
実施診療科名 治験薬の化学名又は識別記号 治験薬薬剤名（機器名） 対象疾患名 募集状況 整理番号

消化器内科 ― upadacitinib クローン病 募集中 1832

消化器内科 ― upadacitinib クローン病 募集中 1834

消化器内科 ― risankizumab クローン病 募集中 1846

消化器内科 ― risankizumab クローン病 募集中 1847

消化器内科 ― risankizumab 潰瘍性大腸炎 募集中 1855

消化器内科 JNJ-64304500 JNJ-64304500
中等症から重症の活動期クローン
病

募集中 1864

消化器内科 ― ウパダシチニブ 潰瘍性大腸炎 募集中 1871

消化器内科 MK-3475 Pembrolizumab 肝細胞癌患者 募集中 1886

消化器内科 LY3074828 Mirikizumab クローン病 募集中 1901

消化器内科 ニボルマブ・イピリムマブ ニボルマブ・イピリムマブ 肝細胞癌 募集中 1910

消化器内科
Atezolizumab (RO5541267)
Bevacizumab (RO4876646)

Atezolizumab
Bevacizumab

肝細胞癌 募集中 1912

消化器内科 E7090 E7090
FGFR2融合遺伝子を有する胆管
癌（肝内または肝門部胆管癌）

募集中 1915

リウマチ・膠原病内科 BMS-986165 － 全身性エリテマトーデス 募集中 1826

呼吸器内科
MPDL3280A/
RO7102122

Atezolizumab/
Entrectinib

非小細胞肺癌 募集中 1839

呼吸器内科 MK3475 Pembrolizumab 非小細胞肺癌 募集中 1852

呼吸器内科 募集中 1856

呼吸器内科 Pro-NETU Pro-NETU
抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与
に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）（遅発
期を含む）

募集中 1881

呼吸器内科 MK-7902(E7080)/MK-3475 Lenvatinib/Pembrolizumab 非小細胞肺癌 募集中 1892

呼吸器内科 MK-7339/MK-3475
オラパリブ/ペムブロリズマ
ブ

非小細胞肺癌 募集中 1897

呼吸器内科 MK-7339/MK-3475
オラパリブ/ペムブロリズマ
ブ

非小細胞肺癌 募集中 1898

呼吸器内科 MPDL3280A アテゾリズマブ 非小細胞肺癌 募集中 1904

呼吸器内科 AZD6094 サボリチニブ 非小細胞肺癌 募集中 1906

呼吸器内科 AZD9291 オシメルチニブ 非小細胞肺癌 募集中 1917

呼吸器内科 - SAR408701 非小細胞肺がん 募集中 1913

循環器内科 Evinacumab エビナクマブ
家族性高コレステロール血症ホモ接
合体

募集中 1896
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血液内科 AMG531 ― 再生不良性貧血 募集中 1885

