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凍結乾燥保存-多血小板血漿（PRP）による歯槽骨再生（増生）療法

の検討
顎口腔再生外科室 UMIN000027144

脛骨遠位端骨折に対するDTN（ディスタルティビアルネイル）の 有

効性と安全性に関する多施設共同臨床研究
救命救急センター UMIN000025272

抗菌薬局所投与による口腔腫瘍手術後創部感染予防における口腔内

細菌の動態
口腔顎顔面外科室 UMIN000027421

「非小細胞肺癌術後補助療法としてのTS-1 vs. CDDP+VNRの無作

為化第Ⅱ相比較試験」の附随研究 術後補助療法の効果予測バイオ

マーカーの探索

腫瘍外科 UMIN000027435

非小細胞肺癌術後補助療法としてのTS-1 vs. CDDP+VNRの無作為

化第Ⅱ相比較試験
腫瘍外科 UMIN000027436

悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究 腫瘍外科 UMIN000024664

歯科インプラント治療におけるFINESIAシステムの有効性及び安全

性を評価する多施設共同研究（FINESIA Study）

口腔・顎・顔面インプラン

トセンター
UMIN000025819

乳癌患者におけるドセタキセル誘因末梢神経障害に対する圧迫療法

の検討
移植・消化器外科 UMIN000027881

EGFR T790M変異陽性転移非小細胞肺癌におけるオシメルチニブの

効果予測因子に関する前向き観察研究
第二内科 UMIN000027233

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する

小細胞肺癌の臨床病理学的、分子生物特徴を明らかにするための前

向き観察研究

第二内科 UMIN000018656

特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋

nab-パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチン＋nab-パ

クリタキセル療法のランダム化第II 相試験 （J-SONIC）

第二内科 UMIN000026799

マラリアに対するキニーネ注射薬の薬効・安全性評価研究 熱研内科 UMIN000027485

横紋筋肉腫高リスク群高リスク群患者に対するVI（ビンクリスチ

ン、イリノテカン）／VPC（ビンクリスチン、ピラルビシン、シク

ロホスファミド）／IE（イホスファミド、エトポシド）／VAC（ビ

ンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド）療法の

有効性及び安全性の評価　第Ⅱ相臨床試験

小児科 UMIN000025473

「胸部CTにて肺過誤腫または肺過良性腫瘍を疑う結節影における

Chemical shift MRIの有用性の検討」 (LOGIK-1701)
腫瘍外科 UMIN000027127

移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド－デキサメ

タゾン（Rd）療法に効果不十分の症例に対しボルテゾミブを追加す

るレスポンスガイドセラピーの有用性と安全性-W-JHS MM01-

熱研内科 UMIN000026498
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非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次

予防における最適な抗血栓療法に関する 多施設共同ランダム化比較

試 験 Optimal Antithrombotic Therapy in Ischemic Stroke

Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and

Atherothrombosis (ATIS-NVAF)

脳神経内科 UMIN000025392

cN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究 口腔顎顔面外科室 UMIN000027875

直接型抗ウイルス薬によりウイルス学的著効を示したC型慢性肝疾患

患者における肝発癌の実態を明らかにするための多施設共同前向き

研究

消化器内科 UMIN000027988

L-OHP，5-FUベースによる一次治療に不応の 切除不能進行大腸癌

の二次治療としてのS-1+CPT-11+ramucirumab (IRIS+Rmab)療

法の 有用性と安全性を検討する第II相試験(N-DOCC-F-C-1701)

移植・消化器外科 UMIN000028170

WJOG 9216G 切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対す

る FOLFIRI+ramucirumab療法とFOLFOXIRI+ramucirumab療法

のランダム化第II相試験 Randomized phase II study of FOLFIRI

plus ramucirumab versus FOLFOXIRI plus ramucirumab as

first-line treatment in patients with metastatic colorectal

cancer 'Ramucirumab Evaluation in Combination with

chemotherapy As firSt-line Treatment for metastatic colorectal

cancer' RECAST

移植・消化器外科 UMIN000026527

「 LOGIK-1702 非 小 細 胞 肺 癌 術 後 補 助 療 法 と し て の TS-1 vs.

