コルヒチン無効あるいは不耐の家族性地中海熱（FMF）を対象と
したトシリズマブの継続投与試験

中島　裕史 医師主導治験

アレルギー・膠原病内科
関節リウマチ患者を対象にFilgotinibの安全性及び有効性を評価す
る、多施設共同、非盲検、二重盲検、長期継続投与試験

池田　啓 企業治験

眼科
新生血管を伴う加齢黄斑変性患者を対象としたFARICIMABの有効
性及び安全性を検討する第Ⅲ相多施設共同ランダム化二重遮蔽実
薬対照比較臨床試験（TENAYA）

横内　裕敬 企業治験

感染症内科

ウイルス抑制が確認されているHIV-1感染成人を対象としたドル
テグラ　ビル＋ラミブジンへの切り替えにおける有効性、安全性
及び忍容性を評価する第Ⅲ相、多施設共同、無作為化、並行群間
比較、非劣性試験（治験実施計画書番号：204862）

猪狩　英俊 企業治験

感染症内科

日本人深在性真菌症に対するAK1820の第Ⅲ相試験
－AK1820の安全性および有効性を評価する、多施設共同、非盲
検試験－

猪狩　英俊 企業治験

救急科･集中治療部 G-1の敗血症患者を対象とした多施設共同試験 中田　孝明 企業治験

救急科･集中治療部
アドレノメデュリンを用いたCOVID-19による機械換気を要する
肺炎の重症化予防-医師主導治験PhaseⅢ

中田　孝明 医師主導治験

血液内科

RSウイルス（Respiratory Syncytialウイルス）による上気道感
染症の成人及び青年期造血幹細胞移植患者を対象にJNJ-
53718678の臨床アウトカム，抗ウイルス効果, 安全性, 忍容性,
薬物動態, 及び薬物動態／薬力学を評価するランダム化, 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

持続性又は慢性の原発性免疫性血小板減少症（ITP)成人被験者を
対象としたROZANOLIXIZUMABの有効性、安全性及び忍容性を
評価する第３相多施設共同、二重盲検、無作為化、プラセボ対照
試験

堺田　惠美子 企業治験

血液内科
後天性血友病A患者を対象に、エミシズマブの安全性、有効性、
薬物動態及び薬力学を評価する多施設共同、非盲検、非ランダム
化、第III相臨床試験

堺田　惠美子 企業治験

血液内科
造血幹細胞移植（HSCT)後に血栓性微少血管症（TMA)を呈する
成人及び青少年患者を対象としたラブリズマブの第ＩＩＩ相、非
盲検、ランダム化、多施設共同試験

堺田　惠美子 企業治験

血液内科
再発／難治性骨髄線維症患者を対象にnavitoclaxとルキソリチニ
ブの併用投与の有効性及び安全性を利用可能な最良の治療と比較
評価する無作為化非盲検第Ⅲ相試験（TRANSFORM-2）

堺田　惠美子 企業治験

血液内科
持続性又は慢性の原発性免疫性血小板減少症（ITP）を有する被
験者を対象としたROZANOLIXIZUMABの長期安全性、忍容性及
び有効性を評価する非盲検継続試験

堺田　惠美子 企業治験

血液内科
POEMS症候群に対する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

子どものこころの発達教
育研究センター

社交不安症を対象としたアイコンタクト・トレーニング装置の有
効性を検討するためのパイロット試験

清水　栄司 特定臨床研究

がん以外の疾患を対象とした臨床研究



呼吸器内科 MD-711肺動脈性肺高血圧症第II/III相試験 坂尾　誠一郎 企業治験

呼吸器内科

肺動脈性肺高血圧症患者を対象に、マシテンタン又はタダラフィ
ル単剤投与とマシテンタン/タダラフィル固定用量配合剤投与時の
有効性･安全性を比較する、前向き、多施設共同、二重盲検、ラン
ダム化、実薬対照、トリプルダミー、並行群間、群逐次、アダプ
ティブ、第３相試験、及びマシテンタン/タダラフィル固定用量配
合剤のオープンラベル継続投与試験

重田　文子 企業治験

呼吸器内科
慢性血栓塞栓性肺高血圧症を対象としたエドキサバンの有効性及
び安全性を検証するワルファリン対照、多施設共同ランダム化比
較試験　第Ⅲ相医師主導治験

関根　亜由美 医師主導治験

呼吸器内科
日本人閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対するアトモキセチンとオキ
シブチニンの併用治療に関する検討

