
診療科 氏名

N20180001 特定臨床研究 jRCTs031180022
WJOG10617G フッ化ピリミジン系薬剤を含む一次治療に不応・不耐となった腹膜播種を
有する切除不能の進行・再発胃/食道胃接合部腺癌に対するweekly PTX＋ramucirumab
療法とweekly nab-PTX＋ramucirumab療法のランダム化第II相試験（P-SELECT試験）

慶應義塾主管 腫瘍センター 平田　賢郎

N20189001 特定臨床研究 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

他施設主管 内科学（リウマチ・膠原病） 金子　祐子

N20180003 特定臨床研究 jRCTs032180034
リンパ細静脈吻合術の手術計画および術後評価における光超音波イメージング装置の
有用性に関する臨床研究

慶應義塾主管 形成外科学 貴志　和生

N20186002 特定臨床研究 jRCTs031180003
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 
(JCOG1306, AI vs GD for STS RPII/III)

他施設主管 整形外科学 中山　タラント　ロバート

N20186003 特定臨床研究 jRCTs031180118
JCOG1217 : 早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予防を目的とするス
テロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム化比較第III相試験

他施設主管 腫瘍センター 矢作　直久

N20182001 特定臨床研究 jRCTs031180110
JCOG0909：臨床病期II/III（T4を除く）食道癌に対する根治的化学放射線療法 +/- 救
済治療の検証的非ランダム化試験

慶應義塾主管 外科学（一般・消化器） 北川　雄光

N20186004 特定臨床研究 jRCTs031180202
JCOG1109 : 臨床病期IB/II/III食道癌（T4を除く）に対する術前CF療法/術前DCF療法/
術前CF-RT療法の第III相比較試験

他施設主管 外科学（一般・消化器） 北川　雄光

N20186005 特定臨床研究 jRCTs031180005
JCOG1213：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

他施設主管 外科学（一般・消化器） 北川　雄光

N20140489 特定臨床研究 jRCTs031180050 日本人関節リウマチ患者におけるヒドロキシクロロキンの有効性、安全性の検証 慶應義塾単独実施 内科学（リウマチ・膠原病） 金子　祐子

N20150282 特定臨床研究 jRCTs031180073
進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ、ドセタキセル併用療法の第Ⅱ相
臨床試験

慶應義塾単独実施 皮膚科学 舩越　建

N20186006 特定臨床研究 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

他施設主管 精神・神経科学 三村　將

N20186008 特定臨床研究 jRCTs031180122
切除不能進行再発大腸癌の2次治療患者を対象とした
fluoropyrimidine+irinotecan+bevacizumab療法と
trifluridine/tipiracil+bevacizumab療法のランダム化比較第2/3相試験 (TRUSTY)

他施設主管 内科学（消化器） 浜本　康夫

N20186009 特定臨床研究 jRCTs031180083
JCOG1308C：再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次併用療法を
ベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第III相試験

他施設主管 脳神経外科学 吉田　一成

N20170227 非特定臨床研究 jRCT1031180088
メトトレキサート未使用関節リウマチ患者におけるアダリムマブ追加投与時のメトト
レキサート至適用量に関する検討（MIRACLE study）

慶應義塾主管 内科学（リウマチ・膠原病） 金子　祐子

N20186010 特定臨床研究 jRCTs031180141
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＋Carboplatin 3
週毎点滴静注投与対Paclitaxel毎週点滴静注＋Carboplatin 3週毎腹腔内投与のランダ
ム化第II/III相試験

他施設主管 産婦人科学 青木　大輔

N20186011 特定臨床研究 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　
JPLSG ALL-B12

他施設主管 小児科学 嶋田　博之

N20120168 特定臨床研究 jRCTs031180432
早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移診断と個別化手術の
有用性に関する臨床試験

慶應義塾主管 外科学（一般・消化器） 北川　雄光

N20150266 特定臨床研究 jRCTs031180352 院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性の検討 慶應義塾主管 救急医学 本間　康一郎

