
自主臨床研究の概要、診療科、予定期間（過去のもの含む）

被験薬名 研究題目 科名 予定期間・開始 予定期間・終了

UFT

StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究

外科 2007年12月1日 2015年9月30日

ＵＦＴ/Leucovorin、TS-1

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ＵＦＴ/
Leucovorin療法とＴＳ-１療法の第Ⅲ相比較試験および遺伝子発現に基づく効果
予測因子の探索的研究

外科 2008年4月1日 2015年3月31日

カペシタビン（ゼローダ錠)

StageⅢ（Dukes’C）結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのカペ
シタビ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 外科 2008年10月1日 2015年8月31日

ＵＦＴ、クレスチン（ＰＳＫ）

ｐＴＮＭ stageⅡ直腸癌症例に対する手術単独療法及びＵＦＴ/ＰＳＫ療法のラン
ダム化第Ⅲ相比較臨床試験 外科 2009年1月1日 2016年12月31日

Rituximab

初期進行期及び再発・難治性濾胞性リンパ腫における寛解導入療法後のリツキ
シマブ療法 血液内科 2009年4月1日 2019年1月31日

VP-16、Cyclophosphamide

急性リンパ性白血病患者に対する中等量VP-16、シクロフォスファミド、全身放
射線照射前処置を用いた同種造血幹細胞移植法の有用性の検討～臨床第Ⅱ
相試験～

血液内科 2009年4月1日 2015年2月28日

Nilotinib

フィラデルフィア染色体陽性(Ph+)慢性骨髄性白血病のイマチニブ抵抗性または
不耐用症例を対象にしたニロチニブの有用性を検討する前向き多施設共同臨
床試験

血液内科 2009年8月1日 2016年3月31日

TS-1,L-OHP,UFT,LV

StageⅢｂ大腸癌治癒切除例に対する術後化学療法としてのUFT/Leucovorin療
法とTS-1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 外科 2010年6月1日 2019年9月30日

パニツムマブ、イリノテカン、５-FU、レボホリナートカルシ
ウム、ティーエスワンカプセル、ミノマイシン、プレドニゾロ
ン軟膏

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の３次治療におけるパニツムマブの
皮膚毒性に関する検討（HGCSG1001） 消化器内科 2010年8月1日 2016年3月31日

Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ，Ｃａｒｂｏｐｌａｔｉｎ

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するＰａｃliｔａｘｅｌ毎週点滴静注+Ｃａｒｂｏｐ
ｌａｔｉｎ３週毎点滴静注投与　対　Ｐａｃｌｉｔａｘｅｌ毎週点滴静注+Ｃａｒｂｏｐｌａｔｉｎ3週毎腹
腔内投与のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

産婦人科 2010年10月1日 2016年4月30日

オキサリプラチン、フルオロウラシル、レボホリナートカル
シウム

S t a g e III 結腸癌(直腸S 状部癌を含む) R 0 切除後の術後補助化学療法とし
てのオキサリプラチン併用療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験 外科/消化器内科 2010年12月1日 2017年8月31日

ペメトレキシド、カルボプラチン、ベバシズマブ

無治療進行性非小細胞肺癌に対するPemetrexed/Carboplatin/Bevacizumab併
用療法の第Ⅱ相試験 呼吸器内科 2011年6月1日 2015年5月31日

ハ－セプチン、ティーエスワン、シスプラチン

ＨＥＲ２陽性・測定可能病変を有する進行再発胃癌に対するTS-
1+Trasutuzumab(SPT)3週間サイクル併用療法第Ⅱ相試験 消化器内科 2011年8月1日 2015年7月31日

タシグナ

新たにPhiladelphia染色体陽性慢性骨髄性白血病慢性期と診断された患者を対
象とした、ニロチニブ（タシグナ）の有効性、安全性を検討する多施設共同第Ⅱ
相臨床試験、および、FRET解析による治療効果予測の有用性に関する検討

血液内科 2011年10月1日 2016年12月31日
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被験薬名 研究題目 科名 予定期間・開始 予定期間・終了

タシグナ

慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的大寛解（Major Molecular 
Response;MMR)到達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

血液内科 2011年10月1日 2016年6月30日

タシグナ

慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛解（Complete Molecular 
Response;CMR)到達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臨床試験

血液内科 2011年10月1日 2021年6月30日

塩酸イリノテカン、TS-1
局所進行直腸癌に対する術前IRIS併用放射線療法の第1相試験

消化器内科 2011年10月1日 2016年8月31日

UFT、LV

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用性に
関する研究 外科 2012年6月1日 2020年4月30日

