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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20091127-3 NKTSG03-
EBV 

再発・難治 T 細胞リンパ腫に対する SMILE 療法における末

梢血中 EB ウイルス DNA 量の定量に関する研究 
悪性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000002749 

 

20100126-1 PTCL-RIST 
08 

再発および治療抵抗性末梢 T 細胞リンパ腫に対する減量強

度移植前治療を用いた同種造血幹細胞移植法の有効性に

関する検討 

悪性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000001485 http://www.jshct.co
m/study/study.shtml 

20110427-1 JSCT NHL10 高リスクびまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫に対する治療

早期の FDG-PET を用いた、rituximab 併用の大量化学療

法＋自家末梢血幹細胞移植、あるいは R-CHOP 療法への

層別化治療法の検討 

悪性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000004420 http://hp-
jsct.jp/index.html 

20110825-3 C-SHOT 1004 
(IVLBCL-P2) 

血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫（Intravascular large B-cell 
lymphoma ;IVLBCL) に対する R-CHOP + R-high-dose 
MTX 療法の第 II 相試験 

悪性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000005707 http://www.c-
shot.or.jp/study/ 

20120731-1 PEARL5 
study 

未治療 CD5 陽性びまん性大細胞型細胞性リンパ腫に対す

る Dose-adjusted EPOCH-R/HD-MTX 療法の第Ⅱ相試験 
悪性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000008507 

 

20141118-1 NKEA Project 新世代治療導入後の未治療 NK/T 細胞リンパ腫における治

療実態把握と予後予測モデル構築を目的とした国内および

東アジア多施設共同後方視的調査研究 

悪性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000015491 

 

20151130-3 JSCT ATG15 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相臨床試験 
急性白血病、骨

髄異形成症候

群、悪性リンパ腫 

腫瘍・血液内科 UMIN000018645 

 

20160930-5 JSCT-
Haplo16 RIC 

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 半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試験 
血液悪性疾患 腫瘍・血液内科 UMIN000020656 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003343&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005278&type=summary&language=J
http://hp-jsct.jp/index.html
http://hp-jsct.jp/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006733&type=summary&language=J
http://www.c-shot.or.jp/study/
http://www.c-shot.or.jp/study/
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000009998&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018002&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000021586&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023841
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20160930-6 JSCT-
Haplo16 MAC 

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 半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試験 
血液悪性疾患 腫瘍・血液内科 UMIN000020655 

 

20170428-1 JSCT-
Haplo17 MAC 

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 

血液悪性疾患 腫瘍・血液内科 UMIN000026001 

 

20170428-2 JSCT-
Haplo17 RIC 

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 

血液悪性疾患 腫瘍・血液内科 UMIN000026002 

 

20120827-2 URPBSCT 観

察研究 
本邦における非血縁者間末梢血幹細胞移植の移植成績に

関する観察研究 
血液疾患 腫瘍・血液内科 UMIN000005212 

 

20180918-2 
 

次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の

診断と治療に関する研究（PRCA-NGS2017） 
後天性赤芽球癆 腫瘍・血液内科 UMIN000033866 

 

20130529-1 JALSG 
MDS212 

高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投

与法に関する臨床第Ⅲ相試験―検体集積事業に基づく遺伝

子解析研究を含む― 

骨髄異形成症候

群 
腫瘍・血液内科 UMIN000009633 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20130917-1 
 

分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の前向き追跡調査

（多施設共同研究） 
膵癌 腫瘍・血液内科 UMIN000007349 

 

20150805-1 PARADIGM 
study 

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 

大腸癌 腫瘍・血液内科 UMIN000016776 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023840
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029892
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029893
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006193&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011034&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008448&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000019460&language=J
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20151125-1 Be TRI 試験 化学療法未治療の切除不能な進行・再発大腸癌に対する

FOLFOXIRI＋ベバシズマブ療法の第 II 相臨床試験 
大腸癌 腫瘍・血液内科 UMIN000017102 

 

20130722-2 
 

未治療高齢者多発性骨髄腫における治療法と予後の検討 多発性骨髄腫 腫瘍・血液内科 UMIN000010169 

 

20150817-3 JSCT-MM14 未治療多発性骨髄腫に対する治療強度を高めた寛解導入療

法、自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と

安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験 

多発性骨髄腫 腫瘍・血液内科 UMIN000016440 

 

20100226-3 JALSG 
AML209-GS 

染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼ

す影響に関する観察研究 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000003432 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20101118-2 CLLRSG-01 日本における CLL、HCL および類縁疾患の実態調査 白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000004915 

 

20120228-1 Stop Nilotinib 
trial <NILSt 
trial> 

イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝学的完全寛

解（Complete Molecular Response; CMR)に到達している

慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象としたニロチニブ投与

中止後の安全性と有効性を検討する多施設共同第 II 相臨床

試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000007141 

 

20120425-1 JALSG-ALL-
CS-12 

研究参加施設に新たに発生する全ての成人 ALL 症例を対

象とした 5 年生存率に関する前向き臨床観察研究 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000007653 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20120827-3 JALSG 
APL212G 

65 歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する ATO による地

固め療法 ―第 II 相臨床試験― 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000008471 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20120827-4 JALSG 
APL212 

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― 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000008470 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000019805
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011879&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000019093&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000004156&type=summary&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005819&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008409&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008921&type=summary&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000009629&type=summary&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000009626&type=summary&language=J
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20120910-1 Stop 
Dasatinib 
Study 
<STDAST> 

チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝学的完全寛解

(Complete Molecular Response;CMR)に到達している慢性

期慢性骨髄性白血病患者を対象としたダサチニブ投与中止

後の安全性と有効性を検討する臨床試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000008583 

 

20140129-1 JALSG 
Ph(-)B-
ALL213 

成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B 細胞性急性リ

ンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第 II 相臨床

試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000010619 http://www.jalsg.jp/c
linical-research 

20140129-2 JALSG 
Burkitt-
ALL213 

成人 Burkitt 白血病に対する多剤併用化学療法による第 II
相臨床試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000010641 http://www.jalsg.jp/c
linical-research 

20140129-3 JALSG T-
ALL213-O 

成人 precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤

併用化学療法による第 II 相臨床試験 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000010642 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20140129-4 JPLSG ALL-
T11 / JALSG 
T-ALL-211-U 
ALL-T11 

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 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000006851 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20141125-4 JALSG 
Ph+ALL213 

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 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000012173 http://www.jalsg.jp/c
linical-research 

20150227-10 JALSG RR-
ALL214 

再発および難治の成人急性リンパ性白血病に対するクロファ

ラビン、エトポシド、シクロホスファミド併用化学療法(CLEC 療

法)の第 I/II 相試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN000015373 
 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010082&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012415&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012446&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012447&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008098&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000014230&type=summary&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20111124-2 JALSG-CS-11 JALSG 参加施設に新たに発生する全 AML、全 MDS、全
CMML 症例を対象とした 5 年生存率に関する観察研究（前

向き臨床観察研究） 

白血病、骨髄異

形性症候群 
腫瘍・血液内科 UMIN000008371 http://www.jalsg.jp/c

linical-research 

20170331-4 FBMTG 
APL2017 

急性前骨髄球性白血病に対する治療プロトコール 白血病患者 腫瘍・血液内科 UMIN000025044 

 

20170227-4 JSCT MM16 未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療

法、自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と

安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験 

未治療多発性骨

髄腫 
腫瘍・血液内科 UMIN000024165 

 

20170726-1  W-JHS 
MM01 

移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド-デ
キサメタゾン(Rd)療法に効果不十分の症例に対しボルテゾミ

ブを追加するレスポンスガイドセラピーの有用性と安全性  

移植非適応初発

多発性骨髄腫患

者 

腫瘍・血液内科 UMIN000026498 

 

20170529-1 PRCA2016 後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調

査：特発性造血障害班赤芽球癆コホート調査 
後天性慢性赤芽

球癆 
腫瘍・血液内科 UMIN000024807 

 

20160428-3 Haplo for ATL 成人 T 細胞白血病リンパ腫に対する移植後シクロフォスファ

ミドを用いた HLA 半合致移植の安全性・有効性検討試験 
成人 T 細胞白血

病リンパ腫 
腫瘍・血液内科 UMIN000021783 

 

