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IBDセンター 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
潰瘍性大腸炎／ク

ローン病

中等症から重症の潰瘍性大腸炎又はクローン病を有する日本人患

者を対象としたベドリズマブ静注製剤の第3相試験
第Ⅲ相 国崎　玲子 登録中

2 短腸症候群

腸管不全を伴う短腸症候群（SBS IF ）を有する成人患者を対象と

したアプラグルチドの有効性及び安全性を評価する多施設共同、

二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験

第Ⅲ相 木村　英明 登録中

3 潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎患者を対象としたABT-494の第Ⅲ相継続

投与試験(M14-533)
第Ⅲ相 国崎　玲子 登録終了

4 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎患者を対象としたLY3074828の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 国崎　玲子 登録終了

5 クローン病

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

第Ⅱ/Ⅲ相 国崎　玲子 登録中

眼科 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
加齢黄斑変性及び

糖尿病黄斑浮腫
第I/II相臨床試験 第Ⅰ/Ⅱ相 門之園　一明 登録中

血液内科 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
血小板減少性紫斑

病

R788の慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした

第Ⅲ相臨床試験
第Ⅲ相 藤澤　信 登録終了

2
急性リンパ性白血

病

急性リンパ性白血病患者を対象としたブリナツモマブの第III相試

験
第Ⅲ相 宮崎　拓也 登録中

呼吸器病センター 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1 喘息

コントロール不良な喘息を有する成人及び青年患者を対象に、ブ

デソニド+グリコピロニウム+ホルモテロールフマル酸塩の固定用

量3剤配合剤の有効性及び安全性を評価する試験

第Ⅲ相 工藤　誠 登録中

2 喘息
好酸球性重症喘息患者を対象としたGSK3511294をメポリズマブ

又はベンラリズマブと比較評価する非劣性試験
第IIIA相 工藤　誠 登録中

3 喘息
好酸球性重症喘息患者を対象としたGSK3511294の有効性及び安

全性を評価するプラセボ対照試験
第IIIA相 工藤　誠 登録中

4 喘息

コントロール不良な喘息を有する成人及び青年患者を対象に、ブ

デソニド+ホルモテロールフマル酸塩水和物定量噴霧式吸入エア

ゾール剤の有効性及び安全性を評価する24週間の投与試験

（VATHOS)

第Ⅲ相 工藤　誠 登録中

5 喘息
206713試験又は213744試験の登録被験者を対象とした

GSK3511294の非盲検継続投与試験
第Ⅲ相 工藤　誠 登録中

耳鼻咽喉科 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
鼻茸を伴う好酸球

性副鼻腔炎
好酸球性副鼻腔炎患者を対象としたSB-240563の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 畠山　博充 登録終了



泌尿器・腎移植科 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1 前立腺癌 転移性前立腺癌患者を対象としたJNJ-56021927第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

2 前立腺癌 前立腺癌を対象とするエンザルタミドの第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

3 前立腺癌
転移性ホルモン感受性前立腺癌患者を対象としたODM-201のプラ

セボ対照第Ⅲ相試験（17777）
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

4 前立腺癌
前立腺癌患者を対象としたRO5532961（Ipatasertib）の第Ⅲ相試

験
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

5 前立腺癌

根治的前立線全摘徐術の候補である高リスクかつ限局性又は局所

進行性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Ⅲ相試験

第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

6 前立腺癌 去勢抵抗性前立腺癌を対象としたMK-3475(641)の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

7 前立腺癌
転移性去勢抵抗性前立腺癌患者を対象としたAZD2281の第Ⅲ相試

験（PROpel）
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

8 前立腺癌
転移性去勢抵抗性前立腺癌を対象としたTalazoparib(PF-

06944076)の第Ⅲ相試験
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

9 前立腺癌 去勢抵抗性前立腺癌を対象としたMK-3475(921)の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

