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整理番号 実施診療科 責任医師 対象疾患 試験課題名(試験概略) 試験実施状況 開発段階

12-003 外科 有賀　智之 原発性乳癌
中外製薬株式会社の依頼による原発性乳癌患者を対象としたRO4368451（ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ）の第Ⅲ相試
験

被験者登録終了 製造販売後

15-001 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 MSD株式会社の依頼による非小細胞肺癌患者を対象としたMK-3475の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 製造販売後

15-006 外科 有賀　智之
閉経後局所再発又は転移
性乳癌

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ株式会社の依頼による閉経後局所再発又は転移性乳癌患者を対象としたLY2835219
の非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性ｱﾛﾏﾀｰｾﾞ阻害剤併用第Ⅲ相試験

被験者登録終了 製造販売後

15-016 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ株式会社の依頼による非小細胞肺癌患者を対象としたLY3009806 (ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ)の第Ⅲ
相試験

被験者登録終了 製造販売後

16-004 呼吸器内科 細見　幸生 肺癌 中外製薬株式会社の依頼による肺癌患者を対象とした MPDL3280A( atezolizumab)の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

16-010 呼吸器内科 四方田 真紀子 非小細胞肺癌
MSD株式会社の依頼による早期非小細胞肺癌患者を対象としたMK-3475（Pembrolizumab）の第Ⅲ
相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

16-011 外科 長　晴彦 胃癌 小野薬品工業株式会社の依頼による胃癌患者を対象としたONO-4538(ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ)の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

16-014 外科 有賀　智之
局所再発又は転移性ﾄﾘﾌﾟ
ﾙﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ乳癌

MSD株式会社の依頼による局所再発又は転移性ﾄﾘﾌﾟﾙﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ乳癌患者を対象としたMK-3475の第
Ⅲ相試験

被験者登録終了 製造販売後

17-004 血液内科 名島　悠峰 急性骨髄性白血病 ｱｽﾃﾗｽ製薬株式会社の依頼による急性骨髄性白血病患者を対象としたASP2215の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

17-009 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
小野薬品工業株式会社の依頼による非扁平上皮非小細胞肺がん患者を対象としたONO-4538の第
Ⅲ相試験

被験者登録終了 製造販売後

17-010 外科 三浦　昭順 食道癌
小野薬品工業株式会社の依頼による食道癌患者を対象としたONO-4538(ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ) 及びBMS-
734016（ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ）の第Ⅲ相試験

被験者登録終了 製造販売後

17-011 血液内科 土岐　典子 慢性移植片対宿主病
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるｽﾃﾛｲﾄﾞ抵抗性慢性移植片対宿主病患者を対象としたINC424
（ﾙｷｿﾘﾁﾆﾌﾞ）の第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

17-013 血液内科 土岐　典子 慢性骨髄性白血病
ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による慢性期の慢性骨髄性白血病患者を対象としたABL001の第Ⅲ
相試験

被験者登録終了 製造販売後

17-014 腫瘍内科 下山　達
胃腺癌及び食道胃接合部
腺癌

MSD株式会社の依頼による胃腺癌及び食道胃接合部腺癌患者を対象としたMK-3475の第Ⅲ相試
験

被験者登録終了 第Ⅲ相

17-016 血液内科 土岐　典子 急性骨髄性白血病 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるPKC412の第Ⅱ相試験 被験者登録終了 第Ⅱ相

17-019 血液内科 名島　悠峰 急性骨髄性白血病
第一三共株式会社の依頼による急性骨髄性白血病患者を対象としたAC220（ｷｻﾞﾙﾁﾆﾌﾞ）の第Ⅲ相
試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

18-010 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 MSD株式会社の依頼による非小細胞肺癌患者を対象としたMK-3475(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ)の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

18-013 腫瘍内科 下山　達 胃癌 MSD株式会社の依頼による胃癌患者を対象としたMK-3475(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ)の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

18-015 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 呼吸器内科）細見幸生医師の依頼によるIMC-1121B（ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ）の第Ⅱ相試験 被験者登録終了 第Ⅱ相

当院で実施中の治験
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18-018 呼吸器内科 細見　幸生 限局型小細胞肺癌
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ株式会社の依頼による限局型小細胞肺癌患者を対象としたﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ及びﾄﾚﾒﾘﾑﾏﾌﾞの
第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