20151127-7 KHBO1401 切除不能胆道癌に対する GEM/CDDP/S-1 と GEM/CDDP 
を比較するランダム化第Ⅲ相試験 

切除不能胆道癌 腫瘍・血液内科 UMIN000014371 

 

20160428-4 W-JHS 
MDS01 

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 
低リスク骨髄異形

成症候群 
腫瘍・血液内科 UMIN000022185 

 

20170228-5 FBMTG 
MOG16 

初発未治療成人 T 細胞性白血病リンパ腫に対する CHOP 
療法と mogamulizumab の逐次併用に関する臨床試験 

ATL 患者 腫瘍・血液内科 UMIN000022819 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000009841&type=summary&language=J
http://www.jalsg.jp/clinical-research
http://www.jalsg.jp/clinical-research
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/index.cgi
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027823
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030430
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028548
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025124
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000016723
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025558
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/index.cgi
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20170920-3 REPTAT trial TP53 変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジン

と同種造血幹細胞移植の多施設共同非盲検無対照試験 
TP53 変異陽性

骨髄異形成症候

群 

腫瘍・血液内科 UMIN000027789 

 

20190214-2 JALSG CS-
17-Molecular 

急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケンスの実行

可能性に関する研究 
急性骨髄性白血

病 
腫瘍・血液内科 UMIN000035041 

 

20180420-7 PC(UR-M) 
GEM/nab-
PTX + MK615 

遠隔転移を有する切除不能再発膵がんに対するゲムシタビ

ン(GEM)/ナブパクリタキセル(nab-PTX)併用療法に対する

MK615 の上乗せによる安全性/忍容性および有用性の検討 
第Ⅰ/Ⅱ相試験 

膵がん 腫瘍・血液内科 登録予定 
 

20170919-3 FBMTG 
EMM17 

未治療高齢者多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解

導入療法、自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有

効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験 

多発性骨髄腫 腫瘍・血液内科 UMIN000028421 

 

20180518-1 
 

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾ

ミブとレナリドミド及びデキサメタゾン併用療法の多施設共同

前向き観察研究 

多発性骨髄腫 腫瘍・血液内科 UMIN000031216 

 

20180418-3 FOREST 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方

視的観察研究 
濾胞性リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN000032002 

 

20180718-2 JCOG0907 成人 T 細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植

療法を組み込んだ治療法に関する非ランダム化検証的試験 
20 歳以上 65 歳

以下の ATL 患者 
臨床研究センタ

ー 
UMIN000004147 

 

20180720-4 JCOG1411 未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマ

ブ療法早期介入に関するランダム化比較第 III 相試験 
濾胞性リンパ腫 臨床研究センタ

ー 
UMIN000025187 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031272
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032527
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035466
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036418
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000004838
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028684
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20181119-3 NEJ040 EGFR チロシンキナーゼ阻害薬と免疫チェックポイント阻害

薬の投与順・投与間隔と間質性肺疾患発症リスクの関連を

検討する多施設共同後ろ向き観察研究 

EGFR 遺伝子変

異陽性非小細胞

肺癌 

呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000034321 

 

20170730-1 SCRUM-
Japan 
Registry  

SCRUM-Japan 疾患レジストリを活用した新薬承認審査時と

治験対照群データ作成のための前向き多施設共同研究 
SCRUM-Japan
登録対象者 

呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000028058 

 

20160201-1 高齢 ED-
SCLC/CI vs. 
CE
（JCOG1201/T
ORG1528） 

高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポ

シド併用療法（CE 療法）とカルボプラチン+イリノテカン併用

療法（CI 療法）のランダム化比較第 II/III 相試験 

進展型小細胞肺

がん 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000012605 

 

20150227-1 NEJ022A EGFR 遺伝子変異陽性肺癌患者における MUC4 遺伝子多

型と EGFR-TKI による ILD 発症との相関性を検証するため

のコホート内ケースコントロールスタディ 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000015612 

 

20151019-3 NEJSG 021A 
study  

包括的遺伝子変異検査システム(MINtS)構築研究 肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000015665 

 

20160722-1 
 

特発性間質性肺炎を合併した進行扁平上皮肺癌に対するカ

ルボプラチン＋パクリタキセルの第Ⅱ相試験 
肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000018248 

 

20160722-2 
 

特発性間質性肺炎を合併した扁平上皮癌を除く進行非小細

胞肺癌に対するカルボプラチン＋パクリタキセル＋ペパシズ

マブの第Ⅱ相試験 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000018322 

 

20180111-1 LC-SCRUM-
Liquid 

Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによる multiplex
遺伝子解析の有効性に関する前向き観察研究 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000030496 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031326
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014466&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000018140
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000018203&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000021197
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034795
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20180402-1 AfaBev バイオ

マーカー 
活性型 EGFR 変異陽性非小細胞肺癌患者における一次療

法としてのアファチニブ＋ベバシズマブ併用療法の有効性お

よび耐性に関わるバイオマーカーの検討 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
登録予定 

 

20181018-4 J-TAIL 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズ

マブの多施設共同前向き観察研究 
肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000033133 

 

20170406-2 NCCH1603 既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボル

マブの単群検証的試験 
肺肉腫様癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000023433 

 

20170130-4 NEJ032B-AR 「EGFR チロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性の EGFR T790M
変異陽性、PS 不良のオシメルチニブの第Ⅱ相試験

（NEJ032B）」における血漿および組織中 EGFR 遺伝子変異

の発現状況の観察研究 

非小細胞肺がん 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000025718 

 

20111130-1 NEJ009 EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対

するゲフィチニブ単独療法とゲフィチニブ/カルボプラチン/ペメ

トレキセド併用療法との第 III 相比較試験 

非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000006340 

 

20130830-1 
 

上皮成長因子受容体(EGFR)遺伝子変異陽性の高齢者非小

細胞肺癌に対する Erlotinib の有効性と安全性の検討 
非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000012056 

 

20130930-4 
 

一次治療で BEV 併用療法を実施した IIIB/IV 期非扁平上皮

非小細胞肺癌に対する初回増悪後の BEV 継続投与の有用

性に関する第 II 相試験 

非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 

  

20130930-7 2nd line Nab-
PTX 

EGFR 遺伝子変異陰性の既治療非小細胞肺癌患者に対す

る Nab-Paclitaxel の第 II 相試験 
非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000018233 

 

20131011-1 JCOG1210 / 
WJOG7813L 

高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル

単剤療法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセ

ド維持療法のランダム化比較第 III 相試験 

非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000011460 http://www.jcog.jp/b

asic/clinicaltrial/inde
x.html 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000026982
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029592
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007519&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014095&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000021104&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013291&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20131018-1 LC-SCRUM-
Japan-NSCLC 

RET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床

病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き

観察研究 

非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000010234 

 

20150723-2 J-AXEL 既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルと

nab-パクリタキセルのランダム化比較第 III 相試験 
非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000017487 

 

20170726-2 
 

活性型 EGFR 遺伝子変異を有する進行・再発非小細胞肺癌

患者に対する一次治療としてのアファチニブ+ベバシズマブ併

用療法とアファチニブ単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験 

非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000027432 

 

20170812-1 IMMUNITY-
ONE study
（NEJ029B） 

PBMC immunological biomarker で判別した既治療進行期

非小細胞肺癌に対するニボルマブの第Ⅱ相試験 
既治療進行期非

小細胞肺癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000028468 

 

20170828-2 NJLCG1602/
NEJ031 

食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異なる用量のス

テロイド療法の有効性と安全性を検討する無作為化第Ⅱ相

試験 

進行肺がん 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000022448 

 

20180202-1 J-SONIC 特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラ

チン＋nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチ

ン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第 II 相試験 

特発性肺線維症

合併進行非小細

胞肺癌 

呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000026799 

 

20170830-5 
 

未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するペムブ

ロリズマブの単群検証的試験 
肺肉腫様癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000027629 

 