CDDP+VNRの 無作為化第Ⅱ相比較試験」の附随研究 術後補助療法

の効果予測バイオマーカーの探索

第二内科 UMIN000027436

非小細胞肺癌術後補助療法としての TS-1 vs. CDDP+VNRの無作為

化第Ⅱ相比較試験
第二内科 UMIN000027435

２型糖尿病を伴う心不全患者の微量アルブミン尿に対する ダパグリ

フロジンの予防・抑制効果に関する臨床試験
循環器内科 UMIN000025102

人工呼吸器装着患者における 口腔ケア方法の検討：前向き介入研究 口腔顎顔面外科室 UMIN000028307

肝切患者の腹痛・腹部膨満感に対する 大建中湯の有効性・安全性評

価 -術後栄養吸収能の検討-
移植・消化器外科 UMIN000028950

がん性疼痛に対する経皮的電気神経刺激の効果検証 保健学系 UMIN000028274

頭頸部癌患者に心理尺度を用いた口腔保健行動の評価 周術期口腔管理センター UMIN000028812

頭頸部癌放射線治療患者に対する口腔粘膜炎重症化予防に関する検

討
周術期口腔管理センター UMIN000028813

ニンテダニブ治療中の特発性肺線維症に対する呼吸リハビリテー

ションの長期効果の検討
リハビリテーション部 UMIN000026376

長期臥床妊産婦に対する産褥早期における下肢筋力訓練の効果に関

する臨床研究
保健学系 UMIN000028911
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第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第Ⅲ相国際

共同臨床研究（IntReALL SR 2010）
小児科 UMIN000015424

SCRUM-Japan疾患レジストリを活用した新薬承認審査時の治験対

照群データ作成のための前向き多施設共同研究（SCRUM-Japan

Registry）

第二内科 UMIN000028058

後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査 特発性

造血障害班赤芽球癆コホート調査（PRCA2016）
血液内科 UMIN000024807

国内の小児血友病A患者を対象とした遺伝子組換え血液凝固第VIII因

子Fc融合タンパク質（rFVIIIFc）製剤の有用性を検討する多施設観

察研究　 Fc Adolescent and Children Treatment study (FACTs)

小児科
JapicCTI-173657

UMIN000028834

トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリ

ナート併用療法の効果・安全性評価研究
熱研内科 UMIN000029112

日本におけるゴーシェ病の実態調査 血液内科 UMIN000021839

Japan CHARLOTTE:卵巣癌に対する横断研究:BRCA 遺伝学的検査

に関する 研究 CHARacterizing the cross-sectionaL approach to

Ovarian cancer: geneTic TEsting of BRCA

産婦人科 UMIN000025597

進行性家族性肝内胆汁うっ滞症1型に対するフェニル酪酸ナトリウム

の有効性と安全性に関する探索的研究
小児科 UMIN000027666

強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間

HLA半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の

多施設共同第II相試験

血液内科 UMIN000026002

日本のリアルワールドにおけるアバタセプト治療が『自己抗体出現

状態に与える影響』および『臨床的パラメーターを用いた有効性評

価と自己抗体出現状態変化との関連』を解析する探索的研究

第一内科 UMIN000028804

骨髄破壊的前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁

者間HLA半合致移植後における併用免疫抑制剤の減量および早期中

止の多施設共同第Ⅱ相試験

血液内科 UMIN000026001

卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を明ら

かにする前向き観察研究
産婦人科 UMIN000026303

カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジス

トリ）
循環器内科 UMIN000028288

肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共

同後ろ向き臨床研究
腫瘍外科 UMIN000028741

子宮癌肉腫に対する dose-dense TC 療法と triweekly TC 療法によ

る術後補助化学療法、再発後化学療法を比較するランダム化第

II/III 相比較試験

産婦人科 UMIN000025884

高齢者進行・再発胃癌に対する1次治療としてのS-1+ラムシルマブ

療法の多施設共同第II相試験(KSCC1701)
腫瘍外科 UMIN000028309

糖尿病黄斑浮腫患者に対する治療実態の疫学調査 眼科 UMIN000023160
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日本における骨髄増殖性腫瘍の予後に関する 大規模多施設前向き観

