
実施医療機関 診療科等 氏名

CRB18-001 jRCTs031180030
血液透析患者におけるエポエチンβペゴルの投与頻度が腎性貧血

治療効率および鉄代謝に与える影響に関するランダム化比較研究
附属病院 血液浄化センター 戸谷　義幸

CRB18-002  jRCTs031180039
腹腔鏡下直腸癌手術後の縫合不全予防に対する近赤外光観察を用

いた腸管血流評価の有効性に関するランダム化比較試験
附属病院 消化器・肝移植外科 石部　敦士

CRB18-004 jRCTs031180044
既存の治療ではコントロール不良な下痢症状を有する患者に対す

る陰イオン交換樹脂を用いた新規治療法の検討
附属病院 肝胆膵消化器病教室 三澤　昇

CRB18-007 jRCTs031180094
ロイコトリエン受容体拮抗薬のヒト直腸Aberrant Crypt Fociに対

する影響の検討：非ランダム化非盲検化比較試験
附属病院 肝胆膵消化器病学 三澤 昇

CRB18-009 jRCTs031180052

疾患横断的診断法の開発における放射性リガンド［11C］K-2の

有効性をうつ病、双極性障害、統合失調症、依存症、ASD、てん

かん、FTD症例と健常人で比較検討するパイロット試験

附属病院 麻酔学／生理学 宮﨑　智之

CRB18-010 jRCTs031180070
放射性リガンド[11C]K-2を用いたてんかん患者におけるAMPA受

容体発現量測定を目的とした疫学的臨床試験
附属病院 麻酔学／生理学 宮﨑　智之

CRB18-012 jRCTs031180198
口腔がん患者を対象とする磁性造影剤と磁気プローブを用いたセ

ンチネルリンパ節生検の実施可能性の検討
附属病院

歯科・口腔外科・矯

正歯科
岩井　俊憲

CRB18-013 jRCTs031180159

糖尿病を合併した非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）患者に

おけるトホグリフロジンの肝脂肪化改善効果をピオグリタゾンと

比較する非盲検ランダム化探索的試験

附属病院 消化器内科(肝胆膵) 米田　正人

CRB18-014 jRCTs031180109

StageⅢ 大腸癌治癒切除例に対する術後SOX療法の投与量および

治療スケジュール最適化のための探索的ランダム化比較第Ⅱ相試

験

附属病院 消化器・肝移植外科 石部　敦士

CRB18-015 jRCTs032180100

正コレステロール血症を呈する従来治療抵抗性閉塞性動脈硬化症

に対するデキストラン硫酸カラムを用いたLDLアフェレシス療法

試験（LETS-PAD study)