20151015-3 Rising-VTE 肺がん患者の血栓塞栓症発症率の観察研究ならびに静脈血

栓塞栓症に対する新規第 Xa 因子阻害薬エドキサバンの有

効性と安全性に関する検討 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000020194 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011979&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000020268&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031396
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032589
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025871
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030665
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031657
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000023322&language=J
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20151015-4 Rising-VTE 
PK study 

静脈血栓塞栓症合併肺がん患者における EGFR-TKI 併用

下での新規第 Xa 因子阻害薬エドキサバンの薬物動態に関

する検討 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000021160 

 

20170215-1 
 

肺癌に対する化学療法に伴う好中球減少と NAMPT 活性お

よび SIRT1 遺伝子発現に関する検討 
肺癌 呼吸器・化学療

法内科 

  

20170529-2 CS-Lung003 
STUDY 

肺癌診療の実態及び治療の有用性を明らかにするための前

向き観察研究 
肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000026696 

 

20160814-1 NEJ032B EGFR チロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性の EGFR T790M
変異陽性、PS 不良の非小細胞肺癌症例に対するオシメルチ

ニブの第Ⅱ相試験 

非小細胞肺がん 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000023823 

 

20161128-1 TAKUMI Trial 
（LOGIK1604/

NEJ032A） 

前治療の EGFR-TKI 後に進行した、T790M 陽性の局所進

行または転移性非扁平上皮非小細胞肺癌を対象としたオシ

メルチニブ単剤療法とオシメルチニブ／カルボプラチン／ペメ

トレキセド療法の無作為化非盲検 第Ⅱ相試験 

非小細胞肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN000024438 

 

20180120-2 MAPLE-PD 
trial 

浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術における

mesenteric approach vs. conventional approach の無作為

化比較第 III 相試験 

浸潤性膵管癌 肝・胆・膵外科 UMIN000029615 

 

20090908-2 
 

膵癌非切除例に対する Gemcitabine 同時併用放射線療法

と GEM/S-1 併用療法の第 I/II 相臨床試験 
膵癌 肝・胆・膵外科 

  

20090908-3 
 

膵癌切除例に対する術後 Gemcitabine 同時併用放射線療

法と GEM/S-1 併用療法の第 I/II 相臨床試験 
膵癌 肝・胆・膵外科  

 

20131118-1 
 

全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術における幽門形成術

の術後胃内容停滞に及ぼす影響について 
膵癌 肝・胆・膵外科  

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000024403&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030379
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000027447&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028092
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000033830
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20180518-2 
 

個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル検査研

究 
治癒切除不能ま

たは再発の病変

を有するがん患

者 

がんゲノム医療

センター 
UMIN000032166 

 

20180228-1 
 

肺癌に対するサルページ手術の有効性と安全性を検討する

多施設共同後ろ向き臨床研究 
肺癌 呼吸器外科 UMIN000028741 

 

20171218-1 
 

子宮癌におけるセンチネルリンパ節検出の研究 子宮癌 産科婦人科 
  

20170626-1 JGOG3023 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 

卵巣がん 産科婦人科 UMIN000017247 

 

20171027-1 
 

卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意

義を明らかにする前向き観察研究 
卵巣癌 産科婦人科 UMIN000026303 

 

20170318-1 
 

BRCA1/2 遺伝子変異陽性症例に対するリスク低減卵巣卵

管切除術 
卵巣がん未発症

患者 
産科婦人科 

  

20170822-2 JGOG1079 進行・再発子宮頸癌に対する 
Paclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab 併用療法の有効性に

関する第Ⅱ相試験 

進行・再発子宮

頸癌 
産科婦人科 UMIN000026063 

 

20131204-1 STAR 
ReGISTry 

ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治

療に関する研究 
GIST 消化器外科 UMIN000009531 

 

20160926-1 JCOG1509, 
NAGISA trial 

局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化

学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較

第 III 相試験 

胃がん 消化器外科 UMIN000024065 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036692
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032874
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000020011
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030208
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029934
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011187&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027564
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20120105-1 JCOG1001 深達度 SS/SE の切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に

関するランダム化比較第 III 相試験 
胃癌 消化器外科 UMIN000003688 http://www.jcog.jp/b

asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20120110-1 JCOG1104 病理学的 Stage II 胃癌に対する TS-1 術後補助化学療法

の期間短縮の意義を検討するランダム化比較第Ⅲ相試験 
胃癌 消化器外科 UMIN000007306 http://www.jcog.jp/b

asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20130520-1 JACCRO GC-
07 (START-2) 

Stage III の治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法として

の TS-1+Docetaxel 併用療法と TS-1 単独療法のランダム

化比較第 III 相試験 

胃癌 消化器外科 UMIN000010337 http://www.jaccro.co
m/experiment/index.
html 

20140714-2 JACCRO GC-
07 AR 

Stage III 治癒切除胃癌症例における TS-1 術後補助化学療

法の予後予測因子および副作用発現の危険因子についての

探索的研究 

胃癌 消化器外科 UMIN000011438 http://www.jaccro.co
m/experiment/index.
html 

20150527-1 JCOG1401 
(cSt-Ⅰ GC 
LATG PG 
sP3) 

臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術および腹腔鏡

下噴門側胃切除術の安全性に関する非ランダム化検証的試

験 

胃癌 消化器外科 UMIN000017155 http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20171025-1 RINDBeRG 
trial 

Ramucirumab 抵抗性進行胃癌に対する

ramucirumab+Irinotecan 併用療法のインターグループラン

ダム化第Ⅲ相試験 

胃癌 消化器外科 UMIN000023065 

 

20120803-1 
 

食道癌術後化学療法としての DCF 療法の忍容性の検討 食道癌 消化器外科 UMIN000009150 

 

20180409-1 MIRACLE 
study(JCOG1
314) 

切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-
FU）療法と bDCF（biweekly ドセタキセル+CF）療法のランダ

ム化第 III 相比較試験 

食道癌 消化器外科 UMIN000015107 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000004380&type=summary&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008210&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012099&language=J
http://www.jaccro.com/experiment/index.html
http://www.jaccro.com/experiment/index.html
http://www.jaccro.com/experiment/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013104&language=J
http://www.jaccro.com/experiment/index.html
http://www.jaccro.com/experiment/index.html
http://www.jaccro.com/experiment/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000019757&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/index.cgi
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000010727&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000017550
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20180409-2 MONET 
Trial(JCOG14
09) 

臨床病期 I/II/III 食道癌（T4 を除く）に対する胸腔鏡下手術と

開胸手術のランダム化比較第 III 相試験 
食道癌 消化器外科 UMIN000017628 

 

20180409-3 TRIANgLE(JC
OG1510) 

切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根治的化

学放射線療法と導入 Docetaxel+CDDP+5-FU 療法後の

Conversion Surgery を比較するランダム化第 III 相試験 

食道癌 消化器外科 UMIN000031165 

 

20150421-1 JCOG1213,T
OPIC-NEC 

消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌(NEC)
を対象としたエトポシド／シスプラチン(EP)療法とイリノテカン

／シスプラチン(IP)療法のランダム化比較試験 

神経内分泌癌 消化器外科 UMIN000014795 http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20150129-2 Nationwide 
NET registry 

膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉

皆登録研究 
神経内分泌腫瘍 消化器外科 UMIN000016380 

 

20160208-3 JCOG1310 側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化学

療法の意義に関するランダム化比較第 II/III 相試験 
進行直腸がん 消化器外科 UMIN000017603 

 

20180514-1 PLANET-PJ 
trial 

膵頭十二指腸切除術の膵空腸吻合におけるポリグリコール

酸シート被覆の有用性を検証する 日本-韓国 多施設無作為

化比較第Ⅲ相試験 

膵頭部領域疾患 消化器外科 UMIN000029647 

 

20160725-1 L-OHP アレル

ギー研究 
オキサリプラチン投与患者におけるアレルギーおよび末梢神

経障害発生予測因子に関する研究 
すべてのがん 消化器外科 

  

20120926-3 JFMC46-1201 再発危険因子を有する Stage II 大腸癌に対する UFT/LV 
療法の臨床的有用性に関する研究 

大腸癌 消化器外科 UMIN000007783 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000020026
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035272
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000017173&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018910&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000020353&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/index.cgi
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009171&language=J
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20121025-1 JCOG1007 治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関