察研究
血液内科 UMIN000024340

KSCC1701 高齢者進行・再発胃癌に対する1次治療としての S-1+

ラムシルマブ療法の多施設共同第II相試験
移植・消化器外科 UMIN000028309

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）

血液内科 UMIN000027961

横紋筋肉腫低リスクA群患者に対するVAC1.2(ビンクリスチン、ア

クチノマイシンD、シクロホスファミド1.2g/m2)/VA療法の有効性

及び安全性の評価　第Ⅱ相臨床試験

小児科 UMIN000020891

横紋筋肉腫低リスクB 群患者に対するVAC1.2（ビンクリスチン、ア

クチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリ

スチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全性の評価 第II 相臨

床試験

小児科 UMIN000023956

｢下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義｣研究登録症例におけ

る追加調査
移植・消化器外科 UMIN000026789

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察

研究 All Nippon AF In Elderly Registry―ANAFIE Registry―
脳神経内科 UMN000024006

ハイドロキシアパタイトコーティングステムの臨床成績と疼痛の評

価
整形外科 UMIN000027594

重症熱性血小板減少症候群患者を対象とした ファビピラビルの臨床

試験2017
感染制御教育センター UMIN000029020

乳癌術後補助療法の説明及び治療選択におけるChemoCalcの有効性

の検討2
移植・消化器外科 UMIN000030192

WJOG9516L ALK陽性肺癌に関するレトロスペクティブ研究-ALK陽

性肺癌に対するクリゾチニブ後にアレクチニブを投与する治療シー

クエンスの臨床効果の多施設共同後ろ向き研究-

第二内科 UMIN000028605

クラリスロマイシン長期投与の高齢者における肺炎抑制効果に関す

る ランダム化比較試験
第二内科 UMIN000023355

根治切除（R0）不能局所進行膵癌に対するGemcitabine＋nab-

Paclitaxel療法の有用性に関する前向き多施設共同研究
移植・消化器外科 UMIN000027775

横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2(ビンクリスチン、ア

クチノマイシンD、シクロホスファミド2.2g/m2)/VI(ビンクリスチ

ン、イリノテカン)療法の有効性及び安全性の評価　第Ⅱ相臨床試験

小児科 UMIN000023956

乳癌化学療法におけるステロイド含有含嗽薬による口腔粘膜炎予防

の多施設共同無作為化第Ⅱ相試験
移植・消化器外科 UMIN000030489

免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブが誘発する1型糖尿病、間質

性肺疾患の発症に関連する原因遺伝子多型・変異の探索的研究
内分泌・代謝内科 UMIN000030495

同種造血幹細胞移植後再発再燃成人T細胞白血病・リンパ腫に対する

レナリドミドの安全性と有効性に関する多施設共同前方視的観察研

究

血液内科 UMIN000029635
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JCOG1408 臨床病期 IA 期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺

癌と診断された 3 cm 以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否

例）に対する 体幹部定位放射線治療のランダム化比較試験（J-

SBRT trial)