TS-1、シスプラチン、ゼローダ、トラスツズマブ、エレンター
ル配合内用剤

進行胃癌化学療法時における成分栄養剤投与の有効性に関する探索的臨床
試験 消化器内科 2012年6月1日 2015年3月31日

ゲムシタビン、六君子湯

ゲムシタビン投与膵がん患者における軽度悪液質または前悪液質状態に対す
る六君子湯の悪液質進行抑制効果－無作為化第Ⅱ相比較試験 消化器内科 2012年6月1日 2016年6月30日

トラスツズマブ、イリノテカン

トラスツズマブを含む初回化学療法に不応のHER2過剰発現を有する治癒切除
不能進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ/イリノテカン併用療法の第Ⅱ相試
験

消化器内科 2012年6月1日 2015年5月31日

ティーエスワン、シスプラチン、トラスツズマブ

ＨＥＲ２陽性・測定可能病変を有さない進行再発胃癌に対するTS-
1+CDDP+Trasutuzumab(SPT)　3週間サイクル併用療法第Ⅱ相試験 消化器内科 2012年8月1日 2016年5月31日

ティーエスワン、イリノテカン、ベバシズマブ、5-FU、レボホ
リナート、オキサリプラチン、ゼローダ

切除不能大腸癌1次治療におけるTS-1、iritotecan、bevacizumab併用療法の有
用性を検証する臨床第Ⅲ相試験 消化器内科 2012年8月1日 2018年5月31日

5-FU、ネクサバール

肝細胞癌患者を対象とした5-FU＋ソラフェニブ併用療法の臨床第Ⅱ相試験　－
非対照探索的臨床試験－ 消化器内科 2012年10月1日 2015年8月14日

テガフール・ウラシル配合カプセル・顆粒、ホリナートカル
シウム

肝転移を有する結腸・直腸がんに対する術後UFT/UZEL療法の検討

外科 2012年12月1日 2017年6月30日

メルファラン、プレドニゾロン、ボルテゾミブ、レナリドミド、
デキサメタゾン

未治療初発移植非適応骨髄腫患者におけるＭＰＢ導入療法、レナリドミド強化
及び維持療法の有効性、安全性を検証する第Ⅱ相臨床研究 血液内科 2013年2月1日 2017年9月30日

サイモグロブリン

重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸腺細胞グロブリン（サイモグロブ
リン）の前方視的ランダム化用量比較多施設共同研究 血液内科 2013年2月1日 2017年1月31日

ベバシズマブ、パクリタキセル

ＨＥＲ２陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパクリタ
キセルの併用療法の有用性を検討する観察研究 外科 2013年2月1日 2018年1月31日
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トラスツズマブ、5-FU、カペシタビン、ティーエスワン、シス
プラチン

HER2過剰発現を有する治癒切除不能進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ併
用フッ化ピリミジン系薬剤＋シスプラチン療法（初回化学療法）の観察研究 消化器内科 2013年4月1日 2016年10月30日

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

消化器癌に対する全身化学療法施行時の定期的なステロイド前投与の骨代謝
系への影響を検討する前向き調査研究 消化器内科 2013年6月1日 2018年5月30日

オキサリプラチン、レボホリナート、5-FU、ティーエスワン、
ゼローダﾞ、ソルコーテフ、クロールトリメトン、ザンタック、デ
キサート、アロキシ、ベバシズマブ、セツキシマブ、パニツ
マブ

オキサリプラチンアレルギーを有する切除不能進行再発大腸癌に対する脱感作
療法によるオキサリプラチン再投与の安全性確認試験

消化器内科 2013年8月1日 2015年7月31日

パニツムマブ

大腸癌肝転移に対するパニツムマブを含む化学療法による肝切除のコホート研
究（Herculey-Victory） 外科 2013年10月1日 2015年9月30日

ゾリンザ

菌状息肉症/Sezary症候群に対する同種移植後における早期再発予防としての
Vorinostat療法 血液内科 2013年10月1日 2015年6月30日

シドフォビル（ビスタイドⓇ）、プロベネシド（ベネシッドⓇ）

造血幹細胞移植後アデノウイルス感染症に対するシドフォビルの有効性と安全
性に関する多施設共同・非対照・非盲検・探索的臨床試験 血液内科 2013年10月1日 2016年8月31日

スプリセル

フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）における、自家末梢
血幹細胞移植とチロシンキナーゼ阻害剤（TKI）での維持療法の安全性について
検討する多施設臨床試験