研究責任医師（慶應義塾）
管理番号   特定／非特定 jRCT番号 課題名 主管施設
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N20186012 特定臨床研究 jRCTs051180057 エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダム化比較第Ⅲ相試験 他施設主管 外科学（一般・消化器） 林田　哲

N20186013 特定臨床研究 jRCTs031180167
JCOG1101: 腫瘍径2 cm以下の子宮頸癌IB1期に対する準広汎子宮全摘術の非ランダム化
検証的試験

他施設主管 産婦人科学 岩田　卓

N20186014 特定臨床研究 jRCTs031180285
JCOG0603: 大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/l-ロイコボリンと
オキサリプラチン併用補助化学療法（mFOLFOX6）vs.手術単独によるランダム化II/III
相試験

他施設主管 外科学（一般・消化器） 岡林　剛史

N20186015 特定臨床研究 jRCTs031180007
JCOG1311: IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対するConventional Paclitaxel 
+ Carboplatin ± Bevacizumab 併用療法 vs. Dose-dense Paclitaxel + Carboplatin 
± Bevacizumab 併用療法のランダム化第II/III相比較試験

他施設主管 産婦人科学 岩田　卓

N20186016 特定臨床研究 jRCTs031180194
JCOG1402:子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射線治療（IMRT）を用いた術
後同時化学放射線療法の多施設共同非ランダム化検証的試験

他施設主管 産婦人科学 岩田　卓

N20186017 特定臨床研究 jRCTs031180143
JCOG1314: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

他施設主管 外科学（一般・消化器） 北川　雄光

N20186018 特定臨床研究 jRCTs031180181
JCOG1510: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

他施設主管 外科学（一般・消化器） 北川　雄光

N20186019 特定臨床研究 jRCTs031180178 JCOG1203: 上皮性卵巣癌の妊孕温存治療対象拡大ため非ランダム化検証的試験 他施設主管 産婦人科学 青木　大輔

N20186020 特定臨床研究 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

他施設主管 整形外科学 中山　タラント　ロバート

N20186021 特定臨床研究 jRCTs051180041
近視学童における0.01%アトロピン点眼剤の近視進行抑制効果に関する研究
（ATOM-J Study）

他施設主管 眼科学 鳥居　秀成

N20186007 特定臨床研究 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

他施設主管 精神・神経科学 三村　將

N20186022 特定臨床研究 jRCTs031180216
JCOG1205/1206: 高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン+シスプラ
チン療法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比較試験

他施設主管 外科学（呼吸器） 淺村　尚生

N20186024 特定臨床研究 jRCTs041180166
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

他施設主管 腫瘍センター 平田　賢郎

N20186025 特定臨床研究 jRCTs031180207
初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法＋放射線
治療と照射前大量メトトレキサート療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミ
ド維持療法とのランダム化比較試験

他施設主管 腫瘍センター 吉田　一成

N20186026 特定臨床研究 jRCTs041180156
抗EGFR抗体に不応となったRAS野生型の切除不能・進行再発結腸/直腸癌を対象とした
TAS-102+セツキシマブ療法の有効性・安全性の検討（臨床第II相試験）

他施設主管 腫瘍センター 平田　賢郎

N20186027 特定臨床研究 jRCTs031180201
JCOG1303: 手術後残存腫瘍のあるWHO GradeII星細胞腫に対する放射線単独治療とテモ
ゾロミド併用放射線療法を比較するランダム化第Ⅲ相試験

他施設主管 腫瘍センター 吉田　一成

N20186028 特定臨床研究 jRCTs031180215
JCOG1016: 初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン（ACNU）化学放射線療
法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療法と比較するランダ
ム化第III相試験

他施設主管 腫瘍センター 吉田　一成

N20186029 特定臨床研究 jRCTs031180108
小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療法と抗甲状腺剤とコレス
テロール吸収阻害剤併用療法の多施設共同非盲検ランダム化比較研究