19-001 腫瘍内科 下山　達
胃腺癌及び食道胃接合部
腺癌

ｱｽﾃﾗｽ製薬株式会社の依頼による胃腺癌及び食道胃接合部腺癌患者を対象としたIMAB362
（Zolbetuximab）の第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

19-004 呼吸器内科 細見　幸生
進行非扁平上皮非小細胞
肺癌

呼吸器内科）細見幸生医師の依頼による進行非扁平上皮非小細胞肺癌患者を対象としたｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏ
ﾌﾞ（Atezolizumab）の第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

19-005 腫瘍内科 下山　達 胃癌 MSD株式会社の依頼による胃癌患者を対象としたMK-3475（ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ）の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

19-007 放射線診療科 清水口　卓也 非小細胞肺癌 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ株式会社の依頼による非小細胞肺癌の患者を対象としたﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞの第Ⅲ相試験 登録期間 第Ⅲ相

19-009 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
ﾒﾙｸﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による非小細胞肺癌を対象としたM7824及び化学放射線同時併用
療法の第Ⅱ相試験

被験者登録終了 第Ⅱ相

19-011 血液内科 土岐　典子 骨髄異形成症候群 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるMBG453の第Ⅱ相試験 被験者登録終了 第Ⅱ相

19-012 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 MSD株式会社の依頼による非小細胞肺癌患者を対象としたMK-7902の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

19-014 血液内科 名島　悠峰
ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞB細胞性非ﾎｼﾞｷﾝ
ﾘﾝﾊﾟ腫

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼によるJCAR017の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

19-016 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
中外製薬株式会社の依頼による非小細胞肺癌患者を対象としたMPDL3280A（ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ）の第Ⅲ
相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

19-017 血液内科 小林　武 添付文書適応患者 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるCTL019の第Ⅲｂ相試験 登録期間 第Ⅲｂ相

19-019 放射線診療科 清水口　卓也 非小細胞肺癌 MSD株式会社の依頼による非小細胞肺がん患者を対象としたMK-3475の第Ⅲ相試験 登録期間 第Ⅲ相

19-020 血液内科 清水　啓明
19-013または19-014の被
験者

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼による被験者の長期追跡試験 登録期間 第Ⅲ相

19-022 呼吸器内科 細見　幸生 小細胞肺癌
中外製薬株式会社の依頼による小細胞肺癌患者を対象としたRO4876646とMPDL3280Aの第Ⅲ相
試験

登録期間 第Ⅲ相

19-023 感染症科 小林　泰一郎 HIV感染症 MSD株式会社の依頼によるHIV-1感染症患者を対象としたMKｰ8591Aの第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

20-007 血液内科 土岐　典子
再発又は/及び難治性多
発性骨髄腫

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 登録期間 第Ⅰ相

20-008 呼吸器内科 細見　幸生
親試験で検討された固形
腫瘍

IQVIAｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社（治験国内管理人）の依頼による親試験で検討された様々な特定
の固形腫瘍の患者を対象としたﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞの第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

20-009 腎泌尿器外科 古賀　文隆 筋層浸潤性膀胱癌 MSD株式会社の依頼による筋層浸潤性膀胱癌患者を対象としたMK-3475の第Ⅲ相試験 登録期間 第Ⅲ相

20-010 血液内科 土岐　典子 骨髄線維症
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼による骨髄線維症患者を対象としたFedratinibの第1/2相試
験

登録期間 第Ⅰ/Ⅱ相

20-011 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 MSD株式会社の依頼による非小細胞がん患者を対象としたMK-7339の第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

20-012 外科 川合　一茂 結腸/直腸がん 大腸外科)川合一茂医師の依頼による結腸・直腸癌患者を対象としたTAS-102の第Ⅲ相試験 登録期間 第Ⅲ相
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20-014 肝臓内科 木村　公則 肝硬変
肝臓内科）木村公則医師の依頼による血友病合併ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽとC型肝炎ｳｲﾙｽの重複感染に
起因する肝硬変患者を対象としたCBP/βｶﾃﾆﾝ阻害薬OP-724の第Ⅰ相試験

被験者登録終了 第Ⅰ相

20-016 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ株式会社の依頼による切除可能非小細胞肺癌の患者を対象としたﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞの第Ⅲ相
試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

