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実施状況

IQVIAサービシーズジャパン株式会社 再発・難治性多発性骨髄腫 2022年2月1日 jRCT2011210067

再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotinとポマリドミド
及びデキサメタゾンとの併用療法（B-Pd）の有効性及び安全性を、ポマリドミドと
ボルテゾミブ及びデキサメタゾンとの併用療法（PVd）と比較検討する多施設共同非
盲検無作為化第III相試験 (DREAMM 8)

3 GSK2857916

本治験の目的は、多発性骨髄腫に対する治療として、belantamab mafodotinという治験薬と、既に多発性骨髄腫の治療として使用されているお薬であるポマリドミドとデキ
サメタゾンの3つの薬剤を併用した際の効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。既に多発性骨髄腫の治療として使用されているお薬であるボルテゾミ
ブ、ポマリドミド、デキサメタゾンの3つの薬剤を併用した際の効果及び副作用と比較します。それぞれの薬剤群には１：１で割り付けられます。
本治験では、
①多発性骨髄腫と診断されていること
②1種類以上の多発性骨髄腫の治療を受け、直近の治療で疾患の進行がみられていること
③過去に受けた治療による副作用が一定の基準以下に回復または軽快していること、等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本治験で用いられている治験薬は、多発性骨髄腫のがん細胞にあるBCMA（B細胞成熟抗原）というタンパク質を標的としています。

募集中

マントル細胞リンパ腫 2021年8月13日 jRCT2021210026 前治療歴のあるBTK阻害剤未投与のマントル細胞リンパ腫患者を対象にLOXO-305と治
験医師が選択するBTK阻害剤を比較する非盲検無作為化第III相試験

3 LOXO-305

本治験は、LOXO-305(Pirtobrutinib；ﾋﾟﾙﾄﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ)という治験薬の有効性と安全性を調べるために行われる国際共同試験です。
本治験は、前治療歴のあるBTK阻害剤未投与のマントル細胞リンパ腫の患者さんを対象に実施されます。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
米国、カナダ、欧州、アジアおよびオーストラリアで約500人の患者さんが、この治験に参加する予定です。
LOXO-305(Pirtobrutinib)（A群）または治験担当医師が選択するBTK阻害剤（ibrutinib,acalabrutinibまたはzanubrutinib）(B群）のいずれかを服用していただきます。

募集中

慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫 2021年8月24日 jRCT2021210031

BTK阻害剤の前治療歴がある慢性リンパ性白血病／ 小リンパ球性リンパ腫を対象に
治験医師が選択した イデラリシブ及びリツキシマブの併用又はベンダムスチン及び
リツキシマブの併用をLOXO-305と比較する 非盲検無作為化第III相試験（BRUIN
CLL-321）

3 LOXO-305

本治験は、LOXO-305(Pirtobrutinib)という治験薬の有効性と安全性を調べるために行われる国際共同試験です。
本治験は、これまでにBTK阻害剤による治療歴がある慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫の患者さんを対象に実施されます。
米国、カナダ、欧州、アジアおよびオーストラリアの約200施設で約250人の患者さんが、この治験に参加する予定です。
LOXO-305(Pirtobrutinib)（A群）または治験医師が選択したイデラリシブ及びリツキシマブの併用又はベンダムスチンとリツキシマブの併用（B群）による治療を受けてい
ただきます。

募集中

慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫 2022年1月8日 jRCT2011210061

前治療歴のある慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫患者を対象に固定期間
投与のピルトブルチニブ（LOXO-305）、ベネトクラクス及びリツキシマブの併用と
ベネトクラクス及びリツキシマブ併用を比較する非盲検無作為化第III相試験
（BRUIN-CLL-322試験）

3 LOXO-305

この治験は、LOXO-305(ピルトブルチニブ)という試験段階の治療薬をベネトクラクスおよびリツキシマブと併用したときの安全性と有効性を、ベネトクラクスおよびリツキ
シマブの併用と比較して評価するために行われます。この治験に参加するためには、以下の参加基準を満たす必要があります。
-iwCLL2018基準の定義に従い、治療を要するCLL/SLLの診断がされている患者
-共有結合型BTK阻害剤を含む1種類以上の前治療歴がある患者
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫は、「BTK」というたんぱく質に依存しています。
治験薬LOXO-305(ピルトブルチニブ)は、これらのがんで正常なBTKと変異型のBTKの両方を阻害するように作られている「BTK阻害剤」で、現在使用可能なBTK阻害剤（イブル
チニブやアカラブルチニブなど）が効かなくなったがんや、副作用のために治療継続が困難になったがんも対象となります。

募集中

慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫 2022年2月18日 jRCT2041210150
未治療の慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫患者を対象にpirtobrutinib
（LOXO-305）とベンダムスチン及びリツキシマブの併用を比較する非盲検無作為化
第III相試験（BRUIN CLL-313）

3 LOXO-305

本治験は、LOXO-305(Pirtobrutinib；ﾋﾟﾙﾄﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ))という治験薬の有効性と安全性を調べるために行われる国際共同試験です。
本治験は、未治療の慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫患者を対象に実施されます。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
世界で約250人の患者さんが、この治験に参加する予定です。
LOXO-305(Pirtobrutinib；ﾋﾟﾙﾄﾌﾞﾙﾁﾆﾌﾞ)（A群）またはベンダムスチン及びリツキシマブの併用(B群）のいずれかで治療していただきます。