坂尾　誠一郎 特定臨床研究

呼吸器内科
肺高血圧症患者を対象とした低線量胸部動態X線画像による肺換
気・肺循環障害評価技術の有用性検討

坂尾　誠一郎 特定臨床研究

呼吸器内科
慢性呼吸不全患者に対するL-menthol嗅覚刺激が労作時呼吸困難
に及ぼす影響：予備的研究

坂尾　誠一郎 特定臨床研究

呼吸器内科
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)を対象としたNS-304(セレキ
シパグ)の有効性及び安全性の検証試験(第Ⅲ相)

坂尾　誠一郎 企業治験

消化器内科

中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とした
Ustekinumabによる寛解導入療法及び寛解維持療法の安全性及び
有効性評価を目的とした第Ⅲ相，多施設共同，プラセボ対照二重
盲検比較試験

加藤　順 企業治験

消化器内科

慢性 B 型肝炎ウイルス感染の治療において JNJ-73763989 及び
／又は JNJ-56136379 を含む各種併用レジメンの有効性及び安
全性を検討する第 2b 相，多施設共同，二重盲検，実薬対照，ラ
ンダム化試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科
C型代償性肝硬変患者を対象として、ソホスブビル／ベルパタス
ビル固定用量配合錠の12週間投与時の有効性及び安全性を検討す
る第III相、多施設共同、非盲検試験

加藤　直也 企業治験

消化器内科

肝生検で確定したステージ2 および3 の線維化を伴う非アルコー
ル性脂肪肝炎を有する成人治験参加者を対象としてPF-06865571
（DGAT2 阻害薬）を単剤投与およびPF-05221304（ACC 阻害
薬）と併用投与したときの有効性および安全性を評価する第2
相、無作為化、二重盲検、ダブルダミー、プラセボ対照，用量範
囲探索／用量設定、並行群間比較試験

加藤 直也 企業治験

消化器内科
 B型慢性肝疾患患者を対象としたGSK3228836の有効性と安全性
を評価するための多施設共同単盲検第Ⅱb相試験(B-Clear)

加藤　直也 企業治験

消化器内科
好酸球性食道炎に対するベンラリズマブ投与を評価する多施設共
同、無作為化、二重盲検、並行群間、プラセボ対照試験
（MESSINA）

加藤　直也 企業治験

消化器内科

中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者を対象とした
risankizumab の有
効性及び安全性を評価する多施設共同無作為化二重盲検プラセボ
対照導入療
法試験

加藤　順 企業治験

消化器内科
潰瘍性大腸炎患者を対象として risankizumab の有効性及び安全
性を評価する多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照 52 週間
維持療法試験及び非盲検継続投与試験

加藤　順 企業治験

消化器内科
鎮静下侵襲的内視鏡処置における鼻内圧呼吸モニターの有用性を
検討する無作為化比較試験

加藤　直也 特定臨床研究

消化器内科
C型肝炎ウイルス感染透析患者におけるグレカプレビル水和物/ピ
ブレンタスビルの安全性および有効性に関する前向き研究

中村　昌人 特定臨床研究

消化器内科
逆流性食道炎の治療後再発までを考慮した初期治療における
VonoprazanとEsomeprazoleの多施設前向きランダム化比較試験

松村　倫明 特定臨床研究



消化器内科
AJM300の活動期潰瘍性大腸炎患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験
（2）

加藤　順 企業治験

消化器内科

中等症から重症の活動期のクローン病患者を対象とするグセルク
マブの有効性及び安全性評価を目的とした第Ⅱ/Ⅲ相，ランダム
化，二重盲検，プラセボ及び実薬対照，並行群間比較，多施設共
同試験

加藤　順 企業治験

消化器内科
非肝硬変の原発性硬化性胆管炎を有する被験者を対象として、
GS-9674の安全性、忍容性及び有効性を評価する、第3相、ラン
ダム化、二重盲検、プラセボ対照試験

加藤　直也 企業治験

小児科
nemolizumabの小児アトピー性皮膚炎患者に対する第Ⅲ相試験-
比較／長期継続投与試験-

山出　史也 企業治験

小児科 小児Charcot-Marie-Tooth病１A型に対するアスコルビン酸治療 藤井　克則 特定臨床研究

心臓血管外科
リストバンド型持続的脈拍測定端末と人工知能による発作性心房
細動の早期診断アルゴリズム開発研究

乾　友彦 特定臨床研究

心臓血管外科
植込み型補助人工心臓システムNP007のDT使用における安全性と
有効性の追加情報収集（P4）

松宮　護郎 企業治験

腎臓内科
RTA402第Ⅲ相臨床試験（糖尿病性腎臓病患者を対象としたプラ
セボ対照ランダム化二重盲検比較試験）

淺沼　克彦 企業治験

整形外科
アジアにおける中枢性神経障害性疼痛を有する患者を対象にした
ミロガバリンの14週間の多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対
照試験及び52週間の非盲検長期投与試験

