
実施中のがんに関連する臨床研究一覧 

 2023年 3月現在 

整理番号 課題名 対象疾患 診療科 研究責任者 

IRB20090428-2 悪性卵巣腫瘍に対する疫学的研究 悪性卵巣腫瘍 産婦人科 山室理 

IRB20100223-6 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－JALSG AML209 Genetic Study (AML209-

GS)－ 

成人急性骨髄性白血

病 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

IRB20111122-8 

 

日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会(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 

小児血液腫瘍性疾患 小児科 石井睦夫 

1005 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 

小児急性骨髄性白血

病 

小児科 石井睦夫 

1052 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク  血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1106 成人急性リンパ芽球性白血病におけるトランスクリプトーム

解析（JALSG ALL202O-EWS） 

成人急性リンパ芽球

性白血病 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1131 小児固形腫瘍観察研究 小児固形腫瘍 小児科 石井睦夫 

1180 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

（JCOG1411） 

濾胞性リンパ腫 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1193 前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過

に関する実態調査研究 

前立腺がん 泌尿器科 錦見俊徳 

1205 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自 急性リンパ性白血病 血液・腫瘍内科 笠井雅信 



家末梢血幹細胞移植に関する臨床研究（Auto-Ph17） 

1219 泌尿器腫瘍（腎臓、尿管、膀胱、前立腺、尿道、精巣、後腹膜）

の臨床病理学的検討 

泌尿器腫瘍 泌尿器科 錦見俊徳 

1241 疫学調査「口腔がん登録」 口腔がん 歯科口腔外科 林康司 

1261 成人急性骨髄性白血病の発症・進展および治療反応性、副作用

に関係する遺伝子異常の網羅的解析（JALSG AML209GWS） 

成人急性骨髄性白血

病 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1267 前立腺癌薬物療法における QOLに関する研究 

Study on QOL of prostate cancer patients under 

pharmacotherapy 

前立腺癌 泌尿器科 錦見俊徳 

1284 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: HORIZON study 

古典的ホジキンリン

パ腫 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1310 肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療（SBRT）の多施設共同前

向き観察研究 

肺腫瘍 放射線科 杉江愛生 

1323 乳がん手術後の体幹リンパ浮腫の形状に関する研究 乳がん がん診療推進セン

ター 

室田かおる 

1339 HLA 不適合移植後患者の造血器腫瘍再発に対する不適合 HLA-

DP抗原を抗腫瘍効果の標的とした T細胞療法の研究 

造血器腫瘍 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1362 悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリキッドバイオ

プシーの有用性を検討するための研究 

悪性リンパ腫（疑い） 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1387 脳腫瘍の進展における遺伝子異常変化の解析 脳腫瘍 脳神経外科 永谷哲也 

1403 JALSG参加施設において新規に発症した全 AML,全 MDS,全 CMML

症例に対して施行された治療方法と患者側因子が５年生存率

に及ぼす影響を検討する観察研究 

急性骨髄性白血病、骨

髄異形成症候群、慢性

骨髄単球性白血病 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 



1404 再発・難治性 FLT3遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病における

ギルテリチニブの有効性とその感受性規定因子に関する研究    

急性骨髄性白血病 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1405 血液循環腫瘍 DNA 陰性の高リスク StageⅡ及び低リスク

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

CAPOX 療法と手術単独を比較するランダム化第Ⅲ相比較試験

（VEGA trial） 

結腸癌 一般消化器外科 坂本英至 

1406 根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研

究(GALAXY trial) 

結腸・直腸癌 一般消化器外科 坂本英至 

1412 JALSG CS-17 研究付随研究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 血液・腫瘍内科 小林美希 

1423 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（JALSG Ph(-)B-ALL213）登録症例を対象とした観察研究 