募集中

Meiji Seikaファルマ株式会社 非ホジキンリンパ腫 2022年6月6日 jRCT2041210129 再発又は難治性（R/R）B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-NHL）を対象としたツシジノ
スタットとリツキシマブ併用の第Ib/II相試験

1b/2 HBI-8000

本治験の目的は、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）を含むB-NHLの治療において、リツキシマブと併用したときのツシジノスタットの安全性や有効性を確認するこ
とです。
本治験はPartA（第Ib相）とPartB（第II相）で構成されています。
PartAは、リツキシマブを併用したときのツシジノスタットの安全性を確認することが主要な目的です。
B-NHLと診断され、少なくとも1回の全身療法後に再発又は難治性となり、他に望ましい治療選択肢がない患者さんが対象となります。
PartBは、リツキシマブを併用したときのツシジノスタットの有効性を確認することが主要な目的です。
DLBCLと診断され、少なくとも1回の全身療法後に再発又は難治性となり、他に望ましい治療選択肢がない患者さんが対象となります。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本治験で用いられている治験薬ツシジノスタットは、日本では「再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫」及び「再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫」の効能・効果
で承認されており、
血液、骨髄、リンパ節等に影響を及ぼすがんの治療のための単剤療法として開発されました。
また、海外では、メラノーマ、乳がん、腎がん、肺がん等の固形がんに対し、他の薬剤との併用療法（2つ以上の治療法を組み合わせた治療法）としても開発されていま
す。
本治験で用いられている併用薬リツキシマブはDLBCLを含むB-NHLに対する治療薬として国内外で承認されており、単独又は他の薬剤と併用する標準的な治療法として広く使
用されています。

募集中

MSD株式会社 原発性縦隔大細胞型B 細胞性リンパ腫（rrPMBCL） 2020年4月20日 JapicCTI-205263 再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B 細胞性リンパ腫（rrPMBCL）患者を対象とし
たMK-3475（ペムブロリズマブ）の第I相試験（KEYNOTE-A33）

1 MK-3475 - 終了

アステラス製薬株式会社
再発又は難治性急性骨髄性白血病（AML）及び再発又は難治
性高リスク骨髄異形成症候群（MDS）患者

2019年9月3日 JapicCTI-194935
再発又は難治性急性骨髄性白血病（AML）及び再発又は難治性高リスク骨髄異形成症
候群（MDS）患者を対象としたASP7517の安全性，忍容性及び有効性を検討する第1/2
相非盲検試験

1・2. ASP7517

本試験の目的は、ASP7517が再発又は難治性AML患者及び再発又は難治性高リスクMDS患者に対して有益な治療法であるかどうか、また安全な治療法であるかどうかを調べる
ことです。
本試験では、AMLと診断され前治療後に再発した方又は前治療が効かなかった方、
又はMDSと診断され、骨髄異形成症候群のスコアにより高リスクMDSと分類される、前治療後に再発した方又は前治療が効かなかった方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

FLT3遺伝子変異陽性AML患者 2019年10月18日 JapicCTI-195010 未治療の急性骨髄性白血病患者を対象とした寛解導入療法及び地固め療法との
ASP2215併用第I/II相試験

2 ギルテリチニブフマル酸塩（ASP2215） - 終了

アストラゼネカ株式会社 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 2020年11月16日 jRCT2041200065

未治療の非胚中心B 細胞びまん性大細胞型B 細胞リンパ腫を有する70歳以下の患者
を対象に、アカラブルチニブとリツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシ
ン、ビンクリスチン、及びPrednisone（R-CHOP）との併用療法を検討する第III
相、無作為化、二重盲検、プラセボ対照試験

3 ACP-196

本治験の目的は、未治療の非胚中心B細胞びまん性大細胞型B細胞リンパ腫を有する70歳以下の患者を対象に、R-CHOP療法との併用時におけるアカルブルチニブの有効性（無
増悪生存期間）及び安全性をプラセボと比較評価することです。
本治験では、
①18歳以上70歳以下の男女であること、
②中央検査機関が遺伝子発現プロファイルおよび病理学的検討のために必要な試料が送付可能な、病理学的に確認されたB細胞びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）で
あること、
③DLBCLの治療歴がないこと、
④ECOGパフォーマンスステータスが2以下であること、
⑤IPIスコアが1～5であること、
⑥Ann Arbor分類による病期がⅡ～Ⅳ期であること、
⑦内臓および骨髄機能が十分である、
⑧本治験中およびリツキシマブ最終投与から12か月後まで、有効な避妊法を使用することに同意すること
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
ブルトン型チロシンキナーゼ（BTK）は、B細胞に発現するB細胞受容体の下流シグナル伝達分子です。
アカラブルチニブは、BTKと結合し、BTKのキナーゼ活性を阻害することにより、B細胞性腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。

募集中

アッヴィ合同会社 急性骨髄性白血病（AML）又は非小細胞肺癌（NSCLC） 2020年5月21日 JapicCTI-205295 癌治療歴を有する患者を対象としたABBV-184 の安全性，忍容性，薬物動態及びRP2D
を検討するヒト初回投与多施設共同非盲検用量漸増・第I相試験 [M19-747]

1 ABBV-184 - 終了

多発性骨髄腫 2022年5月25日 jRCT2071220010
[M20-917] 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象として，デキサメタゾンと併
用又は非併用，及び抗骨髄腫レジメンと併用したときのlemzoparlimab の第Ib 相，
用量漸増及び用量拡大試験