20-018 腫瘍内科 下山　達 B細胞性非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫
協和ｷﾘﾝ株式会社の依頼による再発・難治性低悪性度B細胞性非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫（NHL）患者を対象と
したME-401の第II相臨床試験

被験者登録終了 第Ⅱ相

20-019 外科 有賀　智之 乳癌 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による乳癌患者を対象としたBYL719の第Ⅱ相試験 登録期間 第Ⅱ相

20-020 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ株式会社の依頼による手術及び根治的治療後の切除可能非小細胞肺癌患者を対象とし
たﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞの第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相

21-001 血液内科 土岐　典子
慢性移植片対宿主病
(親試験に参加された方)

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるPCI-32765（ｲﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ）の第3b相、多施設共同、非盲検、長期継
続投与試験

被験者登録終了 第Ⅲｂ相

21-003 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
呼吸器内科）細見幸生医師の依頼によるPD-L1高発現未治療進行非小細胞肺がん患者を対象とし
たﾈｼﾂﾑﾏﾌﾞの第Ⅱ相試験

登録期間 第Ⅱ相

21-004 膠原病科 瀬戸口　京吾 IgG4関連疾患
Viela Bio（治験国内管理人：ﾒﾄﾞﾍﾟｲｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社）の依頼によるIgG4関連疾患患者を対象とした
inebilizumabの第Ⅲ相試験

登録期間 第Ⅲ相

21-007 外科 有賀　智之 乳癌
乳腺外科）有賀智之医師の依頼によるHR陽性HER2陰性進行再発乳癌患者を対象としたﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ
+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ+ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞの第Ⅲ相試験

登録期間 第Ⅲ相

21-008 呼吸器内科 細見　幸生 小細胞肺癌 MSD株式会社の依頼による小細胞肺がん患者を対象としたMK-3475/MK-7339の第Ⅲ相試験 登録期間 第Ⅲ相

21-009 血液内科 土岐　典子
慢性移植片対宿主病
(親試験に参加された方)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるINC424の第Ⅳ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

21-010 血液内科 土岐　典子 添付文書適応患者
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼による製品規格に適合しないLISOCABTAGENE
MARALEUCELの拡大アクセス試験

登録期間 第Ⅲ相

21-011 血液内科 遠矢　崇
骨髄増殖性腫瘍関連骨髄
線維症

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼による骨髄増殖性腫瘍関連骨髄線維症患者を対象とした
Luspatercept（ACE-536）の第3相試験

登録期間 第Ⅲ相

21-012 血液内科 土岐　典子
再発又は難治性急性骨髄性
白血病及び再発又は難治性
高リスク骨髄異形成症候群

ｱｽﾃﾗｽ製薬株式会社の依頼による再発又は難治性急性骨髄性白血病及び再発又は難治性高ﾘｽｸ
骨髄異形成症候群患者を対象としたASP7517の第1/2相試験

被験者登録終了 第Ⅰ/Ⅱ相

21-013 外科 三浦　昭順 胃癌又は食道癌
ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による既治療の進行性又は転移性の胃癌又は食道癌患者を対象とした
ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞの第2相試験

被験者登録終了 第Ⅱ相

21-014 血液内科 土岐　典子 多発性骨髄腫 協和ｷﾘﾝによるKRN125の第Ⅱ相臨床試験 被験者登録終了 第Ⅱ相

21-015 血液内科 土岐　典子 慢性移植片対宿主病
Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ株式会社の依頼による慢性移植片対宿主病患者を対象としたME3208の第Ⅲ相試
験

被験者登録終了 第Ⅲ相

21-017 腫瘍内科 下山　達
再発性低悪性度
非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫

協和ｷﾘﾝ株式会社の依頼による再発性低悪性度非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫（iNHL）患者を対象としたME-401の
第Ⅲ相試験

被験者登録終了 第Ⅲ相
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21-018 呼吸器内科 細見　幸生
MK-3475の治験に参加し
た進行悪性腫瘍患者

MSD株式会社の依頼によるMK-3475の治験に参加した進行悪性腫瘍患者を対象としたMK-3475の
第Ⅲ相継続試験

登録期間 製造販売後

21-021 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌
ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ株式会社の依頼によるｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞが無効になった非小細胞肺癌患者を対象としたｱﾐﾊﾞﾝﾀ
ﾏﾌﾞ及びﾗｾﾞﾙﾁﾆﾌﾞの第３相試験