他施設主管 腫瘍センター 長谷川　奉延

N20180007 特定臨床研究 jRCTs032190005
自動腹膜透析(APD)患者における、「シェアソース」の有効性評価のための、無作為化
2×2クロスオーバー試験

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 脇野　修
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N20186030 特定臨床研究 jRCTs031180269
JCOG1412 : リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リンパ節郭清の治
療的意義に関するランダム化第III相試験

他施設主管 腫瘍センター 青木　大輔

N20170126 特定臨床研究 jRCTs031180436
椎間板変性に対する抗酸化剤N-アセチルシステイン（NAC）の有効性評価のための無作
為化プラセボ対照二重盲検比較試験

慶應義塾主管 腫瘍センター 藤田　順之

N20130042 特定臨床研究 jRCTs031180313
一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞診とHPV DNA検査との併
用法の有用性を評価する前向き無作為化比較研究

慶應義塾主管 腫瘍センター 青木　大輔

N20130294 特定臨床研究 jRCTs031180148
進行あるいは再発悪性神経膠腫に対するがんペプチドカクテルワクチン療法の第I/II
相臨床試験

慶應義塾主管 腫瘍センター 戸田　正博

N20186001 特定臨床研究 jRCTs061180004
Paediatric Hepatic International Tumour Trial　小児肝癌に対する国際共同臨床試
験 (JPLT4: PHITT)

他施設主管 腫瘍センター 黒田　達夫

N20186032 特定臨床研究 jRCTs071180029
食道癌患者へのDCF療法時における成分栄養剤の口腔粘膜炎抑制作用の検討
－エレンタールｨ非投与群を対照群としたランダム化第Ⅲ相比較臨床試験（EPOC2 
study）－

他施設主管 腫瘍センター 北川　雄光

N20186033 特定臨床研究 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 他施設主管 腫瘍センター 嶋　晴子

N20186034 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 嶋　晴子

N20186035 特定臨床研究 jRCTs041180144
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

他施設主管 腫瘍センター 嶋　晴子

N20186036 特定臨床研究 jRCTs031180264 臓器移植における抗体関連拒絶反応の新規治療法の開発に関する研究 他施設主管 腫瘍センター 篠田　昌宏

N20186037 特定臨床研究 jRCTs061180022
RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI+セツキシマブとFOLFOXORO＋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（JACCRO CC-13）

他施設主管 腫瘍センター 川久保　博文

N20150421 特定臨床研究 jRCTs031180184
進行性神経鞘腫を有する神経線維腫症2型に対するVEGFR1/2ペプチドワクチンの第Ⅰ/
Ⅱ相臨床試験

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 戸田　正博

N20170060 特定臨床研究 jRCTs031180162 再発・進行性難治性脳腫瘍に対するVEGFR1/2ペプチドワクチンの第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 戸田　正博

N20130461 特定臨床研究 jRCTs031180170 初発悪性神経膠腫に対するVEGFR1/2ペプチドワクチンの第I/II相臨床試験 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 戸田　正博

N20150317 特定臨床研究 jRCTs031180283
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

慶應義塾主管 内科学（消化器） 浜本　康夫

N20170214 特定臨床研究 jRCTs032180188
治療抵抗性うつ病に対する新規経頭蓋磁気刺激療法の開発とその治療反応予測因子の
同定

慶應義塾主管 腫瘍センター 三村　將

N20186039 特定臨床研究 jRCTs041190004
高齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-1/L-OHP併用（SOX）療法のランダ
ム化第Ⅱ相試験（WJOG8315G）

他施設主管 腫瘍センター 平田　賢郎

N20186040 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 大家　基嗣

N20186031 特定臨床研究 jRCTs051180187
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(RINDBeRG試験)