するランダム化比較試験 
大腸癌 消化器外科 UMIN000008147 http://www.jcog.jp/b

asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20121121-1 JCOG1107 治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下

手術の有用性に関するランダム化比較第 III 相試験 
大腸癌 消化器外科 UMIN000009715 http://www.jcog.jp/b

asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20130129-1 JCOG0910 Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後補助化学療法として

の Capecitabine 療法と S-1 療法との ランダム化第 III 相
比較臨床試験 

大腸癌 消化器外科 UMIN000003272 http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20130522-1 JCOG1018 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関するラ

ンダム化比較第 III 相試験 
大腸癌 消化器外科 UMIN000008866 http://www.jcog.jp/b

asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20181009-2 
 

直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当性に関する観

察研究 
直腸がん 消化器外科 UMIN000016909 

 

20180531-2 DELIVER 
study 
(JACCRO 
GC-08) 

切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマー

カー探索を含めた観察研究(DELIVER 試験)：JACCRO GC-
08 

ニボルマブ単剤

療法を施行する

胃癌症例 

消化器外科 UMIN000030850 

 

20160516-2 
 

表在性食道新生物に対する内視鏡的食道粘膜下層剥離術

前後の食道運動機能の変化についての観察研究 
食道がん 消化器内科 UMIN000031914 

 

20160930-4 
 

内視鏡的食道粘膜下層剥離術後の食道壁伸展性の変化に

ついての研究 
食道がん 消化器内科 UMIN000032437 

 

20180122-1 WJOG9216G 切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対する

FOLFIRI+ramucirumab 療法と FOLFOXIRI+ramucirumab 
療法のランダム化第 II 相試験 

大腸がん 消化器内科 UMIN000026527 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009389&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000011318&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000003940&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035224
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036444
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036963
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030459
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20120110-2 JPLSG-CHM-
14 

日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）における小

児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究 
血液腫瘍 小児科 UMIN000016174 

 

20171019-2 AML-SCT15 第 1・第 2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフル

ダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前

処 置を用いた同種移植の安全性・有効性についての臨床試

験 

小児急性骨髄性

白血病 
小児科 UMIN000027821 

 

20120626-2 JPLSG LCH-
12 

小児ランゲルハンス組織球症（LCH）に対するリスク別臨床

試験 
小児血液腫瘍 小児科 UMIN000008067 http://jplsg.jp/menu6

_contents/index_me
nu_6.htm 

20171019-3 B-NHL-14 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 

小児高リスク成熟

B 細胞性腫瘍 
小児科 UMIN000021286 

 

20171019-4 HL-14 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 

小児ホジキンリン

パ腫 
小児科 UMIN000019093 

 

20160330-1 JNBSG JN-H-
15 

高リスク神経芽腫に対する ICE 療法を含む寛解導入療法と

BU+LPAM による大量化学療法を用いた遅延局所療法第

Ⅱ相臨床試験 

神経芽腫 小児科 UMIN000016848 

 

20160330-2 JNBSG JN-L-
16 

初診時血清診断による、神経芽腫の無治療経過観察研究 神経芽腫 小児科 UMIN000019894 

 

20110816-1 JPLSG CML-
08 

小児慢性期慢性骨髄性白血病（CML）に対する多施設共同

観察研究 
白血病 小児科 UMIN000002581 http://jplsg.jp/menu6

_contents/index_me
nu_6.htm 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000018774
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031865
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000009282&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000024554
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000022077
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000019561&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000022979
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003147&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20120629-2 JPLSG MLL-
10 

乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治

療の有効性に関する多施設共同研究第 II 相臨床試験 
白血病 小児科 UMIN000004801 http://jplsg.jp/menu6

_contents/index_me
nu_6.htm 

20121120-1 JPLSG ALL-
B12 

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 
白血病 小児科 UMIN000009339 http://jplsg.jp/menu6

_contents/index_me
nu_6.htm 

20131029-1 JPLSG ALL-
Ph13 

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)に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の

第 II 相臨床試験 

白血病 小児科 UMIN000011946 http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20150116-1 AML-12 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 

白血病 小児科 UMIN000013288 

 

20150116-2 AML-P13 小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第 II 相臨

床試験 
白血病 小児科 UMIN000015348 

 

20171019-1 ALB-NHL-14 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 
リンパ芽球型リン

パ腫 
小児科 UMIN000018780 

 

20170901-1 JRS-ll HR 横紋筋肉腫高リスク群患者に対する VI（ビンクリスチン、イリ

ノテカン）/VPC（ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファ

ミド）/IE(イホスファミド、エトポシド)/VAC（ビンクリスチン、アク

チノマイシン D、シクロホスファミド）療法の有効性及び安全性

の評価第 II 相臨床試験 

横紋筋肉腫 小児科 UIMIN000025473 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005714&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010967&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013952&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000015214
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&language=J&recptno=R000017854
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000021371
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028899
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20170901-2 JRS-ll IR 横紋筋肉腫中間リスク群患者に対する VAC2.2（ビンクリスチ

ン、アクチノマイシン D、シクロホスファミド 2.2 g/m2 ）/ VI（ビ
ンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全性の評価

第 II 相臨床試験 

横紋筋肉腫 小児科 UMIN000023956 

 

20180720-3 HORIZON 
study 

高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療

に関する多施設共同後方視的観察研究 
高齢者古典的ホ

ジキンリンパ腫 
先端がん治療

センター 
UMIN000033264 

 

20180517-1 MG-Control 
study 

原発性悪性脳腫瘍患者に対する標準治療成績を調査するコ

ホート研究 
悪性脳腫瘍 脳神経外科 UMIN000030170 

 

20180120-3 
 

骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共

同前向き観察研究 
去勢抵抗性前立

腺癌 
泌尿器科 UMIN000029509 

 

20161012-1 JCOG1403, 
UTUC THP 
Phase III  

上部尿路癌術後の膀胱内再発予防における術直後単回ピラ

ルビシン膀胱内注入療法のランダム化比較第 III 相試験 
上部尿路癌 泌尿器科 UMIN000024267 

 

20100924-4 TRIP STUDY 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 
前立腺癌 泌尿器科 UMIN000003992 

 

20111006-1 JCOG1019 High grade T1 膀胱癌の second TUR 後 T0 患者に対する

BCG 膀胱内注入療法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ

相試験 

膀胱癌 泌尿器科 UMIN000006390 http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20161025-3 皮膚付属器悪

性腫瘍予後調

査 

社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚付属器悪性腫瘍予後

調査実施要項 
皮膚付属器悪性

腫瘍 
皮膚科 JMA-IIA00263 

 

20140529-3 
 

治療抵抗性再発子宮頸癌に対するベバシズマブ療法 子宮頸癌 婦人科 
  

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027581
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000037927
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/index.cgi
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000033636
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027573
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000004807&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007297&type=summary&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
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管理番号 略称 試験名  対象疾患 診療科 研究概要 関連情報 

20160315-1 
 

内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術 子宮頸癌 婦人科 UMIN000022278 

 

20120731-3 JGOG3020 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 
卵巣癌 婦人科 UMIN000008481 http://www.jgog.gr.j

p/ 

20171030-1 
 

経尿道的膀胱腫瘍切除術における超音波ガイド下閉鎖神経

ブロック近位法の内転筋群収縮反射抑制効果に関する観察

研究 

経尿道的膀胱腫

瘍 
麻酔科 UMIN000030931 

 

20161020-1 
 

唾液腺癌に対する TS-1 補助化学療法の有効性に関する研

究 
唾液腺癌 歯科口腔外科 UMIN000014070 

 

20161011-1 NB with SCI 脊柱管浸潤（SCI）を呈する神経芽腫患者の前方視的研究 神経芽腫 小児科 NCT02559804 

 

20171020-4 JRS-II LRA 横紋筋肉腫低リスク A 群患者に対する VAC1.2（ビンクリス

チン、アクチノマイシン D、シクロホスファミド 1.2 g/m2）/ VA
療法の有効性及び安全性の評価第 II 相臨床試験 

横紋筋肉腫低リ

スク A 群患者 
小児科 UMIN000020891 

 