血液内科 　 ALX-0081 後天性血栓性血小板減少性紫斑 募集中 1899

脳神経内科 ALXN-1210 ラブリズマブ 全身型重症筋無力症 募集中 1893

小児科 D961H
D961Hカプセル10mg、
D961H懸濁用顆粒10mg

逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸
潰瘍

募集中 1859

小児科 LY3009104 バリシチニブ 若年性特発性関節炎 募集中 1872

小児科 LY3009104 バリシチニブ 若年性特発性関節炎 募集中 1873

小児科 IGSC,20%/SHP664/TAK-664 TAK-664 原発性免疫不全症候群 募集中 1914

小児科 FPF300-OD サリドマイド CGD腸炎 募集中 9014

小児科 GB-0998 ⼈免疫グロブリンG 新生児ヘモクロマトーシス 募集中 9018

整形外科 － ＩＫ－０１
外傷性軟骨損傷、離断性骨軟骨
炎

募集中 1884

泌尿器科  MEDI4736 Durbalumab 筋層非浸潤性膀胱癌 募集中 1851

泌尿器科 MEDI4736、Tremelimumab
Durvalumab、
Tremelimumab

切除不能な局所進行又は転移性
尿路上皮癌患者

募集中 1874

泌尿器科 MEDI4736 デュルバルマブ 筋層浸潤性膀胱癌 募集中 1878

泌尿器科 MK7339、MK3475
オラパリブ
ペムブロリズマブ

前立腺癌 募集中 1889

泌尿器科 MK3475 ペムブロリズマブ 前立腺癌 募集中 1890

泌尿器科 MK3475 ペムブロリズマブ 前立腺癌 募集中 1891

泌尿器科 PF-06944076 Talazoparib 転移性去勢抵抗性前立腺癌 募集中 1894

核医学診療科 FF-21101In/FF-21101Y －
標準治療後に再発又は遠隔転移
をきたした固形がん

募集中 1916

がんセンター ACZ885 Canakinumab 非小細胞肺癌 募集中 1868

がんセンター AZD9291 タグリッソ
EGFRエクソン20挿入遺伝子変異
を有する非小細胞肺癌

募集中 9017

がんセンター INCB054828 Pemigatinib 固形悪性腫瘍 募集中 1902

がんセンター ONO-4538, BMS-734016

ニボルマブ（注射剤：抗
PD-1抗体）
イピリムマブ（注射剤：抗
CTLA-4抗体）

転移性結腸・直腸がん 募集中 1907

がんセンター ― TAK-788 非小細胞肺癌 募集中 1918

集中治療部 MR13A11A レミフェンタニル
集中治療下において呼吸管理が
必要とされ、かつ鎮痛を必要とす
る患者

募集中 1911

消化器内科 ONO-4538 ニボルマブ 肝細胞癌 募集終了 1780

消化器内科 MK-3475 Pembrolizumab 肝細胞癌 募集終了 1791
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消化器内科 MK-3475 Pembrolizumab 肝細胞癌 募集終了 1794

消化器内科 MEDI4736／－
Durvalumab／
Tremelimumab

肝細胞癌 募集終了 1828

消化器内科 ― upadacitinib クローン病 募集終了 1833

消化器内科 RO5541267/RO4876646
Atezolizumab/Bevacizuma
b

肝細胞癌 募集終了 1837

消化器内科 ONO-4538/BMS-936558 ニボルマブ 肝細胞がん 募集終了 1845

消化器内科 ― risankizumab 潰瘍性大腸炎 募集終了 1854

呼吸器内科 ― Brigatinib 進行期のALK融合遺伝子陽性NSCLC 募集終了 1858

呼吸器内科 TAS-116 ― 固形癌 募集終了 1876

消化器内科 BGB-A317 ― 切除不能肝細胞がん 募集終了 1861

消化器内科 DS-8201a ― 胃癌 募集終了 1862

消化器内科 ― ウパダシチニブ 潰瘍性大腸炎 募集終了 1869

消化器内科 ― ウパダシチニブ 潰瘍性大腸炎 募集終了 1870

消化器内科 MK-7902（E7080）、MK-3475 Lenvatinib/Pembrolizumab 肝細胞癌 募集終了 1880

リウマチ・膠原病内科 － Voclosporin ループス腎炎 募集終了 1818

リウマチ・膠原病内科 M2951 Evobrutinib 全身性エリテマトーデス 募集終了 1838

呼吸器内科 MEDI4736 durvalumab 非小細胞肺癌 募集終了 1751

呼吸器内科 BMS-936558/BMS-734016 Nivolumab/Ipilimumab 非小細胞肺癌 募集終了 1763

呼吸器内科 LY3009806 ラムシルマブ 非小細胞肺癌 募集終了 1769

呼吸器内科 MEDI4736 Durvalumab 非小細胞肺癌 募集終了 1775

呼吸器内科 BMS-936558/BMS-734016 Nivolumab/Ipilimumab 小細胞肺癌 募集終了 1776

呼吸器内科 AZD9291 － 非小細胞肺癌 募集終了 1796

呼吸器内科 ONO-4538 Nivolumab
化学療法未治療の根治照射不能な
ⅢB／Ⅳ期又は再発の非扁平上皮非
小細胞肺がん

募集終了 1814

呼吸器内科 － Rovalpituzumab tesirine 小細胞肺癌 募集終了 1821

呼吸器内科 Durvalumab,/Tremelimumab
デュルバルマブ/トレメリ
ムマブ

非小細胞肺癌 募集終了 1829

呼吸器内科 BMS-936558/BMS-734016 Nivolumab/Ipilimumab 非小細胞肺癌 募集終了 1841
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呼吸器内科 MEDI9929 Tezepelumab 気管支喘息 募集終了 1840

呼吸器内科 MK7264 ― 慢性咳嗽 募集終了 1857

呼吸器内科 AZD2281/MEDI4736
オラパリブ/
デュルバルマブ

非小細胞肺がん 募集終了 1883

呼吸器内科 CH5424802 アレクチニブ
ALK 融合遺伝子陽性進行・再発非小
細胞肺癌

募集終了 807

呼吸器内科 MEDI4736 durvalumab 非小細胞肺癌 募集終了 8910

呼吸器内科 MK-3475 Pembrolizumab 非小細胞肺癌 募集終了 8913

呼吸器内科 MK-3475 Pembrolizumab 非小細胞肺癌 募集終了 8914

呼吸器内科 MK-3475 Pembrolizumab 非小細胞肺癌 募集終了 8915

呼吸器内科 － gefitinib 肺癌 募集終了 903

腎臓内科 RTA 402 Bardoxolone methyl 糖尿病性腎臓病 募集終了 1848

腎臓内科 セロンセルチブ 糖尿病性腎臓病 募集終了 1909

循環器内科 NS-304 セレキシパグ 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 募集終了 1804