10 前立腺癌 去勢抵抗性前立腺癌を対象としたMK-7339(010)の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

11 前立腺癌
転移性ホルモン感受性前立腺癌を対象としたMK-3475(991)の第

Ⅲ相試験
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

12 前立腺癌
転移性去勢抵抗性前立腺癌患者を対象としたニボルマブ又はプラ

セボとドセタキセルとの併用療法の第Ⅲ相試験(CA209-7DX)
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

13 前立腺癌 AMG160(20180101) 第Ⅰ相試験 第Ⅰ相 上村　博司 登録終了

14 前立腺癌
転移性ホルモン感受性前立腺癌を対象としたAZD5363の第Ⅲ相試

験
第Ⅲ相 上村　博司 登録中

15 前立腺癌 前立腺癌患者を対象としたカボザンチニブの第3 相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録中

16 前立腺癌 ダロルタミド ROS （20321) 第Ⅳ相試験 第Ⅳ相 上村　博司 登録終了

17 前立腺癌 去勢感受性前立腺癌患者を対象としたPF- 06944076の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録中

18 前立腺癌
転移性去勢抵抗性前立腺癌患者を対象としたLY2835219の第Ⅱ/Ⅲ

相試験
第Ⅱ/Ⅲ相 上村　博司 登録終了

19 前立腺癌
ハイリスクの転移性ホルモン感受性前立腺癌男性患者を対象とし

たLY2835219の第Ⅲ相試験
第Ⅲ相 上村　博司 登録中

20 前立腺癌 前立腺がんを対象としたAZD5363の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 上村　博司 登録中

21 尿路上皮癌

進行性尿路上皮癌及びFGF遺伝子異常を有する被験者を対象に

erdafitinibとvinflunine又はドセタキセル又はペムブロリズマブと

を比較する第Ⅲ相試験（42756493BLC3001）

第Ⅲ相 河原　崇司 登録中



22 尿路上皮癌
切除不能な局所進行又は転移性尿路上皮癌患者を対象とした第Ⅲ

相試験（D933SC00001）NILE
第Ⅲ相 上村　博司 登録終了

23 膀胱尿路上皮癌

膀胱全摘除術を受けていない筋層浸潤性膀胱尿路上皮癌（MIBC）

患者を対象として，TAR-200とCetrelimabを併用したときの有効

性を同時化学放射線療法と比較する第3相，多施設共同，ランダム

化試験

第Ⅲ相 河原　崇司 登録中

24 膀胱癌
筋層非浸潤性膀胱癌患者を対象とした第Ⅲ相試験

（D419JC00001）POTOMAC
第Ⅲ相 河原　崇司 登録終了

25 膀胱癌

膀胱全摘除術に不適格である，又は膀胱全摘除術を選択しなかっ

た，カルメット・ゲラン桿菌（BCG）膀胱内注入療法に不応性の

高リスク筋層非浸潤性膀胱癌（NMIBC）患者を対象として，

TAR-200とCetrelimabの併用，TAR-200単独，又はCetrelimab単

独の有効性及び安全性を評価する第2b相臨床試験

第Ⅱb相 河原　崇司 登録中

26 膀胱癌
シスプラチン適応の筋層浸潤性膀胱癌（MIBC）患者を対象とした

周術期のEVペムブロリズマブと術前補助化学療法の比較
第Ⅲ相 上村　博司 登録中

27 膀胱癌

高リスク筋層非浸潤性膀胱癌（NMIBC ）かつ FGFR 遺伝子変異

又は融合遺伝子を有し， Bacillus Calmette-Guérin (BCG ）療法

後に再発した被験者を対象としてerdafitinib と医師選択による化

学療法剤膀胱内注入療法を比較する第 2 相ランダム化試験

第Ⅱ相 河原　崇司 登録中

消化器病センター 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1 胃癌又は食道癌
既治療の進行性又は転移性の胃癌又は食道癌患者を対象としたア