古矢　丈雄 企業治験

整形外科

腰椎椎間板変性症患者（有症状）を対象とした、IDCT-001の安
全性及び有効性を評価する、多施設共同、単回投与、２用量、
Sham投与対照二重盲検並行群間比較法による臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験
及び継続観察試験

大鳥　精司 企業治験

整形外科
腰痛を有する腰部脊柱管狭窄症に対するNTN錠の臨床効果―多施
設共同、無作為化、実薬対照非盲検試験―

江口　和 特定臨床研究

整形外科 骨欠損に対するORB-03の臨床試験 大鳥　精司 企業治験

整形外科

膝関節における軟骨損傷及び離断性骨軟骨炎を対象とした同種滑
膜間葉系幹細胞由来三次元人工組織（gMSC1）移植の有効性及び
安全性をマイクロフラクチャー（MFx）法を比較対照として評価
する第Ⅲ相無作為化臨床試験

佐粧　孝久 企業治験

精神神経科
急性エピソードを有する統合失調症の被験者を対象にMK-8189の
有効性及び安全性を評価する後期第Ⅱ相、無作為化、二重盲検、
プラセボ及び実薬対照試験

小田　靖典 企業治験

糖尿病・代謝・内分泌内科

抗VEGF薬(ラニビズマブ)投与下の糖尿病黄斑浮腫を有する2型糖
尿病患者を対象としたSGLT2阻害薬(ルセオグリフロジン)の有効
性及び安全性に関するグリメピリド対照、多施設共同、ランダム
化、非盲検、並行群間比較研究

横手　幸太郎 特定臨床研究

糖尿病・代謝・内分泌内科
ウェルナー症候群に対するニコチンアミド リボシドの安全性・有
効性を検証するための前向き、単施設試験

横手　幸太郎 特定臨床研究

糖尿病・代謝・内分泌内科
RTA402第Ⅲ相臨床試験（糖尿病性腎臓病患者を対象としたプラ
セボ対照ランダム化二重盲検比較試験）

前澤　善朗 企業治験

糖尿病・代謝・内分泌内科
KN01のA3243Gミトコンドリア糖尿病を対象とした多施設共同試
験

小野　啓 医師主導治験

糖尿病・代謝・内分泌内科
家族性レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ(LCAT)
欠損症に対するLCAT遺伝子導入前脂肪細胞の自家投与による再生
医療／遺伝子治療の医師主導治験(投与後24週間)

横手　幸太郎 医師主導治験

認知行動療法センター

全般不安症に対する新しい認知行動療法「安全確保行動消去法：
False Safety Behavior Elimination Therapy」の臨床試験（通常
治療群を対照とし、介入群の有効性に関するランダム化比較試
験）

清水　栄司 特定臨床研究



脳神経外科

二次性全般化発作を含む部分発作を有するてんかん患者（16歳～
80歳）に対するBRIVARACETAM併用投与における有効性及び安
全性を評価するための無作為化、二重盲検、プラセボ対照、多施
設共同、並行群間比較試験

岩立　康男 企業治験

脳神経外科
慢性期重症頭部外傷患者を対象とした経頭蓋直流電気刺激による
安全性を検討する臨床試験

樋口　佳則 特定臨床研究

脳神経内科
再発性の多発性硬化症患者を対象に，オファツムマブ投与におけ
る長期安全性，忍容性，及び有効性を評価する非盲検，単一群，
多施設共同継続投与試験

森　雅裕 企業治験

脳神経内科

全身性筋力低下を有する重症筋無力症患者を対象にARGX-113 の
安全性および忍容性を評価することを目的とした長期、単群、非
盲検、多施設共同、ARGX-113-1704試験からの継続投与、第3相
試験

鵜沢　顕之 企業治験

脳神経内科
補体阻害剤治療未経験の成人全身型重症筋無力症患者を対象にラ
ブリズマブの安全性及び有効性を評価する第Ⅲ相、無作為化、二
重盲検、プラセボ対照、多施設共同試験