1 Lemzoparlimab 多発性骨髄腫を対象としてlemzoparlimabをデキサメタゾンと併用又は非併用，及び他の抗骨髄腫レジメンと併用したときの安全性と薬物動態を評価する。 終了

多発性骨髄腫 2022年6月10日 jRCT2051220047 [M19-388] ベネトクラクスの先行試験を完了した患者を対象としたベネトクラクス
の継続投与試験

3 ベネトクラクス
本継続投与試験の目的は，実施中の試験でベネトクラクスの忍容性及びベネトクラクスの投与によるベネフィットが継続して認められている患者を対象に，ベネトクラクス
を提供すること及びベネトクラクスの長期安全性データを収集することである。

骨髄増殖性腫瘍 2019年8月7日 JapicCTI-194907 骨髄増殖性腫瘍被験者を対象にnavitoclax を単剤投与又はルキソリチニブと併用投
与したときの安全性，忍容性及び薬物動態を評価する第I 相非盲検試験 [M19-753]

1 Navitoclax

本試験の目的は、骨髄線維症に対する治療薬としてNavitoclaxの副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています
・WHOの分類に基づき骨髄線維症、真性多血症又は本態性血小板血症と診断されている
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

急性骨髄性白血病 2020年2月3日 JapicCTI-205141
従来の化学療法後の第一寛解期にある急性骨髄性白血病患者の維持療法としてのベ
ネトクラクス + アザシチジンをベストサポーティブケアと比較する無作為化，非盲
検，2群，多施設共同，第III相試験（VIALE-M）[M19-708]

3 ABT-199

本試験の目的は、従来の化学療法後の第一寛解期にある急性骨髄性白血病（AML）の維持療法としてベネトクラクスと経口アザシチジン（CC-486）の併用投与時の効果（有
効性）と副作用（安全性）について調べることです。
本試験は2つのパートから成り立っています。
パート1はベネトクラクスとアザシチジンの併用投与時の最適な用量を確定します。
パート3はベネトクラクスと経口アザシチジン（CC-486）の併用投与時の最適な用量を決定するための用量設定パートと、ベネトクラクスと経口アザシチジンの併用投与が
経口アザシチジン単独投与時に比べて維持療法としての有効性が認められるか（無再発生存期間を延長するかどうか）を評価する無作為化パートから成ります。
・本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が１８歳以上である。
・AMLと診断されている。
・寛解導入及び地固め化学療法の完了後に一定の効果が認められた。
・臨床検査結果により、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210067
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021210026
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021210031
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210061
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041210150
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041210129
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041200065
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205141
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急性骨髄性白血病 2020年2月3日 JapicCTI-205142
同種幹細胞移植後の急性骨髄性白血病患者を対象としてベネトクラクスとアザシチ
ジンの併用投与の安全性及び有効性を評価する無作為化，非盲検第III相試験
（VIALE-T）[M19-063]

3 ABT-199

本試験の目的は、同種幹細胞移植後の急性骨髄性白血病（AML）に対する維持療法としてベネトクラクスとアザシチジンを併用した際の効果（有効性）と副作用（安全性）
について調べることです。
本治験は2つのパートで構成されます。
パート1（用量確認パート）では、ベネトクラクスとアザシチジンの併用投与時の最適な用量を決定することを目的とし、18歳以上の患者さんにご参加いただきます。
パート2（無作為化パート）では、ベネトクラクスとアザシチジン併用投与を行った場合（A群）の有効性及び安全性を最良の支持療法（BSC）を行った場合（B群）と比較し
ます。
パート2へは12歳以上の患者さんにご参加いただきます。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・パート1：同意時の年齢が18歳以上である。パート2：同意時の年齢が12歳以上である。
・AMLと診断されている。
・同種幹細胞移植をこれから受けることを予定しているか、過去30日以内に同種幹細胞移植を受ける予定である。
・臨床検査結果により、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

骨髄異形成症候群 (MDS) 2020年9月25日 jRCT2031200130 未治療の高リスク骨髄異形成症候群患者を対象にベネトクラクスとアザシチジン併
用投与の安全性及び有効性を評価する無作為化二重盲検第III 相試験 [M15-954]

3 ABT-199

本試験の目的は、高リスクの骨髄異形成症候群（MDS）に対する治療薬としてベネトクラクスとアザシチジンを併用した時の効果（有効性）と副作用（安全性）をプラセボ
とアザシチジンを併用した際と比較検討することです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である
・高リスクのMDSと診断されている
・MDSの治療歴がない
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発又は難治性の多発性骨髄腫 2021年3月3日 jRCT2041200103 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象に，Eftozanermin Alfa （ABBV-621）を
ボルテゾミブ及びデキサメタゾンと併用投与する第Ib 相非盲検試験 [M20-258]

1ｂ ABBV-621

本試験の目的は、再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する治療薬としてABBV-621の効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である　・多発性骨髄腫と診断されている
・3～6ラインの前治療歴がある
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

骨髄線維症 2021年4月2日 jRCT2031210007 [M20-247] 骨髄線維症患者を対象としたABBV-744単剤投与又はルキソリチニブ，
Navitoclaxとの併用投与第1b相試験

1ｂ ABBV-744

本試験の目的は、骨髄線維症に対する治療薬としてABBV-744の副作用（安全性と忍容性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である
・WHOの定義による中等度又は高リスクの原発性骨髄線維症、真性赤血球増加症後の骨髄線維症、本態性血小板血症後の骨髄線維症と診断されている
・BET阻害剤の治療歴がない
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

骨髄線維症 2021年6月9日 jRCT2011210016
[M20-178] 再発/ 難治性骨髄線維症患者を対象にnavitoclax とルキソリチニブの併
用投与の有効性及び安全性を利用可能な最良の治療と比較評価する無作為化非盲検
第III 相試験（TRANSFORM-2）