登録期間 第Ⅲ相

21-022 血液内科 土岐　典子

慢性ﾘﾝﾊﾟ性白血病/小ﾘﾝ
ﾊﾟ球性ﾘﾝﾊﾟ腫
びまん性大細胞型B細胞
性ﾘﾝﾊﾟ腫
急性ﾘﾝﾊﾟ芽球性白血病

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による成人のCLL/SLL,DLBCL,及びALL患者を対象とした第Ⅰ相試
験

登録期間 第Ⅰ相

22-001 感染症科 小林　泰一郎
HIV感染症
(親試験に参加された方)

MSD株式会社の依頼によるＨＩＶ-1感染症患者を対象としたMK-8591Aの第Ⅲ相試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

22-002 血液内科 小林　武 急性移植片対宿主病
CSLﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ株式会社の依頼による造血細胞移植患者を対象とした移植片対宿主病の予防におけ
るα1-ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝの第2/3相試験

登録期間 第Ⅱ/Ⅲ相

22-003 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 第一三共株式会社の依頼による非小細胞肺がんを対象としたDS-1062aの第Ⅲ相試験 登録期間 第Ⅲ相

22-004 血液内科 清水　啓明 急性骨髄性白血病
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼による日本人急性骨髄性白血病患者を対象とした完全寛解
達成後の維持療法としての経口用ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝと最良支持療法との併用療法の有効性及び安全性を
最良支持療法と比較する第2相ﾗﾝﾀﾞﾑ化二重盲検ﾌﾟﾗｾﾎﾞ対照試験

登録期間 第Ⅱ相

22-005 血液内科 小林　武 添付文書適応患者
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ株式会社の依頼による製品規格に適合しないIDCABTAGENE VICLEUCELを
被験者に投与する拡大ｱｸｾｽ試験（EAP)

登録期間 第Ⅲ相

22-006 外科 三浦　昭順 食道癌 大鵬薬品工業株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 登録期間 第Ⅰ相

22-007 血液内科 土岐　典子
造血幹細胞移植後の非感
染性肺合併症

ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｺｰﾄﾞ株式会社の依頼による造血幹細胞移植後非感染性肺合併症に対する臍帯由来間
葉系細胞輸注療法（第Ⅱ相試験）

登録期間 第Ⅱ相

22-008 外科 有賀　智之
乳癌
(親試験に参加された方)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ株式会社の依頼による乳がん患者を対象としたLEE011のﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ試験 被験者登録終了 第Ⅲ相

22-009 呼吸器内科 渡邊景明 非小細胞肺癌
呼吸器内科）渡邊景明医師の依頼による既治療EGFR遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺癌に
対するｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ＋ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ（MK-3475）＋ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ（E7080/MK-7902）併用療法
の第II相試験

登録期間 第Ⅱ相

22-011 血液内科 小林　武 慢性骨髄性白血病
血液内科）小林武医師の依頼による慢性期慢性骨髄性白血病に対するチロシンキナーゼ阻害剤併
用時のTM5614の有効性を検証する第Ⅲ相試験

登録期間 第Ⅲ相

22-012 呼吸器内科 細見　幸生 肺扁平上皮癌
呼吸器内科）細見幸生医師の依頼による未治療進行肺扁平上皮癌に対するネシツムマブ＋カルボ
プラチン＋nab-パクリタキセル＋ペムブロリズマブ併用療法第Ⅰ/Ⅱ相試験

登録期間 第Ⅰ/Ⅱ相

22-013 腫瘍内科 下山　達

MAGE A4 陽性かつHLA-
A*02:01 陽性の切除不能
進行・再発を有する固形が
ん

腫瘍内科）下山達医師の依頼によるMAGE A4 陽性かつ HLA-A*02:01 陽性の切除不能進行・再発
を有する固形がん患者を対象に MU-MA402C の安全性及び忍容性を検討することを目的とした多
施設共同第Ⅰ相試験

登録期間 第Ⅰ相

22-014 呼吸器内科 細見　幸生 非小細胞肺癌 第一三共株式会社の依頼によるU3-1402の第Ⅲ相試験 準備中 第Ⅲ相
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