20171020-5 JRS-II LRB 横紋筋肉腫低リスク B 群患者に対する VAC1.2（ビンクリス

チン、アクチノマイシン D、シクロホスファミド 1.2 g/m2 ）/ VI
（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全性の評

価 

横紋筋肉腫低リ

スク B 群患者 
小児科 UMIN000017004 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000025670
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000009225&type=summary&language=J
http://www.jgog.gr.jp/
http://www.jgog.gr.jp/
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034641
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000016379
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02559804?term=NCT02559804&rank=1
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000024102
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000019647
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20100326-5 West-

JHOG 
PTCL-
0707 

未治療進行期末梢性 T 細胞性リンパ腫

(PTCL)に対する dose-adjusted 
EPOCH 療法の第 II 相臨床試験 

悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00000

0829 

 
http://westjhog.umin
.jp/rinshoshokai.htm
l 

20100628-1 
 

外来で Rituximab®-CHOP 療法を施行

する際、Rituximab を CHOP と同時に投

与することが可能であるかを検証する臨

床試験 

悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科   

 

20080225-4 JALSG 
APL204 

成人急性前骨髄球性白血病に対する臨

床第 III 相試験 
白血病 腫瘍・血液内科 C00000015

4 

 
http://www.jalsg.jp/cl
inical-research 

20091021-1 
 

イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性期

慢性骨髄性白血病に対するダサチニブ

の第 II 相臨床試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN00000
2779 

  

20100924-2 JSCT 
FB10 
PB/BM 

高齢者造血器疾患に対するリン酸フルダ

ラビンと静注ブスルファンによる移植前治

療を用いた同種骨髄・末梢血幹細胞移植

の有効性の検討 

白血病、骨

髄異形成症

候群 

腫瘍・血液内科 UMIN00000
4213 

 
http://hp-
jsct.jp/index.html 

20091127-2 NKTSG0
3 

再発・難治 T 細胞リンパ腫に対する

SMILE 療法の第 II 相試験 
悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00000

2747 

「Phase II study of SMILE 
chemotherapy for 
relapsed/refractory peripheral T-
cell lymphoma.」13th International 
Conference on Malignant 
Lymphoma.  2015 Jun. 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000996&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000996&type=summary&language=J
http://westjhog.umin.jp/rinshoshokai.html
http://westjhog.umin.jp/rinshoshokai.html
http://westjhog.umin.jp/rinshoshokai.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000225&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000225&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003126&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003126&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003342&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003342&type=summary&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20091127-4 C-SHOT 

0802 
リツキシマブ＋ステロイド併用悪性リンパ

腫治療中の B 型肝炎ウイルス再活性化

への対策に関する多施設共同臨床研究 

～HBV-DNA モニタリング～ 

悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00000

1299 

Kusumoto S, Tanaka Y, Suzuki R, 
et al. Prospective Nationwide 
Observational Study of Hepatitis B 
Virus (HBV) DNA Monitoring and 
Preemptive Antiviral Therapy for 
HBV Reactivation in Patients with 
B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma 
Following Rituximab Containing 
Chemotherapy: Results of Interim 
Analysis. 54th ASH Annual 
Meeting. Dec, 9, 2012. 

http://www.c-
shot.or.jp/study/ 

20120731-7 
 

悪性リンパ腫に対する高度催吐性化学

療法施行時の悪心・嘔吐に対するパロノ

セトロンの効果と安全性の検討 

悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00000

8966 

「A prospective study of 
palonosetron for prevention of 
chemotherapy-induced nausea 
and vomiting in malignant 
lymphoma patients following 
highly emetogenic chemotherapy」
Int J Clin Oncol. ;23(1):189-194. 
2018 Feb. 

 

20140130-3 W-JHS 
NHL01 
study 

初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対する

Bendamustine＋Rituximab 療法終了後

の FDG-PET/CT を用いた研究 

悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00001

3756 

    

20141225-2 ATL 
decision 
analysis 
2014 

成人 T 細胞白血病リンパ腫に対する至

適移植時期を推定する為の臨床決断分

析 

悪性リンパ

腫 
腫瘍・血液内科 

 
時期未定：日本血液学会 

 

20130625-1 CEDMIC 
trial 

持続する発熱性好中球減少症に対する

従来型の経験的抗真菌治療と D-index
に基づく早期抗真菌治療の無作為割り付

け比較試験 

血液腫瘍 腫瘍・血液内科 UMIN00001
0411 

  

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000001562&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000001562&type=summary&language=J
http://www.c-shot.or.jp/study/
http://www.c-shot.or.jp/study/
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000010492&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000010492&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000016055&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000016055&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012176&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012176&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20060703-1 

 
Febrile Neutorpenia のガイドラインにつ

いての実証的研究 IV  
-Low Risk に対する経口抗菌薬（レボフ

ロキサシン）と注射用抗菌薬（塩酸セフェ

ピム）の臨床比較試験 

-High Risk に於ける検討 

固形癌、悪

性リンパ腫、

多発性骨髄

腫 

腫瘍・血液内科 
 

Nakagawa Y, Suzuki K, Ohta K, et 
al. Prospective randomized study 
of cefepime, panipenem, or 
meropenem monotherapy for 
patients with hematological 
disorders and febrile neutropenia. 
Journal of Infection and 
Chemotherapy  
February 2013, Volume 19, Issue 
1, pp 103-111. 

 

20091224-1 SHE-
HOT2007
-10 

高齢者骨髄性悪性腫瘍に対する移植前

処置 Fludarabine 150mg/m2＋

ivBusulfan 0.8mg/kg×16 の臨床有用性

の検討 

骨髄性悪性

疾患 
腫瘍・血液内科 

   

20100428-2   切除不能・再発小腸癌に対するオキサリ

プラチン併用フルロウラシル持続静注／

アイソボリン療法(mFOLFOX6)に関する

第二相試験 

小腸癌 腫瘍・血液内科 UMIN00000
2797 

    

20161017-1 ゲムシタ

ビン＋

MK615 

切断不能進行膵癌に対するゲムシタビン

+MK615 併用療法 
膵癌 腫瘍・血液内科 UMIN00002

5844 

  

20170111-1 FOLFILIN
OX-PEG 

膵がん患者における多剤併用療法

（FOLFIRINOX 療法および

mFOLFIRINOX）による発熱性好中球減

少症ならびに感染症の発症抑制に対す

る持続型 G-CSF の有効性についての後

方視的検討 

膵がん患者 腫瘍・血液内科 
   

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003397&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000003397&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029709
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029709
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20141128-1 

 
臍帯血移植レシピエントにおける HHV-6
脳炎の予防を目的としたホスカルネット

90mg/kg/日投与 

造血器悪性

腫瘍 
腫瘍・血液内科 UMIN00001

4073 

「Effects of Prophylactic Foscarnet 
on Human Herpesvirus-6 
Reactivation and Encephalitis in 
Cord Blood Transplant 
Recipients: A Prospective 
Multicenter Trial with an Historical 
Control Group」Biology of Blood 
and Marrow Transplantation  
2018.28 

 

20150805-2 Explorato
ry 
analysis 
of 
biomarke
rs in 
PARADI
GM study 

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

験における治療感受性、予後予測因子

の探索的研究 

大腸癌 腫瘍・血液内科 UMIN00001
6782 

  

20120327-1 JSCT 
MM12 

未治療症候性多発性骨髄腫に対する新

規薬剤を用いた寛解導入療法、自家末

梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有

効性と安全性を確認する第 II 相臨床研

究 

多発性骨髄

腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00000

7216 

「未治療多発性骨髄腫に対する新規

薬剤を用いた寛解導入療法、自家末

梢血幹細胞移植、字固め維持療法

の有効性と安全性を確認する第 2
相臨床研究（JSCT-MM12）：最終解

析」第 38 回日本造血細胞移植学会

総会 2017 Mar. 

http://hp-
jsct.jp/index.html 

20110228-4   非切除肝門部悪性胆道閉塞に対するメタ

リックステントの留置方法を比較検討する

多施設共同無作為化比較試験 

胆道癌 腫瘍・血液内科 UMIN00000
5182 

    