他施設主管 腫瘍センター 平田　賢郎
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N20186041 特定臨床研究 jRCTs051180192
T3/T4aもしくはリンパ節転移を有する食道胃接合部腺癌に対する術前S-1+Oxaliplatin
併用療法の第Ⅱ相臨床試験

他施設主管 腫瘍センター 平田　賢郎

N20186043 特定臨床研究 jRCTs031180290
難治性血管・リンパ管疾患に対するシロリムスの安全性及び有効性を検討する多施設
共同非盲検非対照試験

他施設主管 腫瘍センター 黒田　達夫

N20160036 非特定臨床研究 jRCT1031180233
悪性神経膠腫に対するベバシズマブ・テモゾロミド術前化学療法 探索的第II相臨床試
験

慶應義塾主管 腫瘍センター 佐々木　光

N20160071 特定臨床研究 jRCTs031180199

A Randomized Open-label Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Tacrolimus and Corticosteroids in Comparison with Mycophenolate Mofetil and 
Corticosteroids in Subjects with Class III/IV±V Lupus Nephritis
（ループス腎炎に対するタクロリムスとミコフェノール酸モフェチルの有効性と安全

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 金子　祐子

N20170073 特定臨床研究 jRCTs031180361
血管壁の18F-NaFおよび18F-FDG集積を指標とした大動脈瘤患者の予後予測に関する臨
床研究

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 陣崎　雅弘

N20150136 特定臨床研究 jRCTs031180239
慢性血栓塞肺高圧症に対するバルーン動脈形成術の治療効果に関する多施設無作為化
臨床研究

慶應義塾主管 腫瘍センター 福田　恵一

N20150156 特定臨床研究 jRCTs032180221
重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球吸着療法(商品名：アダカラム)の有効性と安
全性

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 中本　伸宏

N20150293 特定臨床研究 jRCTs032180266 アップライトＣＴによる脊椎・四肢疾患に対する病態診断と治療法評価 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 陣崎　雅弘

N20160384 特定臨床研究 jRCTs032180267 立位・座位CTを用いた人体の解剖学的構造の定量化～臥位CTとの比較～ 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 陣崎　雅弘

N20170158 特定臨床研究 jRCTs032180204
光超音波イメージング装置を用いたリンパ管病変画像診断法の開発に関する探索的臨
床研究

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 貴志　和生

N20170193 特定臨床研究 jRCTs032180268 外科領域の疾患に関する立位CTの有用性に対する探索的研究 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 陣崎　雅弘

N20186045 特定臨床研究 jRCTs051180154 臨床病期IB-III (T4を除く) 食道癌に対するS-1術後補助療法の第II相臨床試験 他施設主管 腫瘍センター 北川　雄光

N20186046 特定臨床研究 jRCTs041180114
切除不能あるいは遠隔転移を有する軟部肉腫（コホート1：悪性末梢神経鞘腫瘍患者、
コホート2：抗がん剤抵抗性軟部肉腫患者）を対象としたpazopanibの第Ⅱ相臨床試験

他施設主管 腫瘍センター 中山　タラント　ロバート

N20186047 特定臨床研究 jRCTs031180276
限局性リンパ管腫（lymphangioma circumscriptum）に対する無水エタノール注入硬化
療法のパイロット研究

他施設主管 腫瘍センター 黒田　達夫

N20186048 特定臨床研究 jRCTs071180052
全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホルモン治療に続発する大腿骨頭
壊死症発生抑制治療

他施設主管 腫瘍センター 竹内　勤

N20186049 特定臨床研究 jRCTs041180146
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 GC-07(START-2)

他施設主管 腫瘍センター 北川　雄光

N20186050 特定臨床研究 jRCTs031180284
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(JALSGPh+ALL213)

他施設主管 腫瘍センター 清水　隆之

N20170210 特定臨床研究 jRCTs031180242

生体内物質Nicotinamide mononucleotideの長期投与の健常者に対する安全性確認試験
（第Ⅱ相試験）
（Nicotinamide mononucleotideの機能性表示食品開発を目指したメタボリックシンド
ローム関連指標改善の臨床試験）

