
2019年4月10日現在

jRCT番号 進捗状況 研究課題名
研究実施体制

（研究代表機関）
当院における
研究責任医師

対象疾患

1 jRCTs032180018 審査中
カテーテルアブレーション後の心房細動再発診断における着衣型２週間心電図と通常
型２４時間心電図のランダム化クロスオーバー比較試験

筑波大学附属病院 町野　毅
心房細動に対する初回カテーテ
ルアブレーション治療後

2 jRCTs032180062 募集中
広範囲または筋肉露出を伴う皮膚欠損に対する植皮固定における陰圧閉鎖療法の有用
性に関する前向き介入研究

筑波大学附属病院 中村貴之

躯幹・四肢（陰圧閉鎖が困難で
ある陰部・手足を除く）の長径
10㎝以上の皮膚欠損または筋肉
が露出する欠損に対して植皮術
を行う症例

3 jRCTs032180046 募集中 動脈硬化性疾患に対する心電脈波検査装置の有用性評価 筑波大学附属病院 松村　明

脳卒中、脳動脈硬化症、頚動脈
硬化症、虚血性心疾患、閉塞性
動脈硬化症、糖尿病など、動脈
硬化性疾患を有する患者

4 jRCTs032180020 募集中
脳卒中患者に対するMedical Care Pitを用いた歩行動作支援の安全性と実行可能性試
験

筑波大学附属病院 羽田康司
起立や歩行動作の能力が低下し
ている脳卒中患者（脳梗塞ある
いは脳出血患者）

5 jRCTs031180120 募集中
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

他施設代表 関口幸夫
不整脈治療デバイス植え込みさ
れた２型糖尿病患者

6 jRCTs061180004 募集中
Paediatric Hepatic International Tumour Trial　小児肝癌に対する国際共同臨床
試験 (JPLT4: PHITT)

他施設代表 福島　敬 小児肝癌

7 jRCTs022180029 募集中 コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法の有用性に関する臨床研究 他施設代表 山縣邦弘 コレステロール塞栓症

8 jRCTs051180239 募集中
プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観的画像診断・評価法の確立
を目指す臨床研究

他施設代表 玉岡　晃
アルツハイマー病、脳血管認知
症、ピック病

9 jRCT1032180086 募集中
頭蓋底脊索腫・軟骨肉腫術後に対する陽子線治療の有効性・安全性を評価する第II相
試験

筑波大学附属病院 櫻井英幸 頭蓋底脊索腫・軟骨肉腫

10 jRCTs011180008 募集終了
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常症に対するベザフィブラートの長期投与時の安全性に
関する多施設共同継続臨床研究

他施設代表 玉岡　晃
ミトコンドリア脂肪酸代謝異常
症

11 jRCTs032180333 募集終了
人工股関節全置換術におけるAqualaライナーの有効性と安全性を評価する多施設共同
研究

他施設代表 三島　初
変形性膝関節症などの股関節疾
患

12 jRCTs031180022 募集中
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

他施設代表 森脇俊和
腹膜播種を有する切除不能進行
胃癌/食道胃接合部腺癌

13 jRCTs031180140 募集中
GVHD予防法に移植後シクロフォスファミドを用いたHLA適合ドナーからの造血幹細胞
移植療法の第I/II相試験

筑波大学附属病院 千葉　滋
急性骨髄性白血病、急性リンパ
性白血病、骨髄異形成症候群、
悪性リンパ腫

14 jRCTs031180078 募集中
頚椎疾患に対する長範囲後方固定術におけるAp−FGFコーティング頚椎椎弓根スク
リューの安全性評価のための探索的試験

筑波大学附属病院 山﨑正志
頸椎疾患（脊椎関節炎、変形性
脊椎関節症）

15 jRCTs032180112 募集中 精神疾患におけるConnectivity異常の経頭蓋磁気刺激誘発脳波による評価 筑波大学附属病院 井出政行
統合失調症、うつ病、精神疾患
を持たない健常者

16 jRCTs032180105 募集中 慢性心不全患者におけるロボットスーツHALを用いた運動療法の有用性に関する研究 筑波大学附属病院 小池　朗 慢性心不全患者

【筑波大学附属病院において実施中の特定臨床研究（治験以外）】
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17 jRCTs032180111 募集中
変形性膝関節症術後患者に対する装着型動作支援ロボット（単関節HAL：Hybrid
Assistive Limb®）を用いた膝関節伸展機構早期機能回復治療の実施可能性および安
全性に関する評価試験

筑波大学附属病院 山崎正志 変形性膝関節症

18 jRCTs032180101 募集中 分光分布制御光源を用いた術中眼内観察の安全性の検討 筑波大学附属病院 星　崇仁
黄斑前膜、黄斑円孔、糖尿病網
膜症、網膜剥離、網膜出血、硝
子体出血

19 jRCTs041180007 募集中
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mFOLFOX6療法の
第II相試験