附属病院 血液浄化センター 戸谷　義幸

CRB18-016 jRCTs031180220 リツキシマブによる難治性自己免疫性水疱症の治療について 附属病院 皮膚科 金岡　美和

CRB18-017 jRCTs031180253
アスピリンにメトホルミンを追加することによる直腸Aberrant 

Crypt Fociに対する影響の検討：二重盲検無作為化比較試験
附属病院 肝胆膵消化器病教室

日暮　琢磨

三澤　昇

CRB18-019 jRCTs032180273
人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金

（OXINIUM）の耐摩耗性に関する多施設共同研究
附属病院 整形外科 稲葉　裕

CRB18-020 jRCTs031180191
難治性てんかんに対する前側頭葉切除手術症例を対象とした放射

性リガンド［11C］K-2の有効性を検討する臨床試験
附属病院 麻酔科/生理学 宮﨑　智之

CRB18-021 jRCTs031180192
脳梗塞回復期患者のリハビリテーションによる機能回復過程にお

ける[11C]K-2の有効性の探索的臨床試験
附属病院 麻酔科/生理学 宮﨑　智之

CRB18-022 jRCTs031180133
ペニシリンアレルギー患者におけるP-CABを用いたヘリコバク

ター・ピロリ除菌治療の確立
附属病院 消化器内科学 須江　聡一郎

CRB18-024 jRCTs031180231

胃癌に対する胃全摘術後の末梢神経障害を伴う血清ビタミンB12

低下症例を対象に経口ビタミンB12製剤の有効性と安全性を検証

する多施設共同無作為化比較試験

附属病院 外科治療学 利野　靖

CRB18-025 jRCTs031180261

切除不能神経内分泌腫瘍に対する、カペシタビン(CAP)、テモゾ

ロマイド(TEM)併用化学療法(CAPTEM療法)の有用性に関する検

討

附属病院 臨床腫瘍科 市川　靖史

CRB18-026 jRCTs031180208
培養感受性検査に基づくヘリコバクターピロリ四次除菌治療の探

索的臨床研究
附属病院 消化器内科学 須江　聡一郎

CRB18-027 jRCTs031180209

若年者における「ボノプラザン・アモキシシリン7日・ボノプラ

ザン・メトロニダゾール・シタフロキサシン7日のsequential治

療」と「ボノプラザン・アモキシシリン・メトロニダゾール3剤7

日治療」のヘリコバクター・ピロリ除菌治療を比較するランダム

化比較試験

附属病院 消化器内科 須江　聡一郎

CRB18-028 jRCTs031180165
腎機能障害を有する局所進行子宮頸癌Ⅲ/ⅣA期症例に対するパク

リタキセル及びカルボプラチンを用いた同時化学放射線療法
附属病院 産婦人科 今井　雄一
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CRB18-029 jRCTs031190018
EGFR阻害薬による爪囲炎に対するβブロッカー点眼液のランダム

化比較 試験
附属病院 皮膚科 渡邊　友也

CRB18-030 jRCTs031190031

ボノプラザン、アモキシシリン、及びシタフロキサシン7日間で

のヘリコバクターピロリ救済治療の耐性情報別の除菌成功率の検

討

附属病院 消化器内科 須江　聡一郎

CRB18-031 jRCTs031190059
ERCP施行時の十二指腸蠕動抑制効果に対するリドカイン塩酸塩

ゼリー混和液散布の多施設共同ランダム化プラセボ対照比較試験
附属病院 消化器内科(肝胆膵) 細野　邦広

CRB19-001 jRCTs031190077

オシメルチニブを含むEGFR-TKI既治療EGFR遺伝子変異陽性肺癌

に対するアファチニブ+ベバシズマブ併用療法の有効性と安全性

を評価する第II相多施設共同非盲検単群試験 

(Yokohama City Respiratory Research Group; YCRG#18)

附属病院 呼吸器内科 小林　信明

CRB19-003 jRCTs031190151
精神病ハイリスク症例におけるその後の発病の有無とAMPA受容

体密度の関連：[11C]K-2を用いた縦断的PET研究
附属病院 麻酔科/生理学 宮﨑　智之

CRB19-004 jRCTs031190149
自閉症スペクトラム障害患者におけるAMPA受容体密度の検討：

[11C]K-2を用いた横断PET研究
附属病院 麻酔科/生理学 宮﨑　智之

CRB19-005 jRCTs031190150
うつ病および双極性障害患者におけるAMPA受容体密度の検討：

[11C]K-2を用いた横断PET研究
附属病院 麻酔科/生理学 宮﨑　智之

CRB19-006 jRCTs031190140
免疫抑制薬使用中の患者への弱毒生ワクチン接種についての前方

視的研究
附属病院 小児科 西村　謙一

CRB19-007 jRCTs031190175

機能性ディスペプシア（FD）患者に対するアコチアミドを対照と

したボノプラザンの有効性を検討するランダム化二重盲検並行群

間比較試験

附属病院 消化器内科 須江　聡一郎

CRB19-009 jRCTs031190238

NAFLD/NASH合併2型糖尿病患者に対するルセオグリフロジンの

シタグリプチンを対照とした長期比較試験-多施設共同、無作為

化、オープン試験-

附属病院
肝胆膵消化器病学/救

急科
小林　貴

CRB19-010 jRCTs031190197
統合失調症患者におけるAMPA受容体密度の検討：[11C]K-2を用

いた横断PET研究
附属病院 麻酔科/生理学 宮﨑　智之

CRB19-012 jRCTs031190262

認知症患者を対象とした[11C]K-2 PETイメージングで取得した

画像値Standard Uptake Value RatioとNon displaceable 

Binding Potentialの相関係数の推定精度を検証するための探索的

試験

附属病院
リハビリテーション

科
阿部 弘基

外18-001 jRCTs041180012
尋常性乾癬患者における光線療法単独に対するアプレミラストと

光線療法併用の有効性及び安全性の比較検討
附属病院 皮膚科 山口　由衣

外18-004 jRCTs031180001

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（OPTIWIT 

study）

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
吉見　竜介

外18-005 jRCTs051180239 
プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観的画像

