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No 整理番号 試験題目 診療科 登録番号

1 5890
腸管型ベーチェット病におけるアダリ
ムマブとステロイドの多施設共同前向
き無作為化比較試験(CASTLE study)

消化器内科 UMIN000012469 

2 5906

低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例
に対する内視鏡的粘膜下層剥離術にお
ける消化管出血リスクについての多施

設共同無作為比較試験

消化器内科 UMIN000013177

3 6010
炎症性腸疾患に対する便細菌叢移植安

全性試験
消化器内科 UMIN000020954

4 6036

胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術
後に実施する上部消化管内視鏡検査の
適切な間隔を検討する無作為化比較研

究

消化器内科 UMIN000023804

5 6065
治癒切除不能膵がん患者に対する

Pegfilgrastim休薬によるFOLFIRINOX
の第II相試験

消化器内科 UMIN000028055

6 6071
抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例
の内視鏡的大腸ポリープ摘除術後出血

割合に関する検討
消化器内科 UMIN000023720

7 6108
進行肝細胞癌患者を対象としたレンバ
チニブの至適な減量方法を検討するラ

ンダム化第II相試験
消化器内科 UMIN000032400

8 6109

10mm以下の十二指腸非乳頭部上皮性
腫瘍に対するコールドスネアーポリペ
クトミーの有効性および安全性に関す

る非ランダム化検証的試験

消化器内科 UMIN000030876

9 6122

抗凝固薬内服例の胃腫瘍に対する内視
鏡的粘膜下層剥離術(ESD)における ダ
ビガトラン置換の有効性を検証する多

施設前向き試験

消化器内科 UMIN000035353
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000014594
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000015365
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023587
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027156
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032101
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027270
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036953
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035244
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000040175


No 整理番号 試験題目 診療科 登録番号

10 8011

肝細胞癌患者に対する肝動脈化学塞栓
療法後の維持療法としてのα-フェトプ
ロテイン由来ペプチドを用いた免疫療

法の安全性確認試験

消化器内科 jRCTs041180155

11 8016
内視鏡下鎮静におけるベンゾジアゼピ
ン誘導体抵抗例に対するプロポフォー

ルの有用性と安全性の検討
消化器内科 jRCTs041180164

12 8018
慢性肝疾患に合併した門脈血栓症に対
するエドキサバントシル酸塩水和物投

与の有用性に関する検討
消化器内科 jRCTs041190015

13 8020

ミダゾラムによる静脈麻酔を行う上部
消化管内視鏡被検者に対する無咽頭麻
酔の咽頭観察能におけるランダム化比

較試験

消化器内科 jRCTs041190031

14 8019
非アルコール性脂肪肝を合併した2型糖
尿病患者に対するSGLT-2阻害薬とSU

薬の有効性に関する研究

内分泌・代謝内
科

消化器内科
jRCTs041180132

15 5981

軽度の気流閉塞を有する慢性閉塞性肺
疾患に対するホルモテロールフマル酸
塩水和物吸入剤の臨床効果および安全

性の検討

呼吸器内科 UMIN000019118

16 6047

慢性咳嗽の各疾患群と健常者の呼気凝
縮液中，血漿中および尿中の脂質メ

ディエーター測定の実施可能性に関す
る研究

呼吸器内科 UMIN000025716

17 6064
メサコリン誘発気管支平滑筋収縮によ

る咳嗽反応の時間的推移の検討
呼吸器内科  UMIN000027735 

18 9076

脳転移を有する進行・再発非小細胞癌
肺がんに対するドセタキセルとラムシ
ルマブの併用療法の有効性と安全性に

関する第Ⅱ相試験

呼吸器内科 jRCTs071180048
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https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180155
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180164
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041190015
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041190031
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180132
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000021938
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000029589
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031777


No 整理番号 試験題目 診療科 登録番号

19 6117
難治性喘息性咳嗽に対する気管支サー
モプラスティ療法の効果および作用機

序の解明
呼吸器内科 UMIN000031982 

20 6118
アストグラフ法によるメサコリン誘発
咳嗽反応およびカプサイシン咳感受性

と喉頭異常感の関係
呼吸器内科 UMIN000035303

21 6008
ヒト皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞を
用いた重症虚血肢に対する血管新生療

