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Y0028

Asia-wide, multicenter open-label, phase II non-randomised 

study involving children with Down syndrome under 21 year-

old with newly diagnosed, treatment naive acute 

lymphoblastic leukemia（ASIA DS-ALL 2016） 

（アジア広域における21歳未満のダウン症候群⼩児患者の
未治療の急性リンパ性⽩⾎病についての多施設共同⾮盲検

⾮無作為化第⼆相試験）

滝田 順子
医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学

Y0029

JCOG1703：初発膠芽腫に対する可及的摘出術＋カルムス
チン脳内留置用剤留置＋テモゾロミド併用化学放射線療法

と可及的摘出術＋テモゾロミド併用化学放射線療法のラン
ダム化第III相試験

荒川 芳輝
医学研究科 医学専攻脳病態生理学

講座脳神経外科学

Y0030

切除不能肝細胞癌に対するレンバチニブ使用による外科的

切除可能性の検討（多施設共同臨床研究）　（ LENS-

HCC ）
上本 伸二

医学研究科 医学専攻外科学講座肝

胆膵・移植外科学

Y0031 可搬型PET装置と3テスラMRIの融合画像診断 中本 裕士 医学部附属病院 放射線部

Y0032

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（JRS-Ⅱ-HR）

滝田 順子
医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

Y0033

小児再発・難治性急性白血病に対する低用量抗胸腺細胞免

疫グロブリンを用いたT細胞充満HLAハプロ移植の多施設
共同単群非盲検試験（Haplo-SCT16）

滝田 順子
医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

Y0034

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（ALL-Ph18）

滝田 順子
医学研究科 医学専攻発生発達医学
講座発達小児科学

Y0035

切除可能結腸癌に対するロボット支援下結腸切除術の安全

性に関する 検討-多施設共同，前向き，ヒストリカルコン
トロール，feasibility研 究

坂井 義治
医学研究科 医学専攻外科学講座消
化管外科学

Y0036

一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する化学療法による標

準治療法の確立を目指した第２相臨床試験（TAM-18） 滝田 順子
医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学

Y0037
少量レナリドミド療法に再発・難治性となったMM患者に
対するILd療法の効果と安全性

諫田 淳也 医学部附属病院 血液内科

Y0038

肝葉切除を伴わない胆道癌切除例を対象としたゲムシタビ

ン/シスプラチン（GC）併用療法とゲムシタビン/S-1

（GS）併用療法の術後補助化学療法のランダム化第Ⅱ相
試験
（KHBO1901）

瀬尾 智
医学研究科 医学専攻外科学講座肝
胆膵・移植外科学

Y0039
入院患者におけるサルコペニアに対する予防介入研究

池田 香織
医学部附属病院 内科（糖尿病・内
分泌・栄養内科）

Y0040
皮膚欠損患者を対象とした乾燥同種培養表皮の安全性評価

齊藤 晋
医学研究科 医学専攻感覚運動系外
科学講座形成外科学

Y0041

非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション
施行患者の経口抗凝固薬と抗血小板薬の至適併用療法:多
施設、前向き、無作為化比較試験 (OPTIMA-AF trial)

木村 剛
医学研究科 医学専攻内科学講座循
環器内科学

Y0042
大型3型/4型胃癌に対する術前S-1+Oxaliplatin+ Docetaxel

併用療法の有効性と安全性確認第II相試験
坂井 義治

医学研究科 医学専攻外科学講座消
化管外科学

Y0043

レミケード投与中で臨床的寛解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BS「CTH」への切り替えの