診断・評価法の確立を目指す臨床研究
附属病院 小田原　俊成

外18-010 jRCTs071180014
パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのジスキネジア

発現に対する臨床研究（介入研究）：ODYSSEI
附属病院 神経内科・脳卒中科 上木　英人

外18-015 jRCTs031180135

JCOG1008:局所進行頭頸部扁平上皮癌術後の再発ハイリスク患者

に対する3-Weekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療

法とWeekly CDDPを同時併用する術後補助化学放射線療法に関

するランダム化第II/III相試験

附属病院 耳鼻咽喉科 折舘　伸彦

外18-021 jRCTs051180199
腹膜転移を有する膵がんに対するS-1+パクリタキセル経静脈・腹

腔内投与併用療法の無作為化比較第III相多施設共同臨床試験
附属病院 消化器・腫瘍外科学 遠藤　格

外18-023 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
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-025 jRCTs041180100 
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療

第Ⅱ相臨床試験　JALSG　APL212
附属病院

血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外18-027 jRCTs031180126
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
附属病院 整形外科

川端　佑介

竹山　昌伸
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外18-028 jRCTs061180044
重症薬疹に対するステロイドパルス療法の有用性に関する多施設

共同臨床研究
附属病院 皮膚科 相原　道子

外18-029 jRCTs031180072

難治性濾胞性リンパ腫に対するbendamustineを併用した前処置

による同種造血幹細胞移植療法の安全性の検討 (第1相試験)　　

KSGCT1301 (FL benda)

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外18-031 jRCTs031180331
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマブとニボルマ

ブ+ドセタキセルのランダム化比較第II/III相試験
附属病院 呼吸器内科 小林　信明

外18-032 jRCTs031180244 

ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣が

ん、卵管がん、 原発性腹膜がんにおける化学療法単剤に対する化

学療法＋ベバシズマブ併用の ランダム化第Ⅱ相比較試験

附属病院 産婦人科 ルイズ横田奈朋

外18-036 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）
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-037 jRCTs041180128

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 臨床試験)

附属病院 小児科 柴　徳生

外18-045 jRCTs031180124
婦人科悪性腫瘍患者の静脈血栓塞栓症に関する多施設共同前向き

登録研究および単群検証的臨床試験
附属病院 産婦人科 今井　雄一

外18-047 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

附属病院 外科 利野　靖

外18-048 jRCTs031180129

StageIII結腸癌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療法における5-FU系抗がん剤およ

びオキサリプラチン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（JFMC47-1202-C3: ACHIEVE Trial）

附属病院 外科 利野　靖

外18-054 jRCTs041190006
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（LCH-12）
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-055 jRCTs041180145
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（JPLSG ALL-T11）
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-056 jRCTs061180004
Paediatric Hepatic International Tumour Trial

小児肝癌に対する国際共同臨床試験　（JPLT4;PHITT）
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-059 jRCTs051180102

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(URiv0)

附属病院 泌尿器科 中井川　昇

外18-062 jRCTs041180105 化粧品等のアレルギー確認方法確立に関する研究 附属病院 皮膚科 相原　道子

外18-063 jRCTs041180089

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

実施計画書B-NHL-14

附属病院 小児科 柴　徳生

外18-064 jRCTs041180113

「FOLFOX plus panitumumabによる一次治療抵抗または不耐と

なったRAS wild-type、切除不能進行・再発大腸癌に対する２次

治療としてのFOLFIRI plus panitumumab療法の有効性に関する

多施設共同第II相試験―Liquid Biopsyによるバイオマーカー発現

の変化と抗腫瘍効果についての検討―」

附属病院 外科治療学 沼田　正勝

外18-065 jRCTs071180016
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチン　アルファ

に対する反応性に関する解析
附属病院

血液・リウマチ・感

染症内科
松本　憲二

外18-068 jRCTs041180095

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

附属病院
外科（消化器・腫瘍

外科学）
菅江　貞亨

外18-070 jRCTs011180012
抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたHLA適合ドナーからの同

種末梢血幹細胞移植の多施設共同第II相試験 - JSCT-ATG15 -
附属病院

血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀
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外18-073 jRCTs011180014

