
※特定臨床研究の詳細はURLをご参照下さい

肺がん

対象疾患 試験名 研究種別 施設名 JRCT URL

肺がん

EGFR エクソン20 挿入変異を有する局所進行又は転移性非小細胞肺癌患者を対

象としてamivantamab とカルボプラチン及びペメトレキセドの併用療法とカ

ルボプラチン及びペメトレキセドを比較するランダム化，非盲検，第3相試験

治験 市立岸和田市民病院

肺がん
未治療進展型小細胞肺癌に対するシスプラチン+イリノテカン+デュルバルマ

ブ(MEDI4736)療法の多施設共同単群第II相試験
治験 和泉市立総合医療センター

肺がん
KRAS G12C変異陽性の化学療法未治療進行再発の非扁平上皮・非小細胞肺癌

患者を対象としたsotorasib＋カルボプラチン＋ペメトレキセドの第II相試験
治験 和泉市立総合医療センター

肺がん

WJOG14720L ALK遺伝子転座陽性非扁平上皮非小細胞肺癌に対する、初回治

療としてのBrigatinib+Carboplatin+PemetrexedとBrigatinibの非盲検化ランダ

ム化第 II 相試験

特定臨床研究 和泉市立総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041210103

肺がん
Oligometastasisを伴うIV期非小細胞肺癌に対するPembrolizumab を含む集学

的治療の第II 相試験(TRAP OLIGO study)（WJOG11118L）
特定臨床研究 市立岸和田市民病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041200046

肺がん

EGFR遺伝子L858R変異陽性進行再発非扁平上皮非小細胞肺がんに対するエル

ロチニブ＋ラムシルマブとオシメルチニブを比較する第III相臨床試

験:REVOL858R trial（WJOG14420L）

特定臨床研究
市立岸和田市民病院

和泉市立総合医療センター
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051200142

肺がん
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
特定臨床研究 和泉市立総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041200012

肺がん
EGFR遺伝子L858R 変異陽性進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌におけるTP53遺

伝子変異の意義および治療耐性メカニズムの検討
臨床研究 和泉市立総合医療センター

肺がん

免疫チェックポイント阻害剤とプラチナを含む化学療法の併用療法による初回

治療が無効もしくは治療後に再燃した切除不能な進行・再発の肺扁平上皮癌患

者を対象としたシスプラチン、ゲムシタビン、ネシツムマブの３剤併用療法の

多施設共同第Ⅱ試験（WJOG14120L）

臨床研究 市立岸和田市民病院

肺がん

未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ＋イピリムマブ

±化学療法併用療法の日本における治療実態及び有効性と安全性に関する観察

研究（LIGHT-NING）

臨床研究 市立岸和田市民病院

肺がん

ALK陽性進行期非小細胞肺がんに対する1次治療における、及びアレクチニブ

治療後2次または3次治療におけるブリグチニブに関する多施設共同前向き観察

研究 (ABRAID Study: WJOG11919L)

臨床研究
市立岸和田市民病院

和泉市立総合医療センター

肺がん
SPIRAL-ANA study アナモレリン投与が非小細胞肺癌患者への複合免疫療法に

与える影響の前向き観察研究
臨床研究 和泉市立総合医療センター

泉州2次医療圏のがん診療連携拠点病院で実施中の治験・臨床研究一覧（症例登録中 2022/4/1現在）

https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041210103
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041200046
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051200142
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs041200012


胃がん
対象疾患 試験名 研究種別 施設名 JRCT URL

胃がん
胃癌術後補助化学療法中の支持療法の有用性についてのランダム化比較試験

（ACCORD試験）
特定臨床研究

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051210007

胃がん
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）
特定臨床研究

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051180187

胃がん
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine＋Oxaliplatin 

(CapeOx)療法の第II相試験　OGSG1701
特定臨床研究 りんくう総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051180186

胃がん
胃癌Stage IIIの術後Docetaxel+S1(DS)療法後早期再発症例に対する

Ramucirumab+Irinotecan併用療法 第II相多施設共同臨床試験(OGSG1901)
特定臨床研究

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051190071

胃がん
胃癌Stage IIIの術後Docetaxel+S1(DS)療法後早期再発症例に対する

Ramucirumab+Irinotecan併用療法第II相多施設共同臨床試験（OGSG1901）
特定臨床研究 りんくう総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051190071