3 ABT-263

本試験の目的は、骨髄線維症に対する治療薬としてNavitoclax とルキソリチニブを併用投与したときの効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である
・骨髄線維症と診断されている
・JAK2阻害剤の治療歴がある
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

慢性リンパ性白血病（CLL）/ 小リンパ球性リンパ腫
（SLL）

2021年11月26日 jRCT2021210055
[M20-353] 未治療の慢性リンパ性白血病（CLL）/ 小リンパ球性リンパ腫（SLL）の
日本人患者を対象としてベネトクラクスをオビヌツズマブ又はイブルチニブと併用
投与したときの安全性及び有効性を評価する第II 相試験

2 ABT-199

本試験の目的は、未治療の慢性リンパ性白血病（CLL）/ 小リンパ球性リンパ腫（SLL）対する治療薬として、ベネトクラクスをオビヌツズマブ又はイブルチニブと併用投与
したときの効果（有効性）と副作用（安全性）等について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が20歳以上である
・慢性リンパ性白血病（CLL）/ 小リンパ球性リンパ腫（SLL）と診断されている
・治療歴がない
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

急性骨髄性白血病，骨髄異形成症候群 2022年1月9日 jRCT2051210150
[M20-866] 急性急性骨髄性白血病（AML）又は骨髄異形成症候群（MDS）被験者を対
象にlemzoparlimab とベネトクラクス及び/ 又はアザシチジンの併用投与を検討す
る第Ib 相用量漸増試験

1 Lemzoparlimab

本試験の目的は、急性骨髄性白血病（AML）又は骨髄異形成症候群（MDS）に対する治療薬としてアザシチジン及び/又はベネトクラクスと併用した場合のlemzoparlimabの安
全性と薬物動態について調べることです。
日本コホートの目的は、日本人の再発又は難治性の急性急性骨髄性白血病（AML）又は骨髄異形成症候群（MDS）被験者を対象としてlemzoparlima単剤療法の忍容性及び安全
性を確認することです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である
・急性急性骨髄性白血病（AML）又は骨髄異形成症候群（MDS）と診断されている
・急性急性骨髄性白血病（AML）又は骨髄異形成症候群（MDS）の治療歴がある(日本コホート)／治療歴がない（グローバルコホート）
・臨床検査結果により、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

多発性骨髄腫 2022年3月26日 jRCT2011210079 [M22-984] 日本人の再発又は難治性多発性骨髄腫患者を対象としたABBV-383 単剤療
法の安全性，忍容性及び薬物動態を評価する第I 相試験（4L+RRMM 単剤療法試験）

1 ABBV-383

本試験の目的は、多発性骨髄腫に対する治療薬としてABBV-383を単剤投与したときの副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が20歳以上である
・多発性骨髄腫と診断されている
・3 ライン以上の前治療歴（プロテアソーム阻害剤，免疫調節薬及び抗CD38モノクローナル抗体の投与を含む）の治療歴がある
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

2022年10月4日 jRCT2041220067　 [M20-429] 再発・難治の成熟B細胞性腫瘍の小児患者を対象としたエプコリタマブの
治験

1ｂ エプコリタマブ (epcoritamab)

本試験の目的は、再発又は難治性のバーキット若しくはバーキット様リンパ腫/白血病、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）、その他のCD20陽性アグレッシブ成熟B細
胞性リンパ腫の小児患者を対象に、エプコリタマブ単剤療法の安全性や薬物動態を評価することです。
本治験では、主に以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・初回診断時の年齢が1歳以上、18歳未満である（一部例外があります）
・実施医療機関での検査により疾患が病理学的に確認されている
・再発又は一次治療に抵抗性である以下の疾患を有する方
　バーキットリンパ腫
　バーキット様リンパ腫/白血病
　びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）
　その他のCD20陽性アグレッシブ成熟B細胞性リンパ腫
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

多発性骨髄腫 2022年12月5日 jRCT2021220022 再発又は難治性多発性骨髄腫患者を対象とした薬物治療レジメンを併用したABBV-
383 の用量漸増及び用量拡大試験[M22-947]

1 ABBV-383

本試験の目的は、多発性骨髄腫に対する治療薬としてポマリドミド-デキサメタソン（Pd），レナリドミド-デキサメタソン（Rd），ダラツムマブ-デキサメタソン（Dd）又
はNirogacestat と併用したときのABBV-383の副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が20歳以上である
・ 多発性骨髄腫と診断されている
・ 多発性骨髄腫に対する治療歴がある
・ 臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2022年6月23日 JapicCTI-184092
陽性の再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象にベネトクラクス及びデキサメタ
ゾン併用投与をポマリドミド及びデキサメタゾン併用投与と比較する多施設共同無
作為化非盲検第III相試験 [M13-494]

3 ABT-199

本試験の目的は、陽性のある多発性骨髄腫に対する治療薬としてベネトクラクスの効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である
・多発性骨髄腫と診断されている
・陽性である
・ベネトクラクスや他のBCL-2阻害剤又はポマリドミドの投与歴の治療歴がない
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

びまん性大細胞型B 細胞リンパ腫（DLBCL） 2023年2月9日 jRCT2021220043 [M20-621] 初発のびまん性大細胞型B 細胞リンパ腫（DLBCL）患者を対象としたエプ
コリタマブとR-CHOP の併用療法とR-CHOP 療法の比較試験