血液内科 2013年10月1日 2016年3月31日

半夏瀉心湯、塩酸イリノテカン、ティーエスワン、ベバシズ
マブ

切除不能大腸癌の2次治療としてのIRIS/Bev併用療法施行時に発現する下痢
に対する半夏瀉心湯予防投与の無作為化比較第二相試験（HGCSG1301） 消化器内科 2013年10月1日 2017年3月31日

ティーエスワン、ドセタキセル

StageⅢ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　JACCRO GS-07
（START-2）

消化器内科 2013年10月1日 2021年3月31日

ティーエスワン、ドセタキセル

StageⅢ治療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　JACCRO GS-07 AR 消化器内科 2013年10月1日 2021年3月31日

グリベック、スプリセル

2年の完全分子遺伝子学的効果を有する慢性期慢性骨髄性白血病に対するイ
マチニブ治療中断試験実施計画書 血液内科 2014年2月1日 2017年10月30日

レゴラフェニブ、イリノテカン、アービタクス

Fluoropyrimidine，Oxaliplatin，Irinotecanを含む化学療法に不応または不耐の
KRAS野生型進行・再発結腸・直腸癌の対するRegorafenibとcetuximabの逐次投
与とcetuximabとregorafenibの逐次投与のランダム化第Ⅱ相試験（REVERCE試
験）

消化器内科 2014年2月1日 2015年3月31日

カルボプラチン、パクリタキセル注射剤アルブミン懸濁型

間質性肺炎を合併した切除不能進行・再発非小細胞肺癌に対する
CBDCA+nab-Paclitaxel併用療法の第Ⅱ相臨床試験 呼吸器内科 2014年6月1日 2017年6月30日
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S-1

既治療進行胸腺腫・胸腺腫癌に対するS-1療法の第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科 2014年6月1日 2016年5月31日

ベバシズマブ、ドセタキセル、ペメトレキセド

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 呼吸器内科 2014年6月1日 2016年7月31日

カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ

転移性または進行性の肺原発肉腫様癌（多形、肉腫あるいは肉腫成分を含む
癌）における化学療法の有効性および安全性の検討：カルボプラチン/パクリタ
キセル/ベバシズマブ併用化学療法またはカルボプラチン/パクリタキセル併用
療法の前向き研究

呼吸器内科 2014年6月1日 2017年9月30日

オキサリプラチン、レボホリナート、5-FU、ベバシズマブ、
セツキシマブ

KRAS 野生型の大腸癌肝限局転移に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ療法と
mFOLFOX6＋セツキシマブ療法のランダム化第Ⅱ相臨床試験 消化器内科 2014年5月1日 2015年4月30日

ベバシズマブ

FIGO進行期Ⅲ期-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回
治療としての標準的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベ
バシズマブ単独継続投与例の前向き観察研究

産婦人科 2014年10月1日 2016年3月31日

パロノセトロン、デキサメタゾン

中等度催吐性抗悪性腫瘍薬（MEC）投与症例に対するパロノセトロンとパロノセ
トロン+デキサメタゾン単回投与のランダム化比較第Ⅲ相試験 消化器内科 2014年10月1日 2016年7月31日

セツキシマブ、ティーエスワン

プラチナ不適の再発・転移性頭頚部扁平上皮癌に対するS-1/Cetuximab併用療
法の第Ⅱ相試験 放射線治療科 2014年12月1日 2018年8月31日

イムノブラダー

低用量ＢＣＧ膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に関する
ランダム化比較試験 泌尿器科 2014年12月1日 2015年9月30日

パニツムマブ、ベバシズマブ

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
（PARADIGM試験）

消化器内科 2015年6月1日 2020年3月31日

ボルテゾミブ、シクロフォスファミド、レナリドミド、メルファラ
ン

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相臨床研究
（JSCT MM14）

血液内科 2015年10月1日
2020年5月31日

フルオロウラシル、レボホリナート、オキサリプラチン

局所進行直腸癌に対するmFOLFOX6術前化学療法後の手術の安全性に関す
るPilot Study 外科 2015年10月1日 2020年9月30日

ポマリスト

実臨床におけるポマリドマイドの使用成績調査

血液内科 2015年12月1日 2018年12月31日

S-1，Nabpaclitaxel，Oxaliplatin

切除不能・再発胃癌に対するS-1，Nabpaclitaxel，Oxaliplatin併用療法の第Ⅰ/
Ⅱ相試験 消化器内科 2016年2月1日 2019年3月31日
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Bolus5-FU/l-LV（RPMI）

S-1またはカペシタビンを含む標準治療に不応・不耐の切除不能進行・再発胃
がんに対するbolus 5-FU/l-LV（RPMI）療法の有効性・安全性に関する多施設共
同前向き非対照第Ⅱ相臨床試験