ミバンタマブの非盲検第2相試験
第Ⅱ相 國崎　主税 登録中

2
胃癌又は

食道胃接合部癌
胃癌又は食道胃接合部癌患者を対象としたAMG 552第III相試験 第Ⅲ相 佐藤　渉 登録中

3 食道癌
食道癌患者を対象としたDurvalumab の第Ⅲ相試験

（D910SC00001） KUNLUN
第Ⅲ相 國崎　主税 登録中

4 食道癌
食道癌患者を対象としたRO7092284(Tiragolumab)及び

RO5541267(Atezolizumab)の第Ⅲ相試験（YO42137）
第Ⅲ相 國崎　主税 登録終了

5
食道癌・非小細胞

肺癌
第Ⅰ相試験 第Ⅰ相 國崎　主税 登録中

6 大腸癌

血中循環腫瘍DNA陽性の治癒切除後結腸・直腸がん患者を対象と

したFTD/TPI療法とプラセボとを比較する無作為化二重盲検第Ⅲ

相試験

第Ⅲ相 渡邉　純 登録中

7 大腸癌

ONO-4578 第Ⅰ相試験 治癒切除可能な局所進行直腸がんを対象

に、術前化学放射線療法後の逐次治療（術前補助療法）として

ONO-4578 を単剤投与及びONO-4578とONO-4538を併用投与す

る非盲検非対照試験

第Ⅰ相 渡邉　純 登録終了

8 肝細胞癌

慢性肝炎ウイルス感染、又は非感染の進行性肝細胞癌患者を対象

に、ニボルマブ又はニボルマブ及びイピリムマブを併用する第1/2

相用量漸増、オープンラベル、非比較試験、及び全身療法未実施

の進行性細胞癌患者を対象にニボルマブとソラフェニブを比較す

るランダム化、オープンラベル比較試験

第Ⅰ/Ⅱ相 沼田　和司 登録終了

9 肝細胞癌
切除不能肝細胞癌患者を対象としたデュルバルマブとトレメリム

マブの第Ⅲ相試験(HIMALAYA)
第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了

10 肝細胞癌 切除不能肝細胞がんを対象としたBGB-A317の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了

11 肝細胞癌
肝細胞癌を対象としたMK-7902（E7080）とMK-3475の第Ⅲ相試

験（MK-7902-002-00）
第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了



12 肝細胞癌 肝細胞がん患者を対象としたMK-3475（937）の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了

13 肝細胞癌 術後肝細胞癌患者を対象としたAtezolizumabの第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了

14 肝細胞癌
進行肝細胞癌患者を対象としたニボルマブとイピリムマブの併用

療法の第Ⅲ相試験
第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了

15 肝細胞癌
肝細胞癌の患者を対象としたMK-7902(E7080)とMK-3475の第Ⅲ

相試験(LEAP-012)
第Ⅲ相 沼田　和司 登録中

16 肝細胞癌

肝細胞癌患者を対象としたニボルマブ/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との併用療法の第Ⅲ相