3 エプコリタマブ 本治験の主目的は，初発のDLBCL 患者を対象として，エプコリタマブ+ R-CHOP 併用投与したときの有効性及び安全性を，R-CHOP投与と比較評価することである。 募集中

多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病 2020年1月24日 JapicCTI-205131 再発/難治性の多発性骨髄腫及び急性骨髄性白血病におけるABBV-467の安全性及び忍
容性を評価する試験 [M19-025]

1 ABBV-467 - 終了

マントル細胞リンパ腫(MCL) 2020年8月25日 JapicCTI-205442 日本人の再発/ 難治性マントル細胞リンパ腫被験者を対象としたベネトクラクスと
イブルチニブの併用療法の有効性及び安全性を評価する第II相試験 [M20-075]

2 ABT-199 - 終了

骨髄線維症 2021年7月30日 jRCT2041210045
[M16-191] 骨髄線維症患者を対象にNavitoclax とルキソリチニブの併用投与とルキ
ソリチニブの単剤投与を比較する無作為化二重盲検プラセボ対照第III 相試験
（TRANSFORM-1）

3 ABT-263

本試験の目的は、骨髄線維症に対する治療薬としてNavitoclax とルキソリチニブを併用投与したときの効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、以下の基準にあてはまる患者さんに参加をお願いしています。
・同意時の年齢が18歳以上である
・骨髄線維症と診断されている
・JAK2阻害剤の治療歴がない
・臨床検査結果により、骨髄、肝、腎機能などが十分に保たれていると確認されている
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205142
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200130
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041200103
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210007
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210016
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021210055
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021220022
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021220043
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実施状況

2022年7月26日 jRCT2031200392 
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象にベネトクラクス，ダラツムマブ及びデ
キサメタゾン（ボルテゾミブ併用及び非併用）との併用療法を評価する，多施設共
同，用量漸増及び拡大第I/II 相試験 [M15-654]

1・2. ベネトクラクス - 終了

2021年6月9日 jRCT2041210029 [M16-109] 骨髄線維症患者者を対象にnavitoclax を単剤投与又はルキソリチニブと
併用投与したときの忍容性及び有効性を評価する第II 相非盲検試験(REFINE 試験)

2 Navitoxlax - 終了

	B細胞性非ホジキンリンパ腫 2023年3月14日 jRCT2011220044 [M22-132] 非ホジキンリンパ腫被験者を対象に，epcoritamab を抗腫瘍薬と併用し
たときの安全性及び忍容性を評価する第Ib/II 相非盲検試験

1-2 ABBV-GMAB-3013 B 細胞性NHL 患者を対象に，エプコリタマブ と新規抗腫瘍薬との新規併用療法の安全性及び忍容性を評価する。 募集中

アムジェン株式会社
骨髄性白血病（AML）、微小残存病変（MRD）陽性AML、骨髄
異形成症候群（MDS）

2021年7月19日 jRCT2071210044 骨髄性悪性腫瘍患者を対象としたAMG 330の持続静脈内投与の安全性、忍容性、薬物
動態、薬力学及び有効性を評価するヒト初回投与第I相試験

1 AMG 330

ヒト初回投与第I相試験の目的はAMG 330を成人骨髄性悪性腫瘍患者に持続静脈内投与した場合の安全性及び忍容性を評価し、最大耐量及び/又は生物学的活性を示す用量を
評価する。
本治験は多施設共同で実施され、AMG 330を用量漸増し評価する。
被験者の安全性はバイタルサイン、心電図、身体検査及び臨床検査を厳密な評価に基づいて観察する。

中止

再発又は難治性多発性骨髄腫 2019年7月23日 JapicCTI-194877 再発又は難治性多発性骨髄腫患者を対象としたAMG 420単剤療法の安全性及び有効性
を評価する、第Ib/II相多施設共同非盲検試験

1・2. AMG 420 - 終了

再発又は難治性多発性骨髄腫 2020年6月18日 JapicCTI-205329
再発又は難治性多発性骨髄腫患者を対象としたAMG 701の単剤療法又はポマリドミド
との併用療法（デキサメタゾン併用及び非併用）の安全性、忍容性、薬物動態、薬
力学及び有効性を評価する第I/II相非盲検試験（ParadigMM-1B）

1・2. AMG701

本治験の主な目的は、再発又は難治性の多発性骨髄腫患者におけるAMG701についてより多くの知識を得るためです。
AMG701は単独の薬剤として投与（単剤療法）か、別の薬剤であるポマリドミドおよびデキサメタゾンと組み合わせて投与（併用療法）の2つの異なる方法で投与されます。
第1相には、用量探索とこれに続く用量確認の2つのパートがあります。
用量探索パートでは、特定の標的用量のAMG701の安全性と忍容性を評価します。
用量探索パートで得られた安全性データから、2での推奨用量を決定し、第1b相用量確認パートで安全性をさらに評価します。
本治験では、
①再発又は難治性の多発性骨髄腫であることが病理学的に確認されていること、
②週1回40mg（75歳超の場合は週1回20mg）までのデキサメタゾンの投与に対して不耐性ではないことが確認されていること等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発又は難治性急性骨髄性白血病（AML） 2021年6月15日 jRCT2031210152 再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者を対象としたAMG 427の安全性、忍容性、薬
物動態、薬力学及び有効性を評価するヒト初回投与第I相試験