20110131-2 
 

頭頸部領域悪性固形腫瘍に対するペプ

チド癌ワクチン療法 
頭頸部癌 腫瘍・血液内科 UMIN00000

1906 

  

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000015907&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000015907&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000019475&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000019475&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008493&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008493&type=summary&language=J
http://hp-jsct.jp/index.html
http://hp-jsct.jp/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006146&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006146&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000002317&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000002317&type=summary&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20150529-1 HCT 

survivor 
同種造血幹細胞移植サバイバーにおけ

る精神的苦痛の実態と、その心理社会的

規定因子に関する検討 

同種造血幹

細胞移植 
腫瘍・血液内科 UMIN00001

7498 

    

20160331-1 PCV13 同種造血細胞移植後患者における 13 価

肺炎球菌コンジュゲートワクチン複数回

接種の有効性および安全性の評価 

同種造血細

胞移植後 
腫瘍・血液内科 UMIN00001

0576 

  

20080828-1 
 

脳悪性リンパ腫に対するテモゾロミドの救

援療法 
脳悪性リン

パ腫 
腫瘍・血液内科 

   

20110825-1 
 

初発慢性期慢性骨髄性白血病に対する

ダサチニブの第 II 相臨床試験 
白血病 腫瘍・血液内科 UMIN00000

6346 

  

20120228-2 Switch to 
Nilotinib 
trial 
<NILSw 
trial> 

イマチニブ治療により分子遺伝学的大寛

解（Major Molecular Response; MMR)
に到達している慢性期慢性骨髄性白血

病患者を対象としたニロチニブの安全性

と有効性を検討する多施設共同第 II 相
臨床試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN00000
7140 

  

20121225-1 
 

慢性骨髄単球性白血病(CMML)に対す

るアザシチジンの有効性と予後因子の調

査研究 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN00001
0846 

  

20140129-5 JALSG-
STIM213 

イマチニブで分子遺伝学的完全寛解を 2
年間以上維持した慢性期の慢性骨髄性

白血病症例に対する薬剤中止試験 

白血病 腫瘍・血液内科 UMIN00001
1971 

「Deeper molecular response is a 
predictive factor for treatment-free 
remission after imatinib 
discontinuation in patients with 
chronic phase chronic myeloid 
leukemia: the JALSG-STIM213 
study」Springer Int J Hematol. 
2018;107(2):185-193. 2018 Feb. 

http://www.jalsg.jp/cl
inical-research 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000020281&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000020281&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000012361
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000012361
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007485&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007485&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008476&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008476&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009817&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009817&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000013982&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20141224-2 JSSCT 

ATLL12 
同種造血幹細胞移植後に再発・再燃した

成人 T 細胞性白血病/リンパ腫患者の治

療法および予後に関する前向き観察研

究 

白血病、悪

性リンパ腫 
腫瘍・血液内科 UMIN00000

9251 

「Mogamulizumab use after 
allogeneic stem cell 
transplantation; Prospective 
observational study」第 78 回日本

血液学会学術集会 2016 Oct. 

http://hp-
jsct.jp/index.html 

20130612-3 JSCT 
FB13 CB 

高齢者骨髄性悪性疾患に対する G-CSF
併用 cytarabine とリン酸フルダラビン、

静注ブスルファンによる移植前治療を用

いた同種骨髄・末梢血幹細胞移植の安

全性と有効性の検討 

白血病、骨

髄異形成症

候群 

腫瘍・血液内科 UMIN00001
0698 

「Prospective multicenter phaseⅡ
study of myeloablative 
conditioning of iv busulfan, 
fludarabine +/- total body 
irradiation intensified by G-CSF-
priming and cytarabine for myeloid 
malignancies in older patients (55 
years and older): Final analysis of 
the JSCT FB13 study」BMT 
Tandem Meetings2018 Feb. 

http://hp-
jsct.jp/index.html 

20130128-1 
 

本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存

成人患者における Quality of Life に関す

る調査研究 

同種造血幹

細胞移植患

者 

腫瘍・血液内科 UMIN00000
9545 

「Patient-Reporterd Quality of Life 
after Allogeneic Hematoietic Cell 
Transplantation According to 
Types and Severity of Chronic 
Gvhd.」 Blood 2016 128:1240 
2016 年 12 月 

 

20050608-1 
 

難治性悪性黒色腫患者に対するサリドマ

イド療法 
悪性黒色腫 腫瘍・血液内科   

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000010865&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000010865&type=summary&language=J
http://hp-jsct.jp/index.html
http://hp-jsct.jp/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012504&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000012504&language=J
http://hp-jsct.jp/index.html
http://hp-jsct.jp/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010960&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010960&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20061222-1 

 
Febrile Neutropenia(FN)におけるボリコ

ナゾール（ブイフェンドＲ）の臨床的有用

性研究 

血液腫瘍 腫瘍・血液内科 
 

公表時期：2013 年 6 月 

公表先： J Infect Chemother 
公表タイトル：Empirical 
voriconazole therapy for febrile 
neutropenic patients with 
hematological disorders: a 
prospective multicenter trial in 
Japan 

 

20051221-1 
 

難治性造血器疾患患者に対する非血縁

者間臍帯血移植療法 
特発性造血

不全症、造

血器悪性腫

瘍 

腫瘍・血液内科   
 

20060602-1 
 

造血幹細胞移植患者に於ける「ネオパレ

ン」の有用性・安全性に関する検討 
造血幹細胞

移植患者 
腫瘍・血液内科   

 

20030217-2 
 

サリドマイドによる多発性骨髄腫の治療

に関する臨床研究 

 
腫瘍・血液内科 

   

20160831-4 COPEAR
L5 

アグレッシブリンパ腫に対する DA-
EPOCH±R 療法の後方視研究 

リンパ腫 腫瘍・血液内科 UMIN00002
5698 

    

20141225-1 NEJ023 胸腺癌に対する化学療法の実態・有効性

についての観察研究 
胸腺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00001
5649 

 
 

20100630-2 
 

高度・中等度催吐性化学療法に伴う遅発

性悪心、嘔吐に対するパロノセトロンとグ

ラニセトロンの有効性比較試験～MAT を

用いた評価および化学伝達物質血中濃

度の検討～ 

すべてのが

ん 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
5268 

2013 年 8 月 第 11 回日本臨床腫

瘍学会学術集会 

 

20090227-6 
 

高齢者肺癌の化学療法における QOL に

関する調査 
肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
5267 

 
 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029553
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029553
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018193&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000018193&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006265&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006265&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006264&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006264&type=summary&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20110228-1   腎機能低下時における TS-１療法の血中

FT、5FU、CDHP 濃度の薬物動態研究 
肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
3959 

    

20130221-1 
 

ALK 融合遺伝子陽性肺がん患者に対す

るクリゾチニブの薬物動態および毒性と

遺伝子多型の多施設共同研究 

肺癌 呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
9846 

ASCO2014 
 

20090423-1 
 

非小細胞肺癌患者における上皮増殖因

子受容体（EGFR)チロシンキナーゼ阻害

薬エルロチニブの薬物動態変動ならびに

毒性との相関解析試験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
 Hamada A, Sasaki J, Saeki S, 

Tsubata Y, et al: Association of 
ABCB1 polymorphisms with 
erlotinib pharmacokinetics and 
toxicity in Japanese patients with 
non-small-cell lung cancer. 
Pharmacogenomics: 13:615-24, 
2012. 

