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2019018
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

婦人科 碓井　宏和 jRCT2031190065 令和1年7月30日
募集終了
医師主導

治験

A2019001

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）

糖尿病・代謝・内分
泌内科

横手幸太郎 jRCT2033200096 令和2年8月25日
医師主導

治験

A2019004
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（First in human試験）

耳鼻咽喉・頭頸部
外科

飯沼　智久 jRCT2033200116 令和2年9月11日
医師主導

治験

2020040
脈管浸潤を伴う進行肝細胞癌患者を対象としたデュ
ルバルマブ・トレメリムマブ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

消化器内科 加藤直也 jRCT2031210046 令和3年4月22日
医師主導

治験

K2021002
網膜色素変性を対象とした経皮膚電気刺激装置の
有効性及び安全性を検証するシャム対照二重遮蔽
比較試験

眼科  三浦　玄 jRCT2032210094 令和3年5月17日
医師主導

治験

A2021002

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240週間）［長期継続試験］

糖尿病・代謝・内分
泌内科

横手幸太郎 ― ―
医師主導

治験

CRB0001-18

インフリキシマブ投与下で寛解または低疾患活動性
にある関節リウマチ患者を対象としたインフリキシマ
ブ休薬療法における、関節超音波を用いた再発予測
精度ならびにインフリキシマブ再投与の有効性・安
全性を検証する、多施設共同前向き試験

アレルギー・膠原病
内科

池田　啓 jRCTs031180001 平成30年6月12日 研究終了

CRB0002-18
糖尿病黄斑浮腫に対するVEGF阻害薬硝子体内投
与と網膜閾値下凝固併用療法の有効性を検討する
ための探索的臨床試験

眼科 辰巳智章 jRCTs031180182 平成31年3月5日 研究終了

CRB0003-18
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

食道・胃腸外科 松原久裕 jRCTs031180115 平成31年2月8日

CRB0004-18
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

食道・胃腸外科 松原久裕 jRCTs031180114 平成31年2月8日

CRB0028-19
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

食道・胃腸外科 松原久裕 jRCTs031190023 令和1年5月16日

CRB0027-19
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

皮膚科 外川八英 jRCTs032190128 令和1年11月5日 研究終了

CRB0029-19
小児Charcot-Marie-Tooth病１A型に対するアスコル
ビン酸治療

小児科 塩浜　直 jRCTs031190109 令和1年10月3日

CRB0031-19
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

糖尿病・代謝・内分
泌内科

横手幸太郎 jRCTs031190141 令和1年11月27日

CRB0053-21
消化管用の内視鏡を用いた術中腸管血流評価の有
用性を検討する臨床試験

食道・胃腸外科 松原久裕 jRCTs032220010 令和4年4月8日

CRB0005-18
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

血液内科 堺田惠美子 jRCTs031190026 令和1年5月20日

CRB0006-18
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

婦人科 羽生裕二 jRCTs031180339 平成31年3月18日

CRB0009-18
血管内超音波を用いた冠血流輝度解析による冠血
流予備量比の検討

循環器内科 北原秀喜 jRCTs032180330 平成31年3月18日 研究終了

CRB0011-18
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

消化器内科 加藤直也 jRCTs031190017 平成31年4月26日

CRB0007-18
筋萎縮性側索硬化症患者を対象としたラコサミドの
安全性を検証するための臨床試験

脳神経内科 桑原　聡 jRCTs031180173 平成31年3月1日 研究終了

CRB0010-18
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

消化器内科 加藤直也 jRCTs031190103 令和1年9月25日

CRB0013-18
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

食道・胃腸外科 松原久裕 jRCTs031180382 平成31年3月19日 研究終了
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CRB0014-18

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

糖尿病・代謝・内分
泌内科

横手幸太郎 jRCTs031180210 平成31年3月7日 募集終了

CRB0017-18
抗アンドロゲン交替療法との併用における骨転移を
有する去勢抵抗性前立腺癌に対する初回治療とし
てのRa-223の有効性検討試験

泌尿器科 坂本信一 jRCTs031180442 平成31年3月28日 研究終了

CRB0018-18
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

血液内科 堺田惠美子 jRCTs031180336 平成31年3月18日 研究終了

CRB0019-18
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

血液内科 堺田惠美子 jRCTs031180421 平成31年3月25日

CRB0022-18
high-risk StageⅡ/StageⅢ大腸癌治癒切除例に対
する術後補助化学療法としてのUFT/LV療法と
TEGAFOX療法のランダム化第Ⅱ相試験

食道・胃腸外科 松原久裕 jRCTs031180381 平成31年3月19日 研究終了

CRB0012-18
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

婦人科 碓井宏和 jRCTs031180426 平成31年3月25日 研究終了

CRB0015-18
進行肝細胞癌患者を対象としたソラフェニブ減量後
再増量群と減量継続群の安全性および有効性を比
較する無作為化比較試験

消化器内科 加藤直也 jRCTs031180429 平成31年3月26日 研究終了

CRB0025-18
遅発性ジストニアに対するプラミペキソール徐放錠
の有効性に関する臨床試験

精神神経科 伊豫雅臣 jRCTs031180316 平成31年3月18日

CRB0016-18
局面型／腫瘤型（Ds/DS）の乳児血管腫に対するβ
ブロッカー塗布治療の効果と安全性について有効成
分の濃度差による比較試験

形成・美容外科 三川信之 jRCTs031180234 平成31年3月12日 研究終了

CRB0021-18

初回同種幹細胞移植後のAFO(Air Flow
Obstruction)発症患者を対象とした吸入ステロイド/
長時間作動型β2刺激剤・クラリスロマイシン・モンテ
ルカスト3剤併用療法による呼吸機能改善効果に係
る安全性・有効性検証試験