1 AMG427

本治験の目的は、再発又は難治性の急性骨髄性白血病（R/R AML）及び微小／測定可能な残存病変陽性（MRD+）の急性骨髄性白血病の患者さんを対象に、この薬を投与した
場合の副作用について調べて、安全性を確認し、同時に、安全に使用して頂けるAMG427の投与量を調べることです。
本治験では、
①再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者の場合、WHO分類で定義する急性骨髄性白血病のうち、1コース以上の治療後の抵抗性又は再発、
②再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者の場合、骨髄中芽球率が5%以上、
③米国東海岸がん臨床試験グループ（ECOG）のパフォーマンスステータス2以下、
④腎機能と肝機能が保持されている等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

新たに診断されたフィラデルフィア染色体（Ph）陰性B前駆
細胞性急性リンパ芽球性白血病（ALL）

2022年2月10日 jRCT2051210174

フィラデルフィア染色体陰性B前駆細胞性急性リンパ芽球性白血病と新規に診断され
た高齢成人を対象とした、ブリナツモマブと低強度化学療法の交互投与と標準治療
を比較する安全性確認導入期（Safety run-inパート）を伴う第III相、ランダム
化、比較対照試験（Golden Gate Study）

3 AMG103

本治験の目的は、骨髄から生じるがんである、フィラデルフィア染色体陰性B前駆細胞性急性リンパ性白血病の診断を新たに受けた患者さんにブリナツモマブ（白血病細胞
と免疫系細胞に結合し、免疫系が白血病細胞を破壊するのを助ける分子）と低強度化学療法を併用することで、標準化学療法と比較して、生存期間や寛解持続期間が延びる
かどうかについて調べることです。
本治験では、
①フィラデルフィア染色体（Ph）陰性B前駆細胞性急性リンパ性白血病（ALL）の新規診断を受けていること、
②米国東海岸がん臨床試験グループ（ECOG）のパフォーマンスが2以下であること、
③腎臓、肝臓、心臓が適切な臓器機能を有していること
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2019年6月26日 JapicCTI-194826
再発又は難治性多発性骨髄腫患者及び再発又は難治性急性骨髄性白血病患者を対象
に、AMG176の安全性、忍容性、薬物動態及び薬力学を評価する第I相ヒト初回投与試
験

1 AMG 176

本治験の目的は、再発又は難治性の多発性骨髄腫患者あるいは再発又は難治性急性骨髄性白血病（AML）患者に対し、AMG176の投与が安全であるかどうかと、AMG 176の投与
により何らかの副作用が生じるかどうかについて調べます。
また、AMG176を安全に投与できる最大用量についても調べます。
本治験では、
①米国東海岸がん臨床試験グループパフォーマンスステイタスが0～2であること、
②1コース以上の治療後に抵抗性を示した、又は再発した世界保健機関（WHO）分類で定義された急性骨髄性白血病であり、急性前骨髄球性白血病は除く、
③骨髄芽球が5%を超えていること、
④血中白血球数が25,000/μL未満であること等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

2022年6月23日 jRCT2031210382
進行固形癌患者を対象としたAMG 994単剤療法及びAMG 994とAMG 404の併用療法の安
全性、忍容性、薬物動態及び有効性を評価する第I相、多施設共同、非盲検、用量探
索及び用量拡大試験

1 AMG 994、AMG 404

登録終了.
本試験の主要目的は進行固形がんに対するAMG 994の単剤療法及びAMG 994とAMG 404の併用療法の、安全性及び臨床上のベネフィットに関する情報を明らかにするもので
す。
本試験では、
①メソテリンを発現している再発又は難治性の固形がんに罹患していること、
②RECISTガイドランに従って、計測又は評価可能な病変が少なくとも1か所あること、
③ECOG Performance Statusで2以下であること、
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

ｲﾝｻｲﾄ・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社
貧血、本態性血小板血症から移行した骨髄線維症、真性多
血症から移行した骨髄線維症

2021年11月24日 jRCT2031210445 骨髄増殖性疾患による貧血患者を対象としたINCB000928の単剤療法又はルキソリチ
ニブとの併用療法の第1/2相、非盲検、多施設共同試験

1-2 INCB000928、ルキソリチニブ 治療　Treatment 募集中

骨髄線維症、骨髄異形成症候群、骨髄異形成症候群／骨髄
増殖性腫瘍

2022年4月8日 jRCT2041220002 骨髄線維症及びその他の進行性骨髄系腫瘍患者を対象としたINCB057643の第1相、非
盲検、安全性及び忍容性試験

1
INCB057643：なし、ルキソリチニブ：ルキソリチニブ
リン酸塩

治療　Treatment 募集中

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 2022年6月24日 jRCT2071220021

高中間リスク及び高リスクの未治療びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL）と
新たに診断された患者を対象に、tafasitamab + レナリドミド + R-CHOP併用療法及
びR-CHOP療法の有効性及び安全性を比較する3、多施設共同、ランダム化、二重盲
検、プラセボ対照試験

3 Tafasitamab: tafasitamab
未治療の高～中リスク及び高リスクDLBCL患者を対象としたTafasitamab+レナリドミド+R-CHOPとR-CHOPの比較
Tafasitamab + Lenalidomide + R-CHOP Versus R-CHOP in Newly Diagnosed High-intermediate and High Risk DLBCL Patients

募集中

FGFR1再構成が認められる骨髄性／リンパ性腫瘍 2020年1月9日 JapicCTI-205102
FGFR1再構成が認められる骨髄性／リンパ性腫瘍を有する患者を対象にINCB054828の
有効性及び安全性を評価する第II相、非盲検、単剤療法、多施設共同試験-(Fight-
203)