 

20091002-2 
 

高齢者非小細胞肺癌患者に対するカル

ボプラチン＋パクリタキセル bi-weekly 
療法の第 I 相臨床試験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
5263 

Tsubata Y,Okimoto T, Miura K, et 
al: Phase I Clinical and 
Pharmacokinetic Study of Bi-
weekly Carboplatin/Paclitaxel 
Chemotherapy in Elderly Patients 
with Advanced Non-small Cell 
Lung Cancer: Anticancer Res 
2013; 33: 261-266 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000004767&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000004767&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010758&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000010758&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006259&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006259&type=summary&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20100531-2 NEJ005 / 

TCOG09
02 

EGFR 変異陽性である未治療進行期非

小細胞肺癌（非扁平上皮癌）のゲフィチニ

ブ／化学療法併用におけるゲフィチニブ

連日投与法と交代投与法の比較第 II 相
試験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
2789 

ASCO 2014; Oizumi, et.al, 
Randomized phase II study of 
concurent gefitinib and 
chemotherapy versus alternate 
gifitinib and chemotherapy in 
previously untreated non-small cell 
lung cancer (NSCLC) with 
sensitive EGFR mutations: 
NEJ005/TCOG0902 

 

20100730-5 
 

再発肺癌に対する CPT-11（塩酸イリノテ

カン）＋エルロチニブ（タルセバ錠）による

併用第 I 相/II 相および薬物動態学的臨

床試験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
4639 

  

20110630-6 
 

扁平上皮癌を除く高齢者非小細胞肺癌

患者に対するカルボプラチン / パクリタ

キセル bi-weekly＋ベバシズマブ併用療

法（CBDCA / PTX bi-weekly＋Beva）第
II 相臨床試験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
6525 

  

20120830-4 
 

非小細胞肺癌腫瘍組織における EGFR-
TKI の分子イメージングに関する基礎的

検討 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
9745 

2013 年 8 月 第 11 回日本臨床腫

瘍学会学術集会 

 

20121031-1 WJOG56
10L 
COMPAS
S study 

上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon 
19 deletion または Exon 21 point 
mutation）がない、または不明である非

扁平上皮非小細胞肺がんに対するカル

ボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマ

ブ併用療法施行後、維持療法として、ペメ

トレキセド+ベバシズマブ併用療法をベバ

シズマブ単剤と比較する第 III 相臨床試

験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00000
4194 

  http://www.wjog.org/
study-list.php 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005529&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005529&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000011420&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000011420&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005040&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000005040&language=J
http://www.wjog.org/study-list.php
http://www.wjog.org/study-list.php
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20130228-3 

 
EML4-ALK 融合遺伝子を有する非小細

胞肺癌患者におけるクリゾチニブ服用中

の血中・髄液中濃度に関する検討 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00001
5840 

  

20140131-1 TORG13
23 

高齢者（75 歳以上）進行再発非扁平上

皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル＋

ベバシズマブ療法とペメトレキセド＋ベバ

シズマブ療法の無作為化第 II 相試験 

非小細胞肺

癌 
呼吸器・化学療

法内科 
UMIN00001
2786 

  

20131023-1 
 

上部消化管通過障害を有する切除不能

膵頭部領域悪性腫瘍に対する腹腔鏡下

胃・空腸バイパス術における胃腸吻合部

至適部位の検討（胃後壁－空腸吻合 vs
胃前壁－空腸吻合） 

膵癌 肝・胆・膵外科 
   

20090630-4 
 

膵腫瘍に対する腹腔鏡補助下膵切除術 膵腫瘍 肝・胆・膵外科   
 

20120824-2 
 

胆膵腫瘍組織を用いた遺伝子学的研究

のための試料保存 
胆道癌、膵

癌 
肝・胆・膵外科   

 

20121130-4 
 

角結膜悪性腫瘍および前癌病変に対す

るマイトマイシンＣ点眼療法の検討 
眼腫瘍 眼科 

 
「切らずに治す眼腫瘍 ～主役に迫

る補助療法～」第 25 回島根眼科研

究会 ミニレクチャー2017.3.17 

 

20130930-1 OPTIMIS 肝細胞癌患者を対象とした肝動脈化学塞

栓療法後のソラフェニブ投与の有無なら

びにソラフェニブ投与開始時期が予後へ

与える影響を検討する国際共同前向き非

介入試験 

肝細胞癌 肝臓内科 NCT019339
45 

  

20110804-1 JCOG05
01 

根治切除可能な大型 3 型・4 型胃癌に対

する術前 TS-1＋CDDP 併用療法による

第 III 相試験 

胃癌 消化器外科 C00000027
9 

 
http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000018433&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000018433&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014925&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000014925&language=J
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01933945
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01933945
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000356&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000356&type=summary&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20110804-2 JCOG07

05 
治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除

術の意義に関するランダム化比較第 III
相試験 

胃癌 消化器外科 UMIN00000
1012 

公表時期：2016/3 
公表先： Lancet Oncology 
公表タイトル：Gastrectomy plus 
chemotherapy versus 
chemotherapy alone for advanced 
gastric cancer with a single non-
curable factor (REGATTA): a 
phase 3, randomised controlled 
trial 
公表者：Fujitani Kazumasa 

http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20120405-1 JCOG10
13 

切除不能進行・再発胃癌を対象とした

TS-1/シスプラチン併用（CS）療法とドセタ

キセル/シスプラチン/TS-1 併用（DCS）
療法のランダム化第 III 相試験 

胃癌 消化器外科 UMIN00000
7652 

 
http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20130624-1 Robot-
DG 

胃癌に対する da Vinci S を用いたロボッ

ト支援腹腔鏡下幽門側胃切除術 
胃癌 消化器外科 UMIN00002

5700 

  

20130828-1 JCOG11
08 / 
WJOG73
12G 

高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の

腹膜転移を有する胃癌に対する 5-FU/l-
LV 療法 v.s. FLTAX（5-FU/l-LV+PTX)
療法のランダム化第 II/III 相比較試験 

胃癌 消化器外科 UMIN00001
0949 

 
http://www.jcog.jp/b
asic/clinicaltrial/inde
x.html 

20101110-1 JFMC41-
1001-C2 
JOIN 
Trial  

Stage II/Stage III 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 療法の認容性に関する検

討 

結腸癌 消化器外科 UMIN00000
4443 

「Initial safety report on the 
tolerability of modified FOLFOX6 
as adjuvant therapy in patients 
with curatively resected stage II or 
III colon cancer 
(JFMC41-1001-C2: JOIN trial)」
Springer 2015.5.16 

http://www.jfmc.or.jp
/ 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000001177&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000001177&type=summary&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008795&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008795&type=summary&language=J
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029571
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029571
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
http://www.jcog.jp/basic/clinicaltrial/index.html
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005318&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005318&type=summary&language=J
http://www.jfmc.or.jp/
http://www.jfmc.or.jp/
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20160108-1 C-Cubed 

Study  
(JSWOG 
C-4) 

治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する

一次治療としての カペシタビン

/LV5FU2+ベバシズマブ療法後の 
XELOX/FOLFOX +ベバシズマブ 逐次

療法と XELOX /FOLFOX +ベバシズマ

ブ併用療法の 多施設共同ランダム化第

Ⅲ相臨床試験 

切除不能大

腸癌 
消化器外科 UMIN00001

5405 

  

20091128-1 JSWOG0
901 

ベバシズマブ既治療の 治癒切除不能・

進行再発 大腸癌に対する 2 次治療とし

てのベバシズマブ+FOLFOX 療法または 
ベバシズマブ+FOLFIRI 療法の有効性と

安全性の検討 

第 II 相臨床試験 

大腸癌 消化器外科 UMIN00000
2378 

 
 

20100721-1 SSCC-
0901 

一次療法としての L-OHP base の化学

療法に不応または不耐となった進行・再

発大腸がんに対する二次療法の有効性

確認試験 

大腸癌 消化器外科  
  

20120925-2 EXPERT KRAS 野生型切除可能大腸癌肝転移に

対する術後補助化学療法 mFOLFOX6 
と 周術期化学療法 mFOLFOX6＋セツ

キシマブの第 III 相ランダム化比較試験 

大腸癌 消化器外科 UMIN00000
7787 

  

20120925-4 SGCSG 
C-02 

大腸癌術後補助化学療法としての

XELOX 療法の検討  ―Phase II 試験

― 

大腸癌 消化器外科  
  

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000017596
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000017596
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000002912&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000002912&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009175&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000009175&language=J
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20110704-1 

