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【特定臨床研究】（25件）

Ｎｏ. 部署名 医師名 臨床研究課題名 審査CRB 進捗状況
主任施設又は
参加施設

備考

1 23 - 12 呼吸器内科 高橋　利明
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+シス
プラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療法のランダ
ム化比較第Ⅲ相試験(JIPANG)

 参加

2 24 - 9 婦人科 安部　正和

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対する Paclitaxel毎週点
滴静注+Carboplatin 3週毎点滴静注投与 対 Paclitaxel毎週点滴
静注+Carboplatin 3週毎腹腔内投与 のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試
験

参加 登録終了

3 24 - 49 脳神経外科 林　央周

初発中枢神経原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキ
セート療法＋放射線治療と照射前大量メトトレキセート療法＋テ
モゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム
化比較試験（JCOG1114）

参加

4 26 - 5 胃外科 寺島　雅典
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃癌に対する術前
trastuzumab併用化学療法の意義に関するランダム化第II相試験

国立がん研究センター
中央病院

承認 主任

5 27 - 66
陽子線治療

科
村山　重行

切除不能、局所療法不適の肝細胞癌に対する陽子線治療の多
施設共同臨床試験

参加

6 28 - 19 脳神経外科 林　央周
再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次
併用療法をベバシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化
第Ⅲ相試験（JCOG1308）

参加

7 28 - 63 胃外科 寺島　雅典
早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移
診断と個別化手術の有用性に関する臨床試験

参加

8 29 - 36 消化器内科 安井　博史
治癒切除後病理学的StageⅠ/Ⅱ/Ⅲ小腸腺癌に対する術後化
学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

参加

9 19 - 61 肝胆膵外科 上坂　克彦
胆菅癌切除例に対するゲムシタビン補助療法施行群と手術単独
群の第Ⅲ相比較試験

　 参加 解析終了

10 22 - 42 呼吸器内科 高橋　利明

上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon 19 deletionまたはExon
21 point mutation）がない、または不明である非扁平上皮非小細
胞肺がんに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマ
ブ併用療法施行後、維持療法として、ペメトレキセド＋ベバシズ
マブ併用療法をベバシズマブ単剤と比較する第Ⅲ相臨床試験
（WJOG5610L）

参加 解析中

11 23 - 1
放射線治療

科
原田　英幸

中リスクのStageⅠ/ⅡA 子宮頸がんに対する拡大全摘と骨盤リ
ンパ節郭清術後の補助放射線療法と補助化学放射線治療を比
較する無作為割り付け第Ⅲ相試験（GOG-0263）

参加

整理番号

現在静岡がんセンターで実施している特定臨床研究
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12 23 - 51 肝胆膵外科 上坂　克彦
切除可能膵癌に対する術前治療としてのS-1併用放射線療法と
ゲムシタビン+ S-1併用療法のランダム化第II相試験

　 主任 追跡中

13 24 - 31 消化器内科 山﨑　健太郎

StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤お
よびｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比
較臨床試験(JFMC47-1202-C3(ACHIEVE Trial))

参加 追跡中

14 24 - 36
放射線治療

科
原田　英幸

A phase Ⅲ trial of accelerated whole breast irradiation with
hypofractionation plus concurrent boost versus standard whole
breast irradiation plus sequential boost for early-stage breast
cancer 早期乳癌に対する同時追加照射を用いる加速全乳房照
射と、追加部分照射を組み合わせた標準的全乳房照射を比較
する第Ⅲ相試験(RTOG1005)

参加

15 25 - 1 呼吸器内科 高橋　利明
化学療法未施行ⅢB／Ⅳ期肺扁平上皮癌に対するCBDCA＋
TS-1併用療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試験

参加 追跡中

16 26 - 4 大腸外科 塩見　明生

再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸がん治癒切除例
に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法または
XELOX療法の至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨
床試験

参加 追跡中

17 26 - 48 消化器内科 山﨑　健太郎
切除不能な進行・再発大腸癌に対する2次治療としてのXELIRI
with/without Bevacizumab療法とFOLFIRI with/without
Bevacizumab療法の国際共同第III相ランダム化比較試験

参加 追跡中

18 27 - 2 消化器内科 安井　博史

RAS遺伝子(KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の
切除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6＋ベバシズ
マブ併用療法とmFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性
及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM
study

参加 追跡中

19 27 - 62 女性内科 渡邉　純一郎
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有
用性を検証する第Ⅲ相臨床試験-ペルツズマブ再投与試験-
（PRECIOUS試験)

　 参加

20 27 - 65 呼吸器内科 釼持　広知
高齢者化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺がんに対する
nab-paclitaxel+Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法
のランダム化第Ⅲ相試験

　 参加 登録中

21 28 - 22 女性内科 渡邉　純一郎
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（RESQTrail レスキュー試験)

　 参加 登録中
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22 28 - 33 呼吸器内科 高橋　利明

T790M変異以外の機序にてEpidermal growth factor receptor-
tyrosine kinase inhibitor(EGFR-TKI)に耐性化したEGFR遺伝子
変異陽性非扁平上皮非小細胞肺がんに対するニボルマブとカ
ルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法を比較する第Ⅱ相臨床試
験（WJOG8515L）

参加 登録中

23 特18 - 1 消化器内科 安井　博史 小腸癌 CapeOX PⅡ study
静岡県立静岡がんセンター
臨床研究倫理審査委員会

承認
（2018年8月17日）

参加

24 特18 - 2 消化器内科 山﨑　健太郎

フッ化ピリミジン、オキサリプラチンを含む化学療法に不応または
不耐な切除不能進行・再発大腸癌に対する2次治療としてのイリ
ノテカン、ベバシズマブ、TAS-102隔週投与併用療法の第Ⅰ相
試験（MODURATE)

静岡県立静岡がんセンター
臨床研究倫理審査委員会

承認
（2018年7月31日）

主任 登録中

25 特18 - 3 呼吸器内科 釼持　広知
高齢者EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌患者に対する低
用量アファチニブの第Ⅱ相試験

静岡県立静岡がんセンター
臨床研究倫理審査委員会

承認
（決裁中）

主任 登録中