試験（CA20974W）

第Ⅲ相 沼田　和司 登録終了

17 肝細胞癌
IO未治療の2nd-line HCCを対象としたrelatlimabとニボルマブ併

用第Ⅱ相試験（CA224073）
第Ⅱ相 沼田　和司 登録中

18 肝細胞癌
切除不能な肝細胞癌を対象としたAtezolizumabの第Ⅲ相試験

（ML42612）
第Ⅲ相 沼田　和司 登録中

19 肝細胞癌

アテゾリズマブ及びベバシズマブによる前治療歴のある肝細胞癌

においてレンバチニブ又はソラフェニブ単剤と比較したアテゾリ

ズマブ + レンバチニブ又はソラフェニブの第III 相，非盲検，ラン

ダム化試験

第Ⅲ相 沼田　和司 登録中

20 肝細胞癌
肝細胞がん患者を対象とした、Relatlimab、ニボルマブ及びベバ

シズマブの併用療法の第1/2相試験
第Ⅰ/Ⅱ相 沼田　和司 登録中

21 膵癌
膵癌患者を対象としたS-1併用化学放射線療法＋ニボルマブの第Ⅲ

相試験（医師主導治験）
第Ⅲ相 杉森　一哉 登録中

22
慢性B型肝炎ウイ

ルス感染

 HBeAg陽性の慢性B型肝炎ウイルス感染の未治療患者を対象に，

JNJ-73763989ペグインターフェロンα-2a核酸アナログ製剤レジ

メンの，JNJ-56136379の併用下又は非併用下での有効性，薬物動

態，安全性及び忍容性を評価する第2相，ランダム化，非盲検，多

施設共同試験

第Ⅱ相 中馬　誠 登録終了

小児総合医療センター 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
非典型的溶血性尿

毒症症候群

非典型溶血性尿毒症症候群を対象としたRO7112689 （クロバリマ

ブ）の第Ⅲ相試験
第Ⅲ相 内村　暢 登録中

2 2型糖尿病
小児2型糖尿病患者を対象としたTS-071（ルセオグリフロジン）

の第Ⅲ相試験
第Ⅲ相 志賀　健太郎 登録中

3 視神経髄膜炎
小児の視神経脊髄炎スペクトラム障害患者を対象としたエクリズ

マブ第Ⅱ/Ⅲ相試験
第Ⅱ/Ⅲ相 大山　宜孝 登録終了

4 視神経髄膜炎

小児及び青年の抗アクアポリン4（AQP4）抗体陽性の視神経脊髄

炎スペクトラム障害（NMOSD）患者を対象としたラブリズマブ

の有効性、薬物動態、薬力学及び安全性を評価する第II/III相、非

盲検、既存対照、単群、多施設共同試験

第Ⅱ/Ⅲ相 本井　宏尚 登録中

心血管センター 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1 冠動脈疾患 心血管疾患の既往を有する患者を対象としたTQJ230の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 松澤　泰志 登録終了

2 急性心筋梗塞 急性心筋梗塞患者を対象としたエンパグリフロジンの第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 日比　潔 登録中

3 急性冠症候群 ACS患者を対象としたCSL112の二重盲検第Ⅲ相臨床試験 第Ⅲ相 日比　潔 登録中

4 間欠性跛行 NS-304の後期第Ⅱ相試験 第Ⅲ相 日比　潔 登録中



精神医療センター 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1 せん妄
せん妄の発症リスクが高い日本人被験者を対象としたMK-4305

（スボレキサント）の第Ⅲ相試験
第Ⅲ相 古野　拓 登録中

神経内科 対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1 自己免疫性脳炎
ステロイドパルス療法で効果不十分な自己免疫性脳炎患者を対象

にNPB-01の有効性及び安全性を評価する第Ⅲ相比較試験
第Ⅲ相 上田　直久 登録中

総合周産期母子医療セ

ンター
対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
早発型重症妊娠高

血圧腎症

早発型重症妊娠高血圧腎症患者を対象としたKW-3357の第Ⅲ相試

験
第Ⅲ相 青木　茂 登録中

リウマチ膠原病セン

ター
対象疾患 試験名 Phase 責任医師 登録状況

1
全身エリテマトー

デス
全身性エリテマトーデス患者を対象としたBIIB059の第Ⅲ相試験 第Ⅲ相 大野　滋 登録中

2 関節リウマチ

従来型/生物学的DMARDの効果が不十分な中等度から重度の活動

性関節リウマチ患者を対象として、GSK3196165の有効性及び安

全性をプラセボ及びトファシチニブと比較する試験

第Ⅲ相 大野　滋 登録終了

3 関節リウマチ
関節リウマチ治療におけるGSK3196165の長期安全性及び有効性

を評価する試験
第Ⅲ相 大野　滋 登録終了