胃がん
胃癌術後補助化学療法中の支持療法の有用性 についてのランダム化比較試験

(ACCORD試験)
臨床研究

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター

胃がん
未治療切除不能進行・再発胃癌に対するマイクロサテライト不安定性を評価す

る観察研究（WJOG13320GPS）
臨床研究

市立貝塚病院

市立岸和田市民病院

和泉市立総合医療センター

胃がん 胃切除術後合併症の貧血に関する胃がん患者の体験 臨床研究 和泉市立総合医療センター

肝がん

対象疾患 試験名 研究種別 施設名 JRCT URL

肝がん
左葉系肝切除後の胃内容排泄遅延に対する癒着防止材(セプラフィルム)の有用

性に関する検討
特定臨床研究

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCT1052190007

肝がん
腹腔鏡下肝切除術における予防的ドレーン留置に関する前向き試験（ランダム

化比較試験）
臨床研究

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター

肝がん 肝細胞癌に対する薬物療法施行症例の多施設共同前向き観察研究 臨床研究 市立貝塚病院

肝がん
肝切除既往を有する再発肝癌に対する開腹再肝切除と腹腔鏡下再肝切除の有効

性に関するランダム化比較試験
臨床研究 市立貝塚病院

https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051210007
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051180187
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051180186
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051190071
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051190071
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCT1052190007


大腸がん

対象疾患 試験名 研究種別 施設名 JRCT URL

大腸がん

Stage II/III大腸癌根治切除後の補助化学療法中または治療後に早期再発した

RAS野生型かつBRAF V600E変異再発大腸癌患者に対するエンコラフェニブ+

ビニメチニブ+セツキシマブ療法の有効性と安全性を探索する第II相試験

特定臨床研究 市立貝塚病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051210152

大腸がん

RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋セツキシマブとFOLFOXIRI＋

ベバシズマブの最大腫瘍縮小率（DpR）を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験

（JACCRO CC-13）

特定臨床研究 府中病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs061180022

大腸がん

オキサリプラチン・ベバシズマブによる病勢コントロールが得られた進行再発

結腸・直腸癌に対するTAS-102+Bevによる計画的維持投与(Switch 

Maintenance Therapy)の有効性と安全性に関する検討;　多施設共同第II相試験

特定臨床研究 市立貝塚病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCT1051180117

大腸がん
BRAF V600E変異陽性切除不能大腸癌肝転移に対するconversion療法に関する

多施設共同前向き観察研究
臨床研究 市立岸和田市民病院

大腸がん

標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大腸癌に対するTFTD（ロン

サーフ）+Bevacizumab併用療法のRAS遺伝子変異有無別の有効性と安全性を

確認する第II相試験(JFMC51-1702-C7)

臨床研究 府中病院

大腸がん
直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomy(一時的双孔式回腸瘻)の前向き

観察研究
臨床研究 市立貝塚病院

大腸がん

血液循環腫瘍DNA 陰性の高リスクStage II 及び低リスクStage III 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）

臨床研究

府中病院

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター

大腸がん
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）
臨床研究

府中病院

市立貝塚病院

りんくう総合医療センター

https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051210152
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs061180022
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCT1051180117