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 伊藤 裕

N20170237 特定臨床研究 jRCTs031180225 認知症の病態メカニズム解明と創薬標的創出のための臨床研究 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 三村　將
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N20186051 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 三輪　点

N20186052 特定臨床研究 jRCTs031180435
造血器腫瘍患者を対象にしたHLA 1 座不適合非血縁者間骨髄移植における従来型GVHD
予防法と抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン併用GVHD予防法の無作為割付比較試験

他施設主管 腫瘍センター 加藤　淳

N20186053 特定臨床研究 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
移植療法の安全性と有効性の検討 (第1/2相試験)KSGCT1301 (FL benda)

他施設主管 腫瘍センター 加藤　淳

N20184001 特定臨床研究 jRCTs031180213
同種造血幹細胞移植後のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対するダ
サチニブを用いた維持療法の有効性の検討KSGCT1601(DASALL II)

他施設主管 腫瘍センター 岡本　真一郎

N20186055 特定臨床研究 jRCTs071180015
凍結融解胚移植の際の黄体補充としてのワンクリノン腟用ゲル剤の有効性を検討する
多施設共同研究

他施設主管 腫瘍センター 浜谷　敏生

N20170154 特定臨床研究 jRCTs032180341
光超音波イメージング装置を用いた脈管病変画像診断法の開発に関する探索的臨床研
究

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 尾原　秀明

N20170259 特定臨床研究 jRCTs032180345 呼気中水蒸気量検出装置を用いた口腔内湿潤度の測定 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 角田　和之

N20150216 特定臨床研究 jRCTs031180354
新規消化管ペプチドホルモン「グレリン」による慢性腎臓病患者に対する安全性の確
認のための試験

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 伊藤　裕

N20120360 特定臨床研究 jRCTs031180409
遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、コレステロール生合成
経路の酵素阻害による治療の試み

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 久保　亮治

N20150381 特定臨床研究 jRCTs031180362
ピロリ菌除菌困難例に対するリファブチン、アモキシシリン、ボノプラザンによる三
次、四次除菌療法

慶應義塾単独実施 腫瘍センター 正岡　建洋

N20150382 特定臨床研究 jRCTs031180412
ピロリ菌除菌困難例に対するボナプラザン、アモキシシリン、シタフロキサシンによ
る三次除菌療法

慶應義塾主管 腫瘍センター 正岡　建洋

N20150383 特定臨床研究 jRCTs031180413 ボナプラザン、メトロニダゾール、シタフロキサシンによるピロリ菌除菌療法 慶應義塾主管 腫瘍センター 正岡　建洋

N20170044 特定臨床研究 jRCTs032180317
CTストレイン解析による陳旧性心筋梗塞における左室壁運動異常の検出能およびMRIタ
ギングとの検出比較試験

慶應義塾主管 腫瘍センター 陣崎　雅弘

N20180008 特定臨床研究 jRCTs031180410
国際共同多施設での胚細胞腫瘍低リスク患者に対する積極的サーベイランス第3相試験
並びに標準リスクの小児及び成人患者に対するカルボプラチンとシスプラチンのラン
ダム化比較試験；AGCT1531

慶應義塾主管 腫瘍センター 黒田　達夫

N20180002 特定臨床研究 jRCTs032190001 新眼科診療機器、スマートアイカメラの安全性と有用性を検討するための探索的研究 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 榛村　重人

N20170239 特定臨床研究 jRCTs032190004 CT画像および体表計測に基づく四肢装具の開発、およびその評価システムの開発 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 名倉　武雄

N20186056 特定臨床研究 jRCTs031180252
高リスク前立腺がんに対する小線源・外照射併用放射線療法おける補助ホルモン療法
の有効性に関する臨床研究