レミケード®︎継続投与に対する臨床的非再燃の維持にお

ける非劣性を検証する多施設共同前向き試験

伊藤 宣
医学研究科 リウマチ性疾患先進医

療学講座（寄附）

Y0044

造血器悪性腫瘍における用量調整静注ブスルファン1日1回
投与を含む前処置を用いた同種造血幹細胞移植の安全性と

有効性の検討

近藤 忠一
医学研究科 医学専攻内科学講座血
液・腫瘍内科学

Y0045

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

坂本 昭夫
医学研究科 医学専攻感覚運動系外

科学講座整形外科学
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Y0046

変形性膝関節症患者の疼痛・機能障害に対する運動プログ

ラムおよび経皮的末梢神経電気刺激療法(TENS)の併用に
よる効果検証

青山 朋樹
医学研究科 人間健康科学系専攻理
学療法学講座

Y0047
高齢者臨床病期 IB-III 食道癌に対する Paclitaxel と放射線
同時併用療法（PTX-RT）の第Ⅰ/Ⅱ相試験

坂中 克行 医学部附属病院 放射線治療科

Y0049
再生不良性貧血におけるウサギATG+シクロスポリン+エ
ルトロンボパグ療法の有用性に関する検討

髙折 晃史
医学研究科 医学専攻内科学講座血
液・腫瘍内科学

Y0050
成人急性リンパ白血病に対する治療プロトコール 

-ALL/ MRD2019-
近藤 忠一

医学研究科 医学専攻内科学講座血
液・腫瘍内科学

Y0051
関節リウマチを対象とした日常診療下におけるサリルマブ
の前向き観察研究

大村 浩一郎
医学研究科 医学専攻内科学講座臨
床免疫学

Y0052

2型糖尿病合併不整脈治療デバイス植え込み患者における

エンパグリフロジン介入後の重症不整脈数変化を評価する
ためのプラセボ対照二重盲検比較試験

木村 剛
医学研究科 医学専攻内科学講座循
環器内科学

Y0053 OLEAワークステーションにおける脳画像解析研究 伏見 育崇 医学部附属病院 放射線診断科
Y0055 深層学習画像再構成(DLR)を用いた関節2D薄層MRI 柿木 崇秀 医学部附属病院 放射線診断科

Y0056

脳卒中後片麻痺患者に対する歩行学習支援ロボットの有効
性と安全性に関する検証的研究 眞木 崇州

医学研究科 医学専攻脳病態生理学
講座臨床神経学

Y0057
胆道狭窄症の診断における新デバイスの有用性に関するラ
ンダム化比較試験

宇座 徳光 医学部附属病院 内視鏡部

Y0058
難治性うつ病に対するケタミンを用いた治療法の有効性と

安全性に関する臨床研究
村井 俊哉

医学研究科 医学専攻脳病態生理学

講座精神医学

Y0059

脳性麻痺児に対するHonda歩行アシストの家庭内使用に関
する有効性と安全性に関する探索的研究 吉田 健司 医学部附属病院 小児科

Y0060

JCOG1904：Clinical-T1bN0M0食道癌に対する総線量低減
と予防照射の意義を検証するランダム化比較試験 角田 茂 消化管外科

Y0061
結合ニューロフィードバックのギャンブル障害への治療応

用に関する研究
鶴身 孝介 医学部附属病院 デイ・ケア診療部

Y0062

慢性肉芽腫症に対する用量調整ブスルファンと抗胸腺グロ
ブリンを併用した骨髄非破壊的同種造血幹細胞移植の多施

設共同第II相試験（CGD-RIST2）

滝田 順子
医学研究科 医学専攻発生発達医学

講座発達小児科学

Y0063
心房細動アブレーション治療における柴苓湯の早期再発予

防効果を検討する多施設前向き無作為化試験
静田 聡

医学研究科 医学専攻内科学講座循

環器内科学

Y0064

可変軌道Dynamic WaveArcを用いた放射線治療の実行可
能性と線量投与正確性検証のための臨床研究 溝脇 尚志

医学研究科 医学専攻放射線医学講

座放射線腫瘍学・画像応用治療学

Y0065
遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく
複数の分子標的治療に関する患者申出療養

武藤 学
医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学

YC1126

大腸癌肝転移治癒切除後の患者に対する術後補助化学療法
として，L-OHPベース化学療法にUFT/LV療法の逐次療法
を行うことの安全性と有用性の検討 

瀬尾 智
医学部附属病院 外科（肝胆膵・移
植外科）

YC1171-1

切除可能膵癌に対するゲムシタビン・IMRT併用による術

前化学放射線療法の第Ⅱ相臨床試験 増井 俊彦
医学研究科 医学専攻外科学講座肝

胆膵・移植外科学

YC1289

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 南谷 泰仁

医学研究科 医学専攻腫瘍生物学講
座腫瘍生物学

YC1328
BioJetシステムを用いた前立腺生検の癌局在診断における
有用性に関する検討

小川 修
医学研究科 医学専攻器官外科学講
座泌尿器科学

YC1361

転移性粘膜黒色腫に対するNivolumab + Radiotherapyの第II

相臨床試験 

Phase II trial on Programmed death-One inhibitor plus 

RadioThERapy in patients with Metastatic Mucosal 

Melanoma 

略称：　PORTER-M3 trial

武藤 学
医学研究科 医学専攻内科学講座腫

瘍薬物治療学

YC1403-1
血液透析中の消化器癌患者に対するFOLFOX療法の安全性
と有効性に関する多施設共同臨床試験

武藤 学
医学研究科 医学専攻内科学講座腫
瘍薬物治療学