血液内科 SKI-606 ボスチニブ 慢性骨髄性白血病 募集終了 171

血液内科 JNJ-54767414 Daratumumab
大量化学療法非適応の未治療多発
性骨髄腫

募集終了 1754

血液内科 MK-3475 Pembrolizumab 多発性骨髄腫 募集終了 1795

血液内科 UNU-54767414 － 多発性骨髄腫 募集終了 1801

血液内科 ALXN1210 －
発作性夜間ヘモグロビン尿症
（PNH）

募集終了 1805

血液内科 ALXN1210 ―
発作性夜間ヘモグロビン尿症
（PNH）

募集終了 1815

血液内科 － Daratumumab 多発性骨髄腫 募集終了 1843

血液内科 ―

Cyclophosphamide
Bortezomib
Dexamethasone
Daratumumab

未治療の全身性ALアミロイドーシ
ス

募集終了 1849

血液内科 ― Daratumumab
高リスクのくすぶり型多発性骨髄
腫

募集終了 1850

血液内科 ONO-4059 ―
原発性マクログロブリン血症及び
リンパ形質細胞リンパ腫

募集終了 1875

血液内科 JNJ-54767414-SC Daratumumab 未治療の多発性骨髄腫 募集終了 1877

血液内科 JNJ-54767414 Daratumumab 多発性骨髄腫 募集終了 8908

神経内科 E2609 － 早期アルツハイマー病 募集終了 1823
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小児科 RO4877533 トシリズマブ 家族性地中海熱（FMF) 募集終了 9015

皮膚科 MK3222 Tildrakizumab 乾癬 募集終了 167

皮膚科 RO4877533 トシリズマブ 全身性強皮症 募集終了 1860

皮膚科 JBT-101 － 全身性強皮症 募集終了 1866

胃腸外科 S-588410 － 食道癌 募集終了 1797

胃腸外科 ONO-4538 ニボルマブ 胃がん 募集終了 1810

整形外科 CN-100 ザルトプロフェン 腱滑膜巨細胞腫 募集終了 9013

泌尿器科 BAY88-8223 塩化ラジウム-223 骨転移性CRPC 募集終了 197

泌尿器科 JNJ56021927 Apalutamide
化学療法未治療の転移性去勢抵抗
性前立腺癌（mCRPC）患者

募集終了 1760

泌尿器科 MEDI4736／-
Durvalumab／
Tremelimumab

膀胱尿路上皮癌 募集終了 1777

泌尿器科 BAY1841788(ODM-201) ― 転移性ホルモン感受性前立腺癌 募集終了 1807

泌尿器科 AZD2281 オラパリブ
相同組換え修復関連遺伝子変異
陽性の転移性去勢抵抗性前立腺
癌患者

募集終了 1809

泌尿器科 MPDL3280A atezolizumab 尿路上皮癌 募集終了 1811

泌尿器科 GDC-0068 Ipatasertib 前立腺癌 募集終了 1816

泌尿器科 Relugolix レルゴリクス

アンドロゲン感受性進行性前立腺
癌と診断された18歳以上の男性
で、アンドロゲン感受性進行性前
立腺癌管理のために1年以上の継
続的なアンドロゲン遮断療法が適
応となり、かつ外科的治療が適応
とならない患者。

募集終了 1853

泌尿器科 JNJ-56021927 ARN-509 前立腺癌 募集終了 8916

産科婦人科 Z-100 － 子宮頸癌 募集終了 1767

脳神経外科 ONO-4538/BMS-936558 オプジーボ点滴静注 膠芽腫 募集終了 1789

脳神経外科 ONO-4538/BMS-936558 オプジーボ点滴静注 膠芽腫 募集終了 1792

がんセンター ― ― 進行固形癌 募集終了 1836

がんセンター MEK162/LGX818 Binimetinib/Encorafenib BRAF変異結腸直腸癌 募集終了 1844

がんセンター PF-02341066 クリゾチニブ
METエクソン14スキップ変異もしく
はMET遺伝子高増幅を有する進
行非小細胞肺癌

募集終了 9016