第二内科 UMIN000021029

消化管がん患者を対象とした新画像強調処理(LCI)を用いた上部消化

管腫瘍 性病変の検出能に関するランダム化比較研究
消化器内科 UMIN000023863

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
呼吸器外科 UMIN000029411

初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施設共同臨床

第Ⅱ相試験（JPLT3-S，JPLT3-I）
小児科 UMIN000009049

ホルモン療法剤に感受性を有する閉経後ER 陽性HER2 陰性転移 乳

がんに対するエベロリムスの追加効果を検討するランダム化 第II 相

臨床試験

移植・消化器外科 UMIN000025156

非弁膜症性心房細動患者を対象としたカテーテルアブレーション周

術期における経口FXa阻害剤エドキサバンの有効性及び安全性評価

のための多施設共同臨床研究

循環器内科 UMIN000029693

重症患者における末梢静脈カテーテルによる静脈炎の発生頻度とそ

のリスク因子の検討
麻酔科 UMIN000028019

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における22G Franseen針と 20G側

溝付き針による自己免疫性膵炎の病理組織学的検討【-多施設共同前

向き無作為化比較試験-】

消化器内科 UMIN000027668

ダウン症候群の排尿障害に対しての 塩酸ドネペジル療法臨床研究 小児科 UMIN000030570

肝移植における自己由来制御性T細胞を用いた免疫寛容誘導法の多施

設共同臨床研究
肝胆膵外科・肝移植外科 UMIN000030612

家族性地中海熱インフラマソーム伝達異常をゲノム創薬で解決する

開発研究
医療教育開発センター UMIN000030922

関節リウマチ患者を対象とした骨びらん進行抑制効果に関するデノ

スマブ治療と従来治療の比較検討：HR-pQCTを用いた非盲検無作為

化群間比較試験

リウマチ・膠原病内科学 UMIN000030575

新規人工骨（アフィノス®）の 骨伝導能に関する研究： 高解像度

CTによる骨微細構造解析
整形外科学 UMIN000030804

既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマブと ニボルマブ

+ドセタキセルのランダム化比較第 II/III 相試験 (TORG1630

CONDUCT study)

呼吸器内科学 UMIN000021813

肺高血圧症の治療法を比較検討する多施設共同症例登録研究 (Japan

PH Registry)
循環器内科 UMIN000026680

脳転移を有する進行・再発非小細胞肺癌に対するDocetaxelと

Ramucirumabの併用療法の有効性と安全性に関する第Ⅱ相試験
第二内科 UMIN000024551

HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンとS1のhealth-

related quality of life(HRQoL)を比較するランダム化第III相試験
地域包括ケア教育センター UMIN000021398

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000023701
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000026838
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=R000010106
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028938
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000033933
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000032063
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030984
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034902
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034895
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035313
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034909
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035175
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000024452
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030191
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000028254
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000024671


再発・難治CCR4陽性ATLに対するモガムリズマブ併用レナリドミド

療法の第I/II相試験
血液内科 UMIN000031500

早期食道癌 ESD後の食道狭窄 に対する細胞シート治療の臨床研究 光学医療診療部 UMIN000026506

cT1-3N1M0乳癌における術前化学療法後ycN0症例を対象としたセ

ンチネルリンパ節生検の妥当性に関する第II相臨床試験
地域包括ケア教育センター UMIN000030558

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

肝胆膵外科・肝移植外科 UMIN000030077

進行非小細胞肺癌に対する PD-1 阻害薬投与後の 化学療法の有効性

や安全性を検討する後方視的多施設研究
呼吸器内科 UMIN000029576

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（通電を行わないスネア切除）の有用性と安全

性に関する研究

消化器内科 UMIN000030876

SATAKE･HotBalloonカテーテル使用症例に対する全国観察研究

（HARVEST study）
循環器内科 UMIN000029567

Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによる multiplex遺伝子

解析の有効性に関する前向き観察研究 (LC-SCRUM-Liquid)
呼吸器内科学 UMIN000030496

StageⅡ /ⅢおよびCROSS1/2の閉塞性大腸癌に対するBridge to

Surgery (BTS)大腸ステントの長期予後に関する多施設共同無作為

化臨床試験

大腸・肛門外科 UMIN000026158

胆嚢癌の診断を治療方針・予後に関する前向き観察研究 肝胆膵外科・肝移植外科 UMIN000027785

歩行可能なデュシェンヌ型筋ジストロフィーの自然歴研究 小児科 UMIN000030562

自家口腔粘膜上皮細胞シート移植後組織の遺伝学的安全性に関する

臨床研究
胃・食道外科 UMIN000031464

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000035865
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000030441
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https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034327
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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=R000033785
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000034795
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