他施設主管 腫瘍センター 浅沼　宏

N20160407 特定臨床研究 jRCTs031180405 難治性天疱瘡患者に対するリツキシマブ治療の安全性試験(患者申出療養) 慶應義塾単独実施 腫瘍センター 舩越　建

N20186057 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 嶋田　博之
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N20186058 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 青木　大輔

N20186059 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 嶋田　博之

N20186060 特定臨床研究 jRCTs032180138
薬物療法に反応しない双極性うつ病への反復経頭蓋磁気刺激（rTMS）の有効性と安全
性：ランダム化二重盲検偽刺激対照比較試験

他施設主管 腫瘍センター 野田　賀大

N20196001 非特定臨床研究 jRCT1031190035
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

他施設主管 腫瘍センター 佐々木　光

N20196002 特定臨床研究 jRCTs041190043
MLL遺伝子再構成陽性乳児急性リンパ性白血病に対するクロファラビン併用化学療法の
有効性と安全性の検討をする多施設共同第II相試験およびMLL遺伝子再構成陰性乳児急
性リンパ性白血病に対する探索的研究

他施設主管 腫瘍センター 嶋田　博之

N20196003 特定臨床研究 jRCTs071180014
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）

他施設主管 腫瘍センター 關　守信

N20196005 特定臨床研究 jRCTs031190015
エクリズマブ投与全身型重症筋無力症（MG)患者の病態生理特性に関する前向き多施設
共同臨床研究－日本人患者を対象とした血中補体およびMG関連抗体価の経時推移の検
討－

他施設主管 腫瘍センター 鈴木　重明

N20196006 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 嶋田　博之

N20186044 特定臨床研究 jRCTs031190008
結節・気管支拡張型肺MAC症に対する間欠的治療と連日治療の多施設共同非盲検ランダ
ム化比較試験

他施設主管 腫瘍センター 長谷川　直樹

N20196008 特定臨床研究 jRCTs041190066
小児の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫に対する骨髄非破壊的前処置を用いた同種
造血幹細胞移植の有効性と安全性を評価する多施設共同非盲検無対照試験

他施設主管 腫瘍センター 嶋田　博之

N20192002 特定臨床研究 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

慶應義塾主管 腫瘍センター 嶋田　博之

N20196009 特定臨床研究 jRCTs041190063
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

他施設主管 腫瘍センター 嶋田　博之

N20180005 非特定臨床研究 jRCT1031190056 クローン病を対象とした薬効予測マーカーの探索 慶應義塾主管 腫瘍センター 南木　康作

N20196010 特定臨床研究 jRCTs031180144
経カテーテル大動脈弁留置術後の心房細動患者におけるエドキサバンと標準治療の比
較、及びそれらの臨床転帰に対する影響

他施設主管 腫瘍センター 林田　健太郎

N20180012 特定臨床研究 jRCTs031190088
ロイコサッカライドが健常者の糖代謝指標と腸内環境へ与える影響を見出すプラセボ
対象無作為化二重盲検比較研究

慶應義塾主管 腫瘍センター 入江　潤一郎

N20192001 特定臨床研究 jRCTs032190089
総合失調症患者及び総合失調感情障害患者を対象としたデジタル服薬管理システム
（プロテウス服薬管理システム、大塚メディカルソフトウェア）の使用研究、探索的
研究

慶應義塾主管 腫瘍センター 岸本　泰士郎

N20180011 特定臨床研究 jRCTs031190094
骨格筋ミトコンドリアを制御する天然アミノ酸であるアミノレブリン酸が身体能力に
与える影響の解析

慶應義塾主管 腫瘍センター 宮下　和季

N20196012 非特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 岩田　卓

N20196013 非特定臨床研究 jRCT1052180075
1 型糖尿病におけるフラッシュグルコースモニタリングが低血糖も含む血糖コント
ロールとQOL改善に及ぼす効果の研究

他施設主管 腫瘍センター 目黒　周
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N20196014 特定臨床研究 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