血液内科 堺田惠美子 jRCTs031180338 平成31年3月18日 募集終了

CRB0023-18
局所進行膵癌に対するDown staging化学療法として
のゲムシタビン/ナブパクリタキセル（GnP）併用療法
の有効性と安全性の検討(CAP-005)第II相試験

肝胆膵外科 大塚将之 jRCTs031180318 平成31年3月18日 募集終了

CRB0026-18

虚血性心疾患（疑いを含む）患者に対する負荷血流
シンチ検査におけるcardioREPO（カーディオレポ）の
性能評価に関する検討(診断研究 （被験者内比較研
究） )

循環器内科 宮内秀行 jRCTs032180340 平成31年3月18日

CRB0020-18
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

和漢診療科 並木隆雄 jRCT1031190210 令和2年2月13日

CRB0024-19

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）

認知行動療法
センター

清水栄司 jRCTs031190044 令和1年6月25日

CRB0030-19
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

消化器内科 加藤直也 jRCTs032190146 令和1年11月29日

CRB0032-19
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

リハビリテーション
科

村田　淳 jRCTs032190187 -2 令和2年1月15日

CRB0033-19
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

消化器内科 小笠原定久 jRCTs031190236 令和2年3月3日

CRB0036-19
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

呼吸器内科 坂尾誠一郎 jRCTs031200046 令和2年6月6日

CRB0034-19
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

婦人科 楯　真一 jRCTs031200007 令和2年4月10日 研究終了

CRB0035-19
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

心臓血管外科 乾　友彦 jRCTs032200032 令和2年5月13日 研究終了

CRB0038-20
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

子どものこころの
発達教育研究

センター
清水栄司 jRCTs032200213 令和2年11月24日 研究終了

CRB0039-20
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

消化器内科 中村昌人 jRCTs031200042 令和2年6月1日 研究終了
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CRB0040-20
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

和漢診療科 並木隆雄 jRCTs031200150 令和2年10月14日

CRB0041-20
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

呼吸器内科 坂尾誠一郎 jRCTs032200102 令和2年8月31日

CRB0042-20
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

脳神経外科 樋口佳則 jRCTs032200263 令和2年12月23日

CRB0043-20
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―

整形外科 江口　和 jRCTs031200282 令和3年1月4日 募集終了

CRB0044-20
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

呼吸器内科 坂尾誠一郎 jRCTs031200400 令和3年3月5日

CRB0045-20
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

消化器内科 松村倫明 jRCTs031200417 2021.R3.3月12日

CRB0047-20
胆道閉鎖症術後患者を対象としたベザフィブラート
療法の有効性と安全性を検討する単群試験

小児外科 照井慶太 jRCTs031210066 2021.R3.5月６日

CRB0048-21
化学療法誘発性末梢神経障害に関する多施設共同
前向き登録研究および介入研究

脳神経内科 桑原　聡 jRCTs031210101 令和3年5月20日 募集終了

CRB0049-21
抗VEGF治療効果が充分でない糖尿病黄斑浮腫に
対する硝子体手術を併用した抗VEGF治療の安全性
ならびに有効性についての前向き試験

眼科 馬場隆之 jRCTs031210235 -2 令和3年8月11日

CRB0051-21
チオトロピウム/オロダテロール配合剤を服用する慢
性閉塞性肺疾患（COPD）患者における低線量胸部
動態X線画像の有用性の検討

呼吸器内科 伊狩　潤 jRCTs032210543 令和4年1月11日

CRB0050-21

全身性自己免疫疾患対象副腎皮質ステロイド性骨
粗鬆症予防におけるビスフォスフォネート/活性型
VitD製剤併用に対するビスフォスフォネート単剤投
与の非劣性を検証するオープンラベル、多施設共
同、ランダム化比較試験

アレルギー・膠原病
内科

古田俊介 jRCT1031210596 令和4年2月5日

CRB0052-21

リウマチ性疾患に対しステロイド加療が開始された
患者を対象とした、低用量アトバコン製剤による
ニューモシスチス肺炎発症予防効果を検討するシン
グルアーム・第Ⅱ相試験

アレルギー・膠原病
内科

古田俊介 jRCTs031210557 令和4年1月18日

CRB0058-22
体重減少傾向のある間質性肺疾患に対しての経口
栄養剤補充の忍容性を評価する予備的研究

呼吸器内科 安部光洋 jRCTs031220119 令和4年6月7日

CRB0057-22
シェーグレン症候群合併ドライアイ患者におけるレバ
ミピド点眼の有用性に関するランダム化２群比較試
験

眼科 清水大輔 jRCT1031220298 令和4年8月27日
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