強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者

間HLA半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早期中

止の多施設共同第II相試験 -JSCT Haplo17 RIC-

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外18-074 jRCTs041180159
未治療CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する Dose-

adjusted EPOCH-R/HD-MTX療法の第II相試験 (PEARL5試験)
附属病院

血液・リウマチ・感

染症内科
松本　憲二

外18-077 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
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-078 jRCTs011180013

骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁

者間HLA半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早期

中止の多施設共同第II相試験 - JSCT Haplo17 MAC -

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外18-084 jRCTs051180233
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
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-088 jRCTs041180118

大腸癌に対するoxaliplatin併用の術後補助化学療法終了後6か月以

降再発例を対象としたoxaliplatin based regimenの有効性を検討

する第II相臨床試験

附属病院 外科治療学 沼田　正勝

外18-090 jRCTs031180223
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
附属病院 脳神経外科 山本　哲哉

外18-091 jRCTs031180003

JCOG1306：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

附属病院 整形外科
川端　佑介

竹山　昌伸

外18-093 jRCTs071180009
再発・転移頭頸部扁平上皮癌に対するmodified PFE療法と

modified TPEx療法を比較するランダム化第Ⅱ相多施設共同試験
附属病院 耳鼻咽喉科 折舘　伸彦

外18-095 jRCTs051180105

ヒスタミンH1受容体拮抗薬治療抵抗性慢性蕁麻疹患者におけるビ

ラスチンへの切り替え治療の有効性に関する多施設共同オープン

ラベルランダム化並行群間比較試験（H1-SWITCH）

附属病院 皮膚科 猪又　直子

外18-096 jRCTs031180423
ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学

療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験
附属病院 産婦人科 ルイズ横田奈朋

外18-097 jRCTs041180136

初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象

としたダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床

第Ⅱ相試験（JALSG Ph+ALL213）

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外18-098 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
附属病院 小児科 柴　徳生

外18-099 jRCTs031180256

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

附属病院 泌尿器科 林　成彦

外18-100 jRCTs031180252
高リスク前立腺癌に対する 小線源・外照射併用放射線療法におけ

る 補助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究
附属病院 泌尿器科 林　成彦

外18-101 jRCTs041190048
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
附属病院 小児科 柴　徳生

外19-004 jRCTs031180248
パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのレボドパ含有

製剤増量調整に関する研究（介入研究）
附属病院 神経内科 上木　英人

外19-005 jRCTs031180057
冠動脈病変合併川崎病患者に対するアトルバスタチンの安全性と

薬物動態を検討する多施設共同第I/IIa相試験
附属病院 小児科 伊藤　秀一

外19-008 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（AML-D16）
附属病院 小児科 柴　徳生

外19-009 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
附属病院 小児科 柴　徳生

外19-011 jRCTs071180069

NAFLD/NASH合併2型糖尿病における選択的SGLT2阻害剤イプラ

グリフロジンと従来治療との無作為化比較試験による臨床的有用

性の検討-多施設共同研究-

附属病院 肝胆膵消化器病学 今城　健人

外19-014 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）

附属病院 呼吸器内科 小林　信明



実施医療機関 診療科等 氏名
受付番号 ｊRCT番号 課題名

研究責任医師

外19-015

（非）
jRCT1011190007

シスプラチンを含む化学療法を施行される子宮がん患者の

嘔気・嘔吐に対する六君子湯の効果

—プラセボ対照無作為化二重盲検比較検証試験

附属病院 産婦人科 宮城　悦子

外19-016 jRCTs021180022

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 JESS14

附属病院 小児科 柴　徳生

外19-019 jRCTs051180146
高尿酸血症を合併した慢性腎臓病患者に対する

積極的尿酸降下療法の有効性を検証するランダム化比較試験
附属病院 腎臓・高血圧内科 岩野　剛久

外19-021 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）

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
松本　憲二

外19-022 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)

附属病院
血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外19-024 jRCTs031190152

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

附属病院 整形外科 竹山　昌伸

外19-028 jRCTs031190167

非小細胞肺癌におけるフルルビプロフェンアキセチル周術期投与

による術後再発予防効果を検証するための多施設共同ランダム化

第II相比較試験（FLAX試験）

附属病院 外科治療学 益田　宗孝

外19-032 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）
附属病院

血液・リウマチ・感

染症内科
萩原　真紀

外19-034 jRCTs041190120

SARS-CoV2感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果

の検討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検ランダム化割

り付け臨床試験

附属病院 感染制御部 加藤　英明