他施設主管 腫瘍センター 中山　タラント　ロバート

N20196015 特定臨床研究 jRCTs041190100

WJOG11018G
オキサリプラチン、フルオロピリミジン、ベバシズマブおよびtrifluridine / 
tipiracilに不応不耐となった切除不能大腸がんに対するFOLFIRI+ziv-aflibercept療
法の第Ⅱ相試験

他施設主管 腫瘍センター 平田　賢郎

N20180010 特定臨床研究 jRCTs032190178
経頭蓋磁気刺激法と視覚誘導性自己運動錯覚との併用による脳機能・身体機能への影
響

慶應義塾主管 リハビリテーション医学 川上　途行

N20196019 特定臨床研究 jRCTs051190090
IIIC/IV期卵巣癌患者を対象としたPrimary Debulking Surgery (PDS) とNeoadjuvant 
Chemotherapy＋Interval Debulking Surgery (NAC/IDS) の無作為化第三相比較試験

他施設主管 産婦人科学 青木　大輔

N20196020 非特定臨床研究 jRCT1071190016 関節リウマチを対象とした日常診療科におけるサリルマブの前向き観察研究 他施設主管 内科学（リウマチ・膠原病） 金子　祐子

N20180004 特定臨床研究 jRCTs031190156 実臨床における難治性潰瘍性大腸炎に対する青黛の有用性と安全性の検討 慶應義塾単独実施 内科学（消化器） 金井　隆典

N20190001 特定臨床研究 jRCTs031190185
2期または3期糖尿病性腎症患者における、SGL2阻害剤トホグリフロジンによる初回投
与、再投与の腎保護効果の探索的研究

慶應義塾主管 内科学（腎臓内分泌代謝） 田中　正巳

N20190003 特定臨床研究 jRCTs032190161 MRI撮像法の最適撮像条件の探求 慶應義塾主管 放射線科学（診断） 陣崎　雅弘

N20180009 特定臨床研究 jRCTs032190190
脳卒中後の感覚運動麻痺に対する仮想現実リハビリテーションシステム （KiNvis）を
用いた効果の検証

慶應義塾主管 リハビリテーション医学 川上　途行

N20196016 特定臨床研究 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

他施設主管 精神・神経科学 内田　裕之

N20196017 特定臨床研究 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

他施設主管 精神・神経科学 内田　裕之

N20196018 特定臨床研究 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

他施設主管 精神・神経科学 内田　裕之

N20190002 特定臨床研究 jRCTs031190202
KIT遺伝子変異のある進行期悪性黒色腫に対するKIT阻害薬、抗PD-1抗体併用療法の第
I/II相臨床試験

慶應義塾単独実施 皮膚科学 舩越　建

N20196023 特定臨床研究 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 他施設主管 精神・神経科学 内田　裕之

N20192003 特定臨床研究 jRCTs031190237 重症喘息患者に対する抗IL-5 受容体抗体ベンラリズマブの効果に関する検討 慶應義塾主管 内科学（呼吸器） 福永　興壱

N20196025 特定臨床研究 jRCTs071180037
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

他施設主管 内科学（呼吸器） 安田　浩之

N20196026 非特定臨床研究 jRCT1031190235
ウィルス性顔面神経麻痺（Bell麻痺, Hunt症候群, ZSH）に対する新規診断法および治
療法の開発と安全性の検討

他施設主管 耳鼻咽喉科学 神崎　晶

N20206001 特定臨床研究 jRCTs051200021
小児髄芽腫に対し新規リスク分類を導入したチオテパ／メルファラン大量化学療法併
用放射線減量治療の有効性と安全性を検討する第II相試験

他施設主管 脳神経外科学 三輪　点

N20206002 特定臨床研究 jRCTs031200026
肺炎を有する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者を対象としたファビピラビ
ルとナファモスタットメシル酸塩の併用療法の有効性及び安全性を検討する多施設共
同単盲検ランダム化比較試験

他施設主管 内科学（呼吸器） 福永　興壱
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