 
進行肝細胞癌に対する動注用シスプラチ

ン・リピオドール懸濁液を用いた肝動注化

学療法の多施設共同第 II 相試験 

肝細胞癌 消化器内科 UMIN00000
5495 

公表時期：2014  
公表先： Int J Clin Oncol 
公表タイトル：Hepatic arterial 
infusion chemotherapy with 
fine-powder cisplatin 
and iodized-oil suspension in 
patients with intermediate-stage 
and advanced-stage (Barcelona 
Clinic Liver Cancer stage-B or 
stage-C) hepatocellular 
carcinoma: multicenter phase-II 
clinical study 

 

20160805-2 
 

食道亜全周/全周 ESD 後狭窄の予防に

おける食道内トリアムシノロンアセトニド

充填法の臨床的有用性に関する検討（多

施設共同第 II 相試験) 

食道がん 消化器内科 UMIN00002
4384 

  

20060331-3 JPLSG 
ALCL99 

ALCL99 治療研究 悪性リンパ

腫 
小児科     http://jplsg.jp/menu6

_contents/index_me
nu_6.htm 

20060804-4 JPLSG 
B-NHL03 

小児成熟 B 細胞性腫瘍に対する多施設

共同後期第 II 相臨床試験 
悪性リンパ

腫 
小児科 C00000031

7 

  http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20040729-5 
 

進行性・転移性横紋筋肉腫に対する自家

造血幹細胞救援法を併用した大量化学

療法の第 II 相臨床試験 

横紋筋肉腫 小児科 
 

 
 

20091027-2   小児難治性固形腫瘍に対する高容量ア

スコルビン酸治療 
固形腫瘍 小児科      

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006503&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000006503&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028066
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028066
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000397&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000397&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20091027-1 

 
進行神経芽細胞腫に対するイソトレチノ

イン療法 
神経芽細胞

腫 
小児科  2014 年 

： J Pediatr Hematol Oncol. 
：Ectopic neuroblastoma in 
monozygotic twins with 
different ages of onset: possible 
twin-to-twin metastasis in utero 
with distinct  
genetic alterations after birth. 

 

20100331-2 
 

再発進行神経芽細胞腫に対するベバシ

ズマブ療法 
神経芽細胞

腫 
小児科  2014 年 

： J Pediatr Hematol Oncol. 
：Ectopic neuroblastoma in 
monozygotic twins with 
different ages of onset: possible 
twin-to-twin metastasis in utero 
with distinct  
genetic alterations after birth. 

 

20110425-1 
 

高リスク神経芽腫に対する遅延局所療法

第 II 相臨床試験 
神経芽腫 小児科 UMIN00000

5045 

 
 

20120826-1 
 

神経線維腫症 I 型に合併する蔓状神経

線維腫に対するイマチニブの効果 
神経線維腫

症 
小児科   

 

20151030-1 MB pilot 髄芽腫に対する新リスク分類を用いた集

学的治療のパイロット試験 
髄芽腫 小児科 UMIN00001

4488 

    

20170620-1   非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍に対する

髄注併用化学療法と遅延局所放射線治

療のパイロット試験 

脳腫瘍 小児科 UMIN00001
4490 

    

20060331-1 JACLS 

ALL-02 
小児急性リンパ性白血病（ALL）に対する

小児白血病研究会 ALL-02 治療研究 
白血病 小児科       

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005976&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005976&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000016691&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000016691&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000016692
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000016692
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20060804-3 JPLSG 

AML-P05 
小児急性前骨髄性白血病（APL）に対す

る多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験 
白血病 小児科 UMIN00000

0645 

  http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20070424-1 JPLSG 
AML-05 

小児急性骨髄性白血病（AML）に対する

多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験 
白血病 小児科 UMIN00000

0511 

  http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20110729-2 JPLSG 
JMML-11 

若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対す

る静注用 Bu + Flu + L-PAM 前処置法

による同種造血幹細胞移植第 II 相臨床

試験 

白血病 小児科 UMIN00000
5936 

 
http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20111228-3 JPLSG 
ALL-T11 / 
JALSG T-
ALL-211-
U 

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 

白血病 小児科 UMIN00000
6851 

 
http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20120629-3 JPLSG 
AML-D11 

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄

性白血病の微小残存病変検索の実施可

能性とその有用性を探索するパイロット

試験 

白血病 小児科 UMIN00000
7237 

  http://jplsg.jp/menu6
_contents/index_me
nu_6.htm 

20080107-1 
 

イホマイド脳症に対するメチレンブルー療

法 
骨軟部腫瘍 整形外科 

   

20131227-5 
 

下垂体癌に対するソマトスタチン類似薬

およびテモゾロミド療法 
下垂体癌 内分泌代謝内科  

  

20080530-4 
 

がん化学療法における口内炎に対するレ

バミピドの予防効果に関する研究 
すべてのが

ん 
乳腺・内分泌外

科 
UMIN00000
4765 

  

20080703-1 
 

臨床的腋窩リンパ節転移陰性の原発性

乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の

安全性に関する多施設共同臨床確認試

験 

乳癌 乳腺内分泌外科 
  

http://www.jmacct.m
ed.or.jp/pediatric/iry
o/research_21.html 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000779&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000779&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000619&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000000619&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007016&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007016&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008098&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008098&type=summary&language=J
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
http://jplsg.jp/menu6_contents/index_menu_6.htm
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008529&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000008529&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005673&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000005673&type=summary&language=J
http://www.jmacct.med.or.jp/pediatric/iryo/research_21.html
http://www.jmacct.med.or.jp/pediatric/iryo/research_21.html
http://www.jmacct.med.or.jp/pediatric/iryo/research_21.html
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管理番号 略称 試験名 対象疾患 診療科 研究概要 公表 関連情報 
20100304-1 

 
神経膠腫に対するテモゾロミド投与継続

の意義 
神経膠腫 脳神経外科  

  

20060123-1 
 

5-aminolevulinic acid（5-ALA）および紫

色半導体レーザー装置を用いた脳腫瘍

の術中蛍光診断 

脳腫瘍 脳神経外科 
 

 
 

20050615-1 
 

難治性精巣腫瘍に対するゲムシタビンと

オキサリプラチンの併用化学療法 
精巣腫瘍 泌尿器科 

 
2005 年 12 月 日本泌尿器科学会

山陰地方会 

 

20130628-6 
 

去勢抵抗性前立腺癌に対する

docetaxel、estramustine、carboplatin
併用化学療法 

前立腺癌 泌尿器科 UMIN00002
7129 

  

20141225-5 
 

尿膜管癌に対する mFOLFOX6 の治療

効果に関する研究 
尿膜管癌 泌尿器科  

  

20141210-1 Amrubici
n small 
cell 
bladder 
cancer 

再発性膀胱小細胞癌に対するアムルビ

シン治療 
膀胱癌 泌尿器科  122 回日本泌尿器科学会山陰地方

会「膀胱小細胞癌に対してアムルビ

ジン単独療法が奏功した一例」 

 

20151108-1 
 

子宮体癌に対する腹腔鏡下傍大動脈リ

ンパ節郭清術 
子宮体癌 婦人科  

  

20170317-2 Japan 
CHARLO
TTE  

卵巣癌に対する横断研究：BRCA 遺伝学

検査に関する研究 
卵巣癌患者 産科婦人科 UMIN00002

5597 

  

20060525-1 
 

進行肝細胞癌に対する微粉末化シスプラ

チン（動注用アイエーコール R）－リピオ

ドール懸濁液による肝動脈化学塞栓療

法 

肝細胞癌 放射線科 
   

20170825-2   経尿道的膀胱腫瘍切除術における超音

波ガイド下閉鎖神経ブロック遠位法の内

転筋群収縮反射抑制効果に関する観察

研究 

経尿道的膀

胱腫瘍切除

術予定患者 

麻酔科 UMIN00002
9286 

    

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000031088&type=summary&language=J
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オキサリプラチンまたはパクリタキセルに

より誘発される末梢神経障害に対するプ

レガバリンの予防効果 

すべてのが

ん 
薬剤部 UMIN00000

6421 

 
 

20120824-1 
 

上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキ

ナーゼ阻害剤の体内動態に対する胃酸

分泌抑制薬併用の影響に関する研究 

肺癌 薬剤部  
  

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007621&type=summary&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptno=R000007621&type=summary&language=J