鵜沢　顕之 企業治験

脳神経内科
成人の視神経脊髄炎スペクトラム（NMOSD）患者を対象とした
ラブリズマブの有効性及び安全性を評価する第ＩＩＩ相、外部プ
ラセボ対照、非盲検、多施設共同試験

森　雅裕 企業治験

脳神経内科
全身型重症筋無力症の成人患者を対象としたrozanolixizumabの
有効性及び安全性を評価する第３相無作為化二重盲検、プラセボ
対照試験

鵜沢　顕之 企業治験

脳神経内科

A Phase 3、Multicenter、Randomized、Double-Blind、
Placebo-Controlled Study to Confirm the
Safety,Tolerability,and Efficacy of Zilucoplan in Subjects
with Generalized Myasthenia Gravis
全身型重症筋無力症患者を対象とした、zilucoplanの安全性、忍
容性及び有効性を確認する、第３相多施設共同無作為化二重盲検
プラセボ対照試験

鵜沢　顕之 企業治験

脳神経内科

A Phase 3、Multicenter、Open-Label Extension Study of
Zilucoplan in Subjects with Generalized Myasthenia Gravis全
身型重症筋無力症患者を対象とした、zilucoplanの第３相多施設
共同非盲検継続試験

鵜沢　顕之 企業治験

脳神経内科
全身型重症筋無力症の成人患者を対象としたrozanolixizumabの
長期安全性、忍容性及び有効性を評価する無作為化、非盲検継続
試験

鵜沢　顕之 企業治験

脳神経内科

筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者を対象としたラブリズマブの有
効性及び安全性を評価する第III相、二重盲検、ランダム化、プラ
セボ対照、並行群間、多施設共同試験及び非盲検継続投与試験

澁谷　和幹 企業治験

脳神経内科

慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）成人患者を対象とした
Efgartigimod PH20 SCの有効性、安全性及び忍容性を評価する
第2相臨床試験
（治験実施計画書No. ARGX-113-1802）

桑原　聡 企業治験

脳神経内科

 慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）患者を対象とした
Efgartigimod PH20 SCの長期安全性、忍容性及び有効性を評価
するARGX-113-1802試験の非盲検延長試験
（治験実施計画書No. ARGX-113-1902）

桑原　聡 企業治験

脳神経内科
一次性進行型多発性硬化症患者を対象としたSAR442168とプラ
セボを比較する第III相、ランダム化、二重盲検、有効性及び安全
性試験（PERSEUS）

桑原　聡 企業治験

脳神経内科
全身型重症筋無力症患者を対象としたROZANOLIXIZUMABを評
価する非盲検継続試験

鵜沢　顕之 企業治験



脳神経内科
再発型多発性硬化症患者を対象としたSAR442168と
teriflunomide（Aubagio）を比較する第III相、ランダム化、二
重盲検、有効性及び安全性試験（GEMINI 1）

森　雅裕 企業治験

脳神経内科
再発を伴わない二次性進行型多発性硬化症患者を対象とした
SAR442168とプラセボを比較する第III相、ランダム化、二重盲
検、有効性及び安全性試験（HERCULES）

森　雅裕 企業治験

脳神経内科
脊髄小脳失調症患者を対象としてSB-ADSC-01の安全性及び有効
性を評価する多施設共同、プラセボ対照、ランダム化、二重盲
検、並行群間比較試験

桑原　聡 企業治験

脳神経内科
免疫グロブリンGサブクラス4(IgG4)自己抗体陽性の難治性慢性炎
症性脱髄性多発神経炎(CIDP)患者に対するリツキシマブ(遺伝子
組換え)の有効性及び安全性を検討する探索的臨床試験

桑原　聡 医師主導治験

脳神経内科

ギラン・バレー症候群（GBS）患者を対象にエクリズマブの有効
性及び安全性を評価する第3相、プロスペクティブ、多施設共
同、二重盲検、ランダム化、プラセボ対照試験

桑原　聡 企業治験

泌尿器科

A Phase 4 long-term follow-up study to define the safety
profile of radium-223 dichloride
塩化ラジウム-223の安全性プロファイルを明らかにするための第
IV相長期フォローアップ試験

市川　智彦 企業治験

皮膚科 放射照度の異なる紫外線治療器を用いた紅斑反応の比較研究 外川　八英 特定臨床研究

リハビリテーション科
ICUにおける人工呼吸器関連肺炎の予防に対するMechanical In-
exsufflationの安全性と有効性についての臨床試験

村田　淳 特定臨床研究

和漢診療科 COVID-19に対する漢方薬の予防に関するランダム化比較試験 並木　隆雄 特定臨床研究
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