2 Pemigatinib（JAN：ペミガチニブ）

Pemigatinibの単剤投与による腫瘍効果及び安全性を評価する。
FGFR1再構成が認められる骨髄性／リンパ性腫瘍を有する患者を対象にpemigatinibの有効性を評価する。
FGFR1再構成については染色体検査（Gバンド法）等にて確認する。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発又は難治性のFL(濾胞性リンパ腫) 2020年7月15日 JapicCTI-205372 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫を有する日本人患者を対象に、PI3K&delta;阻害剤
Parsaclisibを評価する第II相、多施設共同、非盲検試験（CITADEL-213）

2 Parsaclisib

Parsaclisibの単剤投与による腫瘍効果及び安全性を評価する。
再発または難治性の濾胞性リンパ腫の日本人患者におけるParsaclisibの有効性と安全性を評価することが目的である。
全奏効率をはじめ、完全奏効率、奏効期間、無増悪生存期間、全生存期間を評価する。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

非ホジキンリンパ腫 （びまん性大細胞型B細胞リンパ腫） 2021年2月12日 jRCT2031200357
非ホジキンリンパ腫を有する日本人患者を対象に、Tafasitamab単剤療法、
Tafasitamabとレナリドミドの併用療法、TafasitamabとParsaclisibの併用療法及び
TafasitamabとレナリドミドとR-CHOPの併用療法を検討する第1b相試験(J-MIND)

1 Tafasitamab

Tafasitamabの単剤投与及び併用療法による腫瘍効果及び安全性を評価する。
・パート1－Tafasitamab単剤療法
・パート2－Tafasitamab併用療法（tafasitamab、レナリドミド、parsaclisib、R-CHOP）
・パート3－用量拡大（tafasitamab、parsaclisib）　次に示す日本人患者におけるTafasitamabの有効性と安全性を評価することが目的である。
・グループ1、グループ2のみ：再発又は難治性のNHL（DLBCL、FL又はMZL）を有することが生検により確定診断された患者。
・グループ3、グループ4のみ：再発又は難治性のDLBCLを有することが生検により確定診断された患者。
・グループ5のみ：再発又は難治性のDLBCLを有することが生検により確定診断された患者。
・いずれのグループにおいても、患者は二次元的に測定可能な病変を1つ以上有する必要がある。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011220044
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205329
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210152
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2051210174
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210445
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041220002
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2071220021
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205102
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205372
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200357
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実施状況

骨髄線維症、（原発性、本態性血小板血症から移行した、
真性多血症から移行した）骨髄線維症

2021年3月17日 jRCT2031200424
ルキソリチニブ治療効果が至適奏効未満であった骨髄線維症患者を対象として、ル
キソリチニブへのParsaclisib（PI3K delta阻害剤）併用を評価する、ランダム化、
二重盲検、プラセボ対照試験

3 INCB050465

Parsaclisibとルキソリチニブの併用療法における効果及び安全性を評価する。
骨髄線維症、（原発性、本態性血小板血症から移行した、真性多血症から移行した）骨髄線維症の患者における有効性（主に脾臓容積）と安全性を評価することが目的であ
る。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

骨髄線維症、（原発性、本態性血小板血症から移行した、
真性多血症から移行した）骨髄線維症

2021年3月17日 jRCT2071200114 骨髄線維症患者を対象としてルキソリチニブへのParsaclisib（PI3K delta阻害剤）
併用を評価する、3、ランダム化、二重盲検、プラセボ対照試験

3 INCB050465

Parsaclisibとルキソリチニブの併用療法における効果及び安全性を評価する。
骨髄線維症、（原発性、本態性血小板血症から移行した、真性多血症から移行した）骨髄線維症の患者における有効性（主に脾臓容積）と安全性を評価することが目的であ
る。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

濾胞性リンパ腫、辺縁帯リンパ腫 2022年1月18日 jRCT2021210065

グレード1〜3aの再発／難治性濾胞性リンパ腫又は再発／難治性辺縁帯リンパ腫を有
する患者を対象に、Tafasitamab + レナリドミドとリツキシマブ併用療法及びレナ
リドミドとリツキシマブ併用療法の有効性及び安全性を評価する3、ランダム化、二
重盲検、プラセボ対照、多施設共同試験

3
Tafasitamab (INCMOR00208, MOR00208) ,Rituximab,
Lenalidomide

中断 中断

グラクソ・スミスクライン株式会社 多発性骨髄腫 2021年4月13日 jRCT2011210001

再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotin、ボルテゾミブ
及びデキサメタゾン併用療法（B-Vd）の有効性及び安全性をダラツムマブ、ボルテ
ゾミブ及びデキサメタゾン併用療法（D-Vd）と比較検討する多施設共同非盲検無作
為化第III相試験

3 GSK2857916

本治験の目的は、多発性骨髄腫に対する治療として、belantamab mafodotinという治験薬と、既に多発性骨髄腫の治療として使用されているお薬であるボルテゾミブとデキ
サメタゾンの3つの薬剤を併用した際の効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。
既に多発性骨髄腫の治療として使用されているお薬であるダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾンの3つの薬剤を併用した際の効果及び副作用と比較します。
それぞれの薬剤群には１：１で割り付けられます。
本治験では、
①多発性骨髄腫と診断されていること、
②1種類以上の多発性骨髄腫の治療を受け、直近の治療で疾患の進行がみられていること、
③過去に受けた治療による副作用が一定の基準以下に回復または軽快していること
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本治験で用いられている治験薬は、多発性骨髄腫のがん細胞にあるBCMA（B細胞成熟抗原）というタンパク質を標的としています。