他施設代表 森脇俊和 胃癌

20 jRCTs032180098 募集中 末梢神経両断端緩徐伸長法による欠損間隙の治療法 筑波大学附属病院 山崎正志 末梢神経損傷

21 jRCTs031180282 募集中 敗血症急性期に対する塩酸ランジオロールの有用性の検討 筑波大学附属病院 下條信威 肺血症

22 jRCTs031180410 募集中
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

他施設代表 新開統子 胚細胞腫瘍

23 jRCTs051180187 募集中
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）

他施設代表 森脇俊和 胃癌

24 jRCTs031180056 募集終了
EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベバシズマブ +
エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲検無作為化比較第III
相臨床試験（NEJ026）

他施設代表 関根郁夫
進行再発非扁平上皮非小細胞肺
癌

25 jRCTs031180083 募集中
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

他施設代表 石川栄一 初回再発または増悪膠芽腫

26 jRCTs031180122 募集中
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）

他施設代表 森脇俊和 切除不能進行再発大腸癌

27 jRCTs031180161 募集終了
糖尿病黄斑浮腫におけるアフリベルセプト注射前後のコントラスト感度を含めた視機
能と視覚関連Quality of Lifeの検討

筑波大学附属病院 岡本史樹 糖尿病黄斑浮腫

28 jRCTs032180430 募集中
運動機能障害に対する装着型人支援ロボットHALを小児に用いた機能回復治療法の実
行可能性、安全性に関する評価試験

筑波大学附属病院 鎌田浩史
脳性麻痺、二分脊椎、その他の
脳神経疾患・脊髄疾患

29 jRCTs032180149 募集中
中枢性運動機能障害に対する装着型人支援ロボットHALを用いた中枢神経機能回復治
療法の実行可能性、安全性に関する評価試験

筑波大学附属病院 山﨑正志
脳卒中、脳・脊髄損傷、脳・脊
髄腫瘍、神経筋疾患

30 jRCTs051180141 募集終了
ステント支援脳動脈瘤治療における二剤抗血小板薬投与の効果と安全性に関する多施
設共同ランダム化比較試験

他施設代表 松丸祐司 脳動脈瘤

31 jRCTs061180021 募集終了
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

他施設代表 森脇俊和
化学療法未治療の切除不能な進
行・再発大腸癌

32 jRCTs031180141 募集終了

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

他施設代表 佐藤豊実 卵巣癌、卵管癌、腹膜癌
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33 jRCTs031180151 募集終了
JCOG1017: 薬物療法非抵抗性Stage IV 乳癌に対する原発巣切除の意義（原発巣切除
なしversus あり）に関するランダム化比較試験

他施設代表 坂東裕子 転移性乳癌

34 jRCTs031180167 募集終了
JCOG1101: 腫瘍径2cm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

他施設代表 佐藤豊実
腫瘍径2ｃｍ以下の子宮頸癌IB1
期

35 jRCTs041180101 募集終了
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 （ALL-B12）

他施設代表 小林千恵
B前駆細胞性急性リンパ性⽩⾎
病

36 jRCTs031180007 募集中
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

他施設代表 佐藤豊実

初発子宮頸癌IVB期もしくは再
発・増悪・残存子宮頸癌のう
ち、手術や放射線療法での根治
が期待できない病態

37 jRCTs041180100 募集終了
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JALSG
APL212

他施設代表 横山泰久 成人急性前骨髄球性白血病

38 jRCTs031180121 募集中
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

他施設代表 西山博之 上部尿路癌

39 jRCTs031180194 募集中
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

他施設代表 櫻井英幸 子宮頸癌術後再発高リスク症例

40 jRCT1032180197 募集中
JCOG1315C: 切除可能肝細胞癌に対する陽子線治療と外科的切除の非ランダム化同時
対照試験 (SPRING study)

他施設代表 櫻井英幸 切除可能肝細胞癌

41 jRCTs031180124 募集中
婦人科悪性腫瘍患者の静脈血栓塞栓症に関する多施設共同前向き登録研究および単群
検証的臨床試験

他施設代表 佐藤豊実 婦人科悪性腫瘍

42 jRCTs051180057 募集終了
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（POTENT）

他施設代表 坂東裕子 乳癌

43 jRCTs031180178 募集中
JCOG1203: 上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ランダム化検証的試
験

筑波大学附属病院 佐藤豊実

完全な妊孕性温存手術施行前に
卵巣明細胞腺癌IA期および他の
組織型の上皮性卵巣癌IC期（片
側性）グレードG1/2と推測され
る病態

44 jRCTs031180174 募集終了
局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる補助化学療法のランダム
化第III相比較試験

他施設代表 佐藤豊実 子宮頸癌

45 jRCTs051180157 募集終了
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

他施設代表 佐藤豊実 進行・再発子宮頸癌

46 jRCTs031180250 募集中 子宮頸癌根治的放射線治療における組織内照射併用腔内照射の第I/Ⅱ相試験 他施設代表 櫻井英幸 子宮頸がん

47 jRCTs031180024 募集中
根治切除不能または転移性腎細胞癌に対するNivolumab併用画像誘導3次元集光式超寡
分割照射法（IGE）による非照射病巣の縮小効果増強の有無を検証する多施設ランダ
ム化第2相比較試験