急性リンパ性白血病 血液・腫瘍内科 小林美希 

1445 急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検査の意義と実行

可能性を検証するための多施設共同前向き観察研究 ALL-18 

急性リンパ性白血病 小児科 石井睦夫 

1460 ヘアリー細胞白血病(日本型)の疾患概念の確立に向けた解析

調査 

ヘアリー細胞白血病 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

1507 放射線療法を行った中咽頭癌の治療成績、CT 画像の解析によ

る臨床的有用性の検討 

中咽頭癌 放射線科 杉江愛生 

1508 限局・局所進行前立腺癌に対するホルモン治療併用根治的放射

線治療後における PSA 晩期上昇率の２施設共同後方視的時系

列解析 

前立腺癌 放射線科 杉江愛生 

1517 前立腺癌組織中遺伝子変異を予測する病理学的スクリーニン 前立腺癌 泌尿器科 錦見俊徳 



グ法の開発 

1524 切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブ併

用療法の効果予測因子の検討 

肝細胞癌 消化器内科 日下部篤宣 

1532 老化関連蛋白 klotho の下垂体腫瘍における発現性 下垂体腫瘍 病院総合支援科 佐藤哲彦 

1540 胆道癌における Genome wide association study (GWAS) -国

際多施設共同研究- 

胆道癌 消化器内科 宮部勝之 

1550 再発・進行がん患者の End-of-life discussions に関する体

験 

 看護部 室田かおる 

1554 高齢者急性骨髄性白血病における遺伝子異常と予後の関連に

関する研究（JALSG GML219-Molecular） 

急性骨髄性白血病 血液・腫瘍内科 小林美希 

1564 前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血

病における長期予後と治療実態調査（観察研究）JALSG CS-

07/11tAPL study 

急性前骨髄球性白血

病 

血液・腫瘍内科 小林美希 

1570 がん遺伝子パネル検査を実施した婦人科悪性腫瘍 12症例の後

方視的検討 

婦人科悪性腫瘍 産婦人科 山室理 

1573 転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の連日照射法と間隔を

空けた照射法のランダム化比較試験：多施設共同第 II相試験 

転移性脳腫瘍 放射線科 杉江愛生 

3001 成人骨髄性血液悪性腫瘍に対する臍帯血移植における G-CSF 

priming 骨髄破壊的前治療の有効性に関するランダム化比較

試験 臨床第Ⅲ相試験 

成人骨髄性血液悪性

腫瘍 

血液・腫瘍内科 笠井雅信 

3007 完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+シ

スプラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療法の

ランダム化比較第Ⅲ相試験 

非扁平上皮非小細胞

肺癌 

呼吸器内科 松田浩子 



3009 未治療進行期低悪性度 B細胞リンパ腫に対する抗 CD20抗体療

法 +化学療法 [Rituximab+standard CHOP(R ・ S-CHOP) vs 

Rituximab+bi-weekly CHOP(R・Bi-CHOP)]のランダム化比較第

Ⅱ/Ⅲ相試験 

B細胞リンパ腫 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3010 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 

成人 T細胞白血病・リ

ンパ腫 
血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3011 未治療の CD20 陽性びまん性大細胞型 B リンパ腫に対する R-

CHOP 療法における Rituximab の投与スケジュールの検討を目

的としたランダム化第 II/III相試験 

びまん性大細胞型 B

リンパ腫 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3012 高リスク DLBCLに対する導入化学療法（bi-R-CHOP療法または

bi-R-CHOP/CHASER療法）と大量化学療法（LEED)の有用性に関

するランダム化第 II相試験 

びまん性大細胞型 B

リンパ腫 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3016 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 

急性前骨髄球性白血

病 
血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3017 切除不能膵癌による中下部胆道閉塞に対する一期的、二期的

self-expandable metallic stent留置方法の多施設共同無作

為化比較試験 

膵癌 

消化器内科 清水周哉 

3018 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 

血管内大細胞型 B 細

胞リンパ腫 血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3020 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 

乳がん 

一般消化器外科 坂本英至 



3023 根治療法後に再発を来した非転移性の去勢抵抗性前立腺癌に

対するエンザルタミドの臨床効果および安全性の検討 

前立腺癌 泌尿器科 小林弘明 

3025 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 

急性リンパ性白血病 

小児科 石井睦夫 

3026 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 

小児リンパ芽球型リ

ンパ腫 
小児科 石井睦夫 

3027 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 

小児 B 前駆細胞性急

性リンパ性白血病 
小児科 石井睦夫 

3028 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 

小児ランゲルハンス

細胞組織球症 
小児科 石井睦夫 

3029 StageIIIb 大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/Oxaliplatin 療法のランダ

ム化比較第 III相試験  

大腸癌 

一般消化器外科 坂本英至 

3030 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 

急性リンパ性白血病 

血液・腫瘍内科 小林美希 

3033 高齢者急性骨髄性白血病(AML)の層別化により化学療法が可能

な症例に対して若年成人標準化学療法の近似用量を用いる第

II相臨床試験 

急性骨髄性白血病 

血液・腫瘍内科 小林美希 

3034 初発 BCR-ABL1陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対象とし

たダサチニブ、ポナチニブ併用化学療法および造血幹細胞移植

の臨床第 II相試験 

急性リンパ性白血病 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 



3035 再発濾胞性リンパ腫に対する obinutuzumab+bendamustine 併

用の第 II相試験 

濾胞性リンパ腫 
呼吸器内科 小笠原智彦 

3036 PD-L1発現 50%未満高齢者非扁平上皮非小細胞肺がんに対する

ペムブロリズマブ＋ペメトレキセド療法の第 2 相試験: 