法についての研究
循環器内科 UMIN000010143

22 6011
自己脂肪組織由来間質細胞を用いた再
生医療に関する臨床研究－虚血性心不

全に対して－
循環器内科 UMIN000009066

23 6054
2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬
の交感神経活動抑制効果に関する検討

循環器内科 UMIN000026335 

24 8006
家族性高コレステロール血症における

遺伝子検査の有用性の検討
循環器内科 jRCTs042180027

25 6084
非重症再生不良性貧血に対するシクロ
スポリン療法の有用性に関する検討

血液内科 UMIN000030453

28 6121

HBV 既往感染歴を有する同種造血細胞
移植レシピエントに対する、HB ワク
チンによる HBV 再活性化予防法のラ

ンダム化検証的試験

血液内科 UMIN000034113

29 6119
統合失調症の急性期におけるオープン

ダイアローグを用いた介入
神経科精神科 UMIN000034878
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036509
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000040223
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000011825
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010643
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030237
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs042180027
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034771
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000037921
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039695


No 整理番号 試験題目 診療科 登録番号

30 9031
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
LCH12

小児科 jRCTs041190006

31 6015
瘀血病態に対する桂枝茯苓丸の効果の

検討
漢方医学科 UMIN000021451

32 6061
緩和ケア入院中のがん患者における倦
怠感に対する接触鍼治療効果の検討

漢方医学科 UMIN000028304

33 6050

臨床病期I/II期非小細胞肺癌に対する選
択的リンパ節郭清の治療的意義に関す

るランダム化比較試験
（JCOG1413）

呼吸器外科 UMIN000025530

34 6096

特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺
癌に対する周術期ピルフェニドン療法
の術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ

相試験（NEJ034）

呼吸器外科 UMIN000029411

35 6114

特発性肺線維症合併臨床病期I期非小細
胞肺癌に対する肺縮小手術に関するラ

ンダム化比較第III相試験
（JCOG1708）

呼吸器外科 UMIN000032696
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000024739
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032401
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028940
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000033606
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036950


No 整理番号 試験題目 診療科 登録番号

36 5712
大動脈周囲リンパ節転移を伴う進行胃
癌に対する術前 Docetaxel/CDDP/S-
1併用療法+外科切除の第II相臨床試験

胃腸外科 UMIN000006036

37 6115
胃癌補助化学療法症例に対する六君子
湯併用エレンタール投与の有用性を検

討する無作為化第Ⅱ相臨床試験
胃腸外科 UMIN000032845

38 6105
病巣掻爬可能骨巨細胞腫に対する術前
デノスマブ療法の ランダム化第III相試

験（JCOG 1610）
整形外科 UMIN000029451

39 8002
難治性デスモイド腫瘍に対するビンブ
ラスチンおよびメソトレキセート併用

療法の探索的研究
整形外科 jRCTs041180009

40 6112

Trabectomeに対する、Microhookを
用いた線維柱帯切開術眼内法の眼圧下
降効果と安全性の非劣性を検討する多

施設共同ランダム化介入臨床研究

眼科 UMIN000030167

41 8000

口腔癌・中咽頭癌に対する造影超音波
検査によるセンチネルリンパ節同定法
と血流評価による転移有無判定法の開

発

耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

jRCTs041180002

42 8005
喉頭乳頭腫に対するシドフォビルの有
効性および安全性に関する探索的試験

耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

jRCTs041180032

43 8007
口腔癌における造影超音波検査法によ
るセンチネルリンパ節同定と血流評価

第I相試験

耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

jRCTs041180020

44 8008
中咽頭癌における造影超音波検査法に
よるセンチネルリンパ節同定と血流評

価　第Ⅰ相試験

耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

jRCTs041180019
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007093
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000037445
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000033650
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032738
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180002
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180032
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180020
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180019


No 整理番号 試験題目 診療科 登録番号

45 8003
悪性神経内分泌腫瘍に対するI-

131metaiodobenzylguanidine
(MIBG)を用いた内照射療法

核医学診療科 jRCTs041180040

46 8004
化学療法抵抗性神経芽腫に対するI-
131 metaiodobenzylguanidine

(MIBG)を用いた内照射療法
核医学診療科 jRCTs041180041

47 8009
食物を用いた消化管通過機能検査の消

化器疾患への応用
核医学診療科

皮膚科
jRCTs041180031
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https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180040
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180041
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041180031