他施設代表 櫻井英幸
根治切除不能または転移性腎細
胞癌

48 jRCTs061180018　 募集中
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（NEJ032B）

他施設代表 関根郁夫 非小細胞肺癌

49 jRCTs041180159 募集終了
未治療CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する Dose-adjusted EPOCH-R/HD-
MTX療法の第II相試験 (PEARL5試験)

他施設代表 長谷川雄一
CD5陽性びまん性大細胞型B細胞
リンパ腫



jRCT番号 進捗状況 研究課題名
研究実施体制

（研究代表機関）
当院における
研究責任医師

対象疾患

50 jRCTs031180207 募集終了
JCOG1114C: 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

他施設代表 石川栄一
初発中枢神経系原発悪性リンパ
腫

51 jRCTs041180128 募集終了
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：AML-12

他施設代表 福島　敬 急性骨髄性白血病

52 jRCT1012180007 募集中
切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する陽子線治療の
多施設共同臨床試験

他施設代表 櫻井英幸 肝細胞癌

53 jRCTs041180166 募集中

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

他施設代表 森脇俊和
切除不能進行・再発大腸がん初
回化学療法例

54 jRCTs041180156 募集中
WJOG8916G
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
TAS102＋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)

他施設代表 森脇俊和 結腸/直腸癌

55 jRCTs051180126 募集中
化学療法未治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌に対する
CapeOX療法の第II相臨床試験　＜TCOG GI-1601＞

他施設代表 兵頭一之介 胃癌

56 jRCTs051180041 募集終了
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）

他施設代表 平岡孝浩 軽度または中程度近視

57 jRCTs031180201 募集中
JCOG 1303：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

他施設代表 松⽥真秀 WHO GradeⅡ星細胞腫

58 jRCTs031180215 募集中
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

他施設代表 石川栄一 退形成性神経膠腫

59 jRCTs021180026 募集終了
ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維持療法を利用し
たベバシズマブ＋パクリタキセル療法の治療最適化研究 －多施設共同無作為化比較
第II相臨床試験－

他施設代表 坂東裕子
ホルモン受容体陽性、HER2陰
性、進行・再発乳癌

60 jRCTs031180269 募集中
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

他施設代表 佐藤豊実
リンパ節転移リスクを有すると
考えられる術前病期ⅠB-ⅢC1期

61 jRCTs031180246 募集終了
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

他施設代表 森脇俊和 大腸がん

62 jRCTs041180145 募集終了
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（JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U）

他施設代表 小林千恵
T細胞性急性リンパ性⽩⾎病(T-
ALL)

63 jRCTs041180145 募集終了
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（JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U）

他施設代表 千葉 滋
T細胞性急性リンパ性⽩⾎病(T-
ALL)

64 jRCTs021180022 募集中
限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF 併用治療期間短縮 VDC-IE 療法
を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験

他施設代表 福島　敬 ユーイング肉腫

65 jRCTs041180095 募集終了
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏功した閉経後乳がん患者に対する術後化学内
分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験

他施設代表 坂東裕子 乳癌

66 jRCTs041180131 募集中
小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験（LLB-
NHL03)

他施設代表 鈴木涼子 限局既リンパ芽球型リンパ腫
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67 jRCTs051180233 募集中
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

他施設代表 石川栄一 頭蓋内上衣腫

68 jRCTs051180203 募集中
IDRF（Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決定と、段階的に強度
を高める化学療法による、神経芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験

他施設代表 福島 紘子 神経芽腫

69 jRCTs051180206 募集中
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、
シクロフォスファミド1.2g/m2)/VA療法の有効性及び安全性の評価 第II相試験

他施設代表 福島　敬 横紋筋肉腫

70 jRCTs051180200 募集中
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
及び安全性の評価の第II相臨床試験

他施設代表 福島　敬 横紋筋肉腫

71 jRCTs051180208 募集中

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

他施設代表 福島　敬 横紋筋肉腫

72 jRCTs051180137 募集中
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象としたアジルサルタンの左
室拡張機能改善効果の探索的検討

他施設代表 青沼和隆
高血圧を合併した左室拡張機能
障害を有する心不全患者

73 jRCTs052180172 募集中 近視学童における多焦点コンタクトレンズが近視進行に与える影響に関する臨床研究 他施設代表 平岡孝浩 軽度または中等度近視

74 jRCTs031180236 募集終了 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの有効性及び安全性に関する第2相試験 他施設代表 原　尚人 甲状腺未分化癌

75 jRCTs031180423 募集中
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

他施設代表 佐藤豊実 早期卵巣がん

76 jRCTs051180189 募集終了
本邦における高用量スタチンを用いた心血管カテーテル検査および治療後の造影剤腎
症予防効果に関する臨床研究

他施設代表 青沼和隆 造影剤腎症
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