CJLSG1901 

非扁平上皮非小細胞

肺がん 呼吸器内科 小笠原智彦 

3037 高齢者非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン・ペメ

トレキセド・アテゾリズマブ併用後ペメトレキセド・アテゾリ

ズマブ維持療法の第 2相試験:CJLSG1902 

非扁平上皮非小細胞

肺癌 血液・腫瘍内科 小林美希 

3039 JCOG1911: 高齢者または移植拒否若年者の未治療多発性骨髄

腫患者に対するダラツムマブ＋メルファラン＋プレドニゾロ

ン＋ボルテゾミブ（D-MPB）導入療法後のダラツムマブ単独療

法とダラツムマブ＋ボルテゾミブ併用維持療法のランダム化

第 III相試験 

多発性骨髄腫患者 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3041 小児および若年成人におけるランゲルハンス細胞組織球症に

対するリスク別多施設共同第 II相臨床試験 

ランゲルハンス細胞

組織球症 
小児科 石井睦夫 

3042 小児急性骨髄性白血病を対象とした微小残存病変を用いた層

別化治療、および非低リスク群に対する寛解導入後治療におけ

るゲムツズマブオゾガマイシン追加の有効性および安全性を

検討するランダム化比較第 III相臨床試験 

急性骨髄性白血病 

小児科 石井睦夫 

3043 小児・AYA・成人に発症した B前駆細胞性急性リンパ性白血病

に対する多剤併用化学療法の多施設共同第 III相臨床試験 

B前駆細胞性急性リン

パ性白血病 
小児科 石井睦夫 

3044 小児、AYA世代および成人 T細胞性急性リンパ性白血病に対す

る多施設共同後期第 II 相臨床試験 

成人 T 細胞性急性リ

ンパ性白血病 
小児科 石井睦夫 



3045 
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 

⼀過性⾻髄異常増殖

症 
小児科 石井睦夫 

3047 JCOG2008: 未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫に対するオビヌツ

ズマブ＋ベンダムスチン療法後のオビヌツズマブ維持療法の

省略に関するランダム化第 III相試験 

濾胞性リンパ腫 

血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3048 小児・AYA世代の限局期成熟 B細胞性リンパ腫に対するリツキ

シマブ併用化学療法の有効性の評価を目的とした多施設共同

臨床試験 

B細胞性リンパ腫 

小児科 石井睦夫 

3049 シンバイオティクスの腸内環境改善効果が大腸癌の腫瘍微小

環境に及ぼす影響に関する研究 

大腸癌 
一般消化器外科 坂本英至 

3050 WJOG14320B 

HER2 陽性乳癌の T-DXd 治療に対するオランザピン併用制吐療

法の有効性を検討するプラセボコントロール二重盲検ランダ

ム化第Ⅱ相比較試験 (ERICA) 

乳癌 

乳腺外科 小林尚美 

3051 再発・難治性末梢性 T細胞リンパ腫に対する tucidinostat単

剤治療の第 II相試験 

T細胞リンパ腫 
血液・腫瘍内科 内田俊樹 

3053 ホルモン受容体陽性 HER2陰性進行転移乳癌に対し一次治療と

してアベマシクリブ、アロマターゼ阻害薬併用療法施行症例を

対象とした、ESR1 変異に基づく治療戦略の有用性を検討する

第 2相研究 (JBCRG-M08 AMBER trial） 

乳癌 

乳腺外科 山内康平 

5001 食道表在癌の病期予測のための血清バイオマーカーの前向き 食道表在癌 消化器内科 山田智則 



検証研究 

5009 膵・胆道悪性腫瘍における手術検体を用いたオートタキシン発

現とその意義の検討 

膵・胆道悪性腫瘍 消化器内科 宮部勝之 

5012 大腸鋸歯状病変からの発癌経路の実態調査と病態解明 大腸鋸歯状病変 消化器内科 山田智則 

5017 「エンハーツ点滴静注用 100mg 特定使用成績調査(乳癌)」患

者を登録対象としたトラスツズマブ デルクステカン中止後の

後治療に関するコホート研究 

乳癌 乳腺外科 小林尚美 

 

 