消化器内科 2016年2月1日 2017年10月31日

パニツムマブ

抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能進
行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験 消化器内科 2016年2月1日 2018年3月31日

パニツムマブ

抗EGFR抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS遺伝子野生型の切除不能進
行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験
におけるバイオマーカー研究

消化器内科 2016年2月1日 2018年3月31日

パニツムマブ

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で切除不能進行再発大腸癌患者に対
するパニツムマブとTAS-102併用療法の安全性及び有効性を検討する第I/II相
試験（APOLLON study）

消化器内科 2016年4月1日
2017年12月31日

サイモグロブリン

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 ATG 15 - 血液内科 2016年6月1日 2020年10月30日

デノスマブ

定期的なステロイド前投薬を使用する消化器癌全身化学療法施行時に生じる骨
密度減少に対するデノスマブの抑制効果および安全性を検討する多施設共同
前向き介入研究　：ESPRESSO-02/HGCSG1602試験

消化器内科 2016年8月1日 2019年1月31日

パクリタキセル

ドセタキセルの治療歴を有する進行・再発食道癌に対するパクリタキセル毎週
投与法の第Ⅱ相臨床試験 消化器内科 2016年8月1日 2018年12月31日

5-FU、イリノテカン、オキサリプラチン、レボホリナート、ベ
バシズマブ、セツキシマブ

RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブとFOLFOXIRI+ベ
バシズマブの最大腫瘍縮小率（DpR）を検討する無作為化第II相臨床試験 消化器内科 2017年2月1日 2020年6月30日

5-FU、イリノテカン、オキサリプラチン、レボホリナート、ベ
バシズマブ、セツキシマブ

「RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブとFOLFOXIRI+
ベバシズマブの最大腫瘍縮小率（DpR）を検討する無作為化第II相臨床試験」に
おけるバイオマーカー研究

消化器内科 2017年2月1日 2019年6月30日

ティーエスワン

消化器癌に対するS-1を含む全身化学療法による眼障害に関する前向き観察
研究 消化器内科 2017年2月1日 2020年1月31日

ラムシルマブ、イリノテカン

「Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramcirumab+irinotecan併用療法のイン
ターグループランダム化第III相試験」RINDBeRG試験 消化器内科 2017年4月1日 2021年12月31日

エドキサバン

消化器癌に対する全身化学療法施行時に発生した無症候性静脈血栓塞栓症に
対するエドキサバンの安全性および有効性を検討する多施設共同前向き介入
研究：ExCAVE study

消化器内科 2017年6月1日 2019年4月30日

レブラミド、ベルケイド、デカドロン、アルケラン、カイプロリ
ス

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- 
JSCT MM16 –

血液内科 2017年6月1日 2023年1月31日

ポマリドミド、ベルケイド、デカドロン

再発の多発性骨髄腫に対するポマリドミド、デキサメタゾン併用療法に関す る第 
II 相試験、およびポマリドミド、デキサメタゾン療法で PR 未達成の患 者に対す
るポマリドミド、ボルテゾミブ、デキサメタゾン併用療法に関する 第II相試験

血液内科 2017年10月1日 2022年8月31日



自主臨床研究の概要、診療科、予定期間（過去のもの含む）

被験薬名 研究題目 科名 予定期間・開始 予定期間・終了

ロンサーフ、アバスチン

標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大腸癌に対するTFTD（ロン
サーフ®）+Bevacizumab併用療法のRAS遺伝子変異有無別の有効性と安全性
を確認する第II相試験

消化器内科 2018年2月1日 2021年6月30日

エムプリシティ、レブラミド

深い奏功に未到達の多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド、デキサメタゾン併
用療法からエロツズマブ、レナリドミド、デキサメタゾン併用療法への切り替えの
有用性を検討する多施設共同第 I/II 相試験

血液内科 2018年4月1日 2021年12月31日

イリノテカン、ラムシルマブ

初回化学療法に不応の治癒切除不能進行・再発胃癌に対するイリノテカン/ラム
シルマブ併用療法の多施設共同医師主導前向き第II相試験　HGCSG1603 消化器内科 2018年4月1日 2020年12月31日

ニボルマブ

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 消化器内科 2018年4月1日 2022年2月28日

イキサゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン

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 血液内科 2018年8月1日 2021年3月31日

ニボルマブ

切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学療法にお
ける有効性と安全性の前向き観察研究 消化器内科 2018年8月1日 2022年3月31日

5-FU、レボホリナート、オキサリプラチン

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 消化器内科 2018年12月1日 2022年8月31日
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ONO-4538 消化器内科 胃癌