乳がん

対象疾患 試験名 研究種別 施設名 JRCT URL

乳がん

WJOG14220B アベマシクリブ投与後のHR陽性HER2陰性転移再発乳癌に対す

るアベマシクリブのre-challenge試験/ctDNAの継時的評価による薬剤耐性メカ

ニズムの評価

特定臨床研究 和泉市立総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031210129

乳がん
閉経後ホルモン受容体陽性切除不能および転移・再発乳癌に対するパルボシク

リブ療法の観察研究
臨床研究

和泉市立総合医療センター

府中病院

乳がん

術前抗がん剤治療施行前に腋窩リンパ節転移陽性で施行後にリンパ節転移陰性

となった乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の認容性に関する

検討　—多施設共同単アームII相探索的研究—

臨床研究 府中病院

乳がん

新規乳癌症例を対象にした多重遺伝子検査「Curebest® 95GC Breast」を用い

た再発予後予測と個別化医療の実施および入手データを用いた解析を行うため

の包括同意取得

臨床研究
市立貝塚病院

りんくう総合医療センター

乳がん
トリプルネガティブ乳癌患者に対するアテゾリズマブの前向き観察研究 

(JBCRG-C08)-ATTRIBUTE-
臨床研究 市立貝塚病院

乳がん
BRCA1/2遺伝子検査を用いて遺伝子性乳がん・卵巣がん症候群(Hereditary 

Breast and/or Overian Cancer Syndrome;HBOC)の診断と個別化医療の実施
臨床研究 りんくう総合医療センター

乳がん
腋窩リンパ節への組織マーカー留置を応用した乳癌センチネルリンパ節生検の

有用性に関する前向き観察研究
臨床研究 りんくう総合医療センター

https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031210129


その他のがん

対象疾患 試験名 研究種別 施設名 JRCT URL

口腔がん 疫学調査「口腔がん登録」 臨床研究 市立岸和田市民病院

膵がん

Borderline Resectable膵癌に対する術前治療としてGEM/nab-PTX併用化学放

射線療法とGEM/nab-PTX化学療法の治療効果を検証するランダム化第Ⅱ相試

験

特定臨床研究 りんくう総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051200130

胆道がん

肝葉切除を伴わない胆道癌切除例を対象としたゲムシタビン/シスプラチン

（GC）併用療法とゲムシタビン/S-1（GS）併用療法の術後補助化学療法のラ

ンダム化第Ⅱ相試験 （KHBO1901）

特定臨床研究 りんくう総合医療センター https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051190040

子宮がん
子宮体癌／子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存治療後の子宮内再発に対す

る反復高用量黄体ホルモン療法に関する第 II 相試験
特定臨床研究 市立貝塚病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031200256

子宮がん
初発子宮頸がん患者を対象とした治療後のセクシュアリティの変化に関する前

向きコホート研究
臨床研究 和泉市立総合医療センター

卵巣がん
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
特定臨床研究 市立貝塚病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031180423

卵巣がん オルガノイド培養法を用いたがん疾患モデルの構築 臨床研究 市立貝塚病院

前立腺がん
去勢抵抗性前立線がんに対するAbirateroneとEnzalutamideに関する無作為割

り付け試験
臨床研究 市立岸和田市民病院

尿路上皮がん
尿路上皮癌及び線維芽細胞増殖因子受容体遺伝子異常を有する患者を同定する

バイオマーカー研究
治験 市立貝塚病院

白血病
前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候群における、同種移植までの橋渡

し治療と移植成績の検討
特定臨床研究 府中病院

白血病 アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同後方視的研究 臨床研究 府中病院

白血病
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
臨床研究 府中病院

白血病

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（前向き臨床観察研究）

臨床研究 府中病院

白血病
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
臨床研究 府中病院

白血病
急性骨髄性白血病の疾患分類ごとのWT1-mRNA値の評価、および治療経過に

おける推移の解析
臨床研究 府中病院

https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051200130
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs051190040
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031200256
https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031180423


ろ胞性リンパ腫
腸管原発濾胞性リンパ腫における制御性Ｔ細胞の浸潤様式に関する分子病理学

的検討
臨床研究 市立岸和田市民病院

ろ胞性リンパ腫
濾胞性リンパ腫におけるobinutuzumabの効果・耐性に関わる臨床分子病理学

的検討
臨床研究 市立岸和田市民病院

血液悪性腫瘍 血液悪性腫瘍における新規治療標的抗原の同定 臨床研究 府中病院

がん全般
緩和ケア病棟入院中のがん患者に対する専門的リハビリテーションの有効性検

証のための多施設共同ランダム化比較試験
臨床研究 市立岸和田市民病院

消化器がん
切除不能・進行再発胃癌、大腸癌、膵癌に対するエドルミズ投与に関する観察

研究
臨床研究 りんくう総合医療センター

リンチ症候群が

疑われる症例
リンチ症候群の拾い上げ及び遺伝子診断に関する多施設共同研究 臨床研究 和泉市立総合医療センター

肝胆膵外科

手術症例

肝胆膵外科手術後の表層および深部感染後の切開創治療における陰圧閉鎖療法

(Negative Pressure Wound Therapy:NPWT)の有用性に関する前向き検討
臨床研究 りんくう総合医療センター

大腸腫瘍
大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）におけるSOクリップの有用

性に関する多施設共同無作為化比較試験
特定臨床研究 岸和田徳洲会病院 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs052190089

https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs052190089