募集中

多発性骨髄腫 2022年2月15日 jRCT2031210607 有効な治療法がない又は他の治療法が適さない再発・難治性多発性骨髄腫患者を対
象としたベランタマブ マホドチンの拡大治験

N/A（拡大治験）GSK2857916

本拡大治験の目的は、進行中又は実施予定のbelantamab mafodotinの臨床試験に適格でなく、かつ適切な代替治療の選択肢がないと考えられる多発性骨髄腫の方に対し、日
本で本剤が製造販売承認され、上市される前に本剤による治療機会を提供できるようにするとともに、副作用（安全性）と効果（有効性）について調べることです。
本拡大治験では、
①多発性骨髄腫と診断されていること、
②2種類以上の多発性骨髄腫の治療を受けていること、
③過去に受けた治療による副作用が一定の基準以下に回復または軽快していること等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本拡大治験で用いられている治験薬は、多発性骨髄腫のがん細胞にあるBCMA（B細胞成熟抗原）というタンパク質を標的としています。

募集中

多発性骨髄腫 2019年1月29日 JapicCTI-194597
再発・難治性多発性骨髄腫の日本人被験者を対象に抗体薬物複合体GSK2857916の安
全性、忍容性、薬物動態、薬力学、免疫原性及び有効性を検討する第I相非盲検用量
漸増試験

1
GSK2857916、ボルテゾミブ、ポマリドミド、デキサメ
タゾン

登録終了 終了

再発・難治性多発性骨髄腫 2020年5月18日 JapicCTI-205289
再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象としてbelantamab mafodotin単剤療法の有効
性及び安全性をポマリドミド及び低用量デキサメタゾン併用療法と比較検討する非
盲検無作為化第III相試験（DREAMM 3）

3 GSK2857916

本治験の目的は、多発性骨髄腫に対する治療として、belantamab mafodotinという治験薬を使用した際の効果（有効性）と副作用（安全性）について調べることです。
本治験では、
①多発性骨髄腫と診断されていること、
②2種類以上の多発性骨髄腫の治療を受け、直近の治療で疾患の進行がみられていること、
③過去に受けた治療による副作用が一定の基準以下に回復または軽快していること
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本治験で用いられている治験薬は、多発性骨髄腫のがん細胞にあるBCMA（B細胞成熟抗原）というタンパク質を標的としています。

終了

サノフィ株式会社 多発性骨髄腫 2021年4月6日 jRCT2031210017
高リスク群のくすぶり型多発性骨髄腫患者を対象としてレナリドミド + デキサメタ
ゾンとisatuximab（SAR650984）の併用療法とレナリドミド + デキサメタゾン併用
療法の比較評価を行うランダム化、非盲検、多施設共同第III相試験

3 SAR650984

本治験の目的は、高リスク群のくすぶり型多発性骨髄腫に対する治療において、レナリドミド及びデキサメタゾンとisatuximab（SAR650984）を併用する療法（ILd投与群、
または治験薬群）とレナリドミドとデキサメタゾンを併用する療法（Ld投与群、または対照群）の有効性と潜在的なリスクを、比較して調べることです。
本治験は、
①くすぶり型多発性骨髄腫と診断されてから5年以内であること、
②スクリーニング検査の結果が、高リスク群のくすぶり型多発性骨髄腫の基準に合致すること、
③多発性骨髄腫の進行に伴い現れる症状であるCRAB症状（高カルシウム血症、腎障害、貧血、骨病変）が認められないこと、
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2021年4月22日 jRCT2031210049
再発性又は難治性多発性骨髄腫（RRMM）患者を対象にisatuximab（SAR650984）皮下
投与又は静脈内投与とポマリドミド・デキサメタゾン投与を併用したときの薬物動
態、安全性及び有効性を評価する多施設共同、非盲検、第Ib相試験

1
Isatuximab (SAR650984)、ポマリドミド、デキサメタ
ゾン

- 終了

ジェンマブ株式会社
自家造血幹細胞移植併用大量化学療法（HDT-ASCT)が無効で
あった、又は HDT-ASCTに不適格な再発又は難治性びまん性
大細胞型B細胞リンパ腫

2022年7月25日 jRCT2021220017 再発又は難治性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫におけるepcoritamab と治験担当
医師が選択した化学療法を比較する第 III 相、非盲検、無作為化試験

3 エプコリタマブ（遺伝子組換え）
本試験の主要目的は、自家造血幹細胞移植併用大量化学療法（HDT-ASCT) が無効であった、又は HDT-ASCT に不適格な R/R DLBCL患者を対象に、治験担当医師が選択した化
学療法(R-GemOx 又は BR)と比較して、epcoritamab の有効性を評価することである。
本試験には約480例（各群240例）を組み入れ、主要評価項目は全生存期間（OS）とする。

B細胞性非ホジキンリンパ腫 2020年8月13日 JapicCTI-205408
日本人再発又は難治性（R/R）B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-NHL）患者を対象とす
るepcoritamab（GEN3013；DuoBody-CD3&times;CD20）の安全性及び予備的有効性を
検討する、第I/II相、非盲検、用量漸増・拡大試験

1・2. GEN3013?(DuoBody-CD3×CD20)

この試験の目的は、日本人再発又は難治性B細胞性非ホジキンリンパ腫患者における最大耐量、2試験推奨用量ならびにepcoritamabの安全性プロファイルを決定することで
ある。
この試験は2020年8月より開始している。
用量漸増（フェーズ1）および用量拡大（フェーズ2）の2個のパートで構成され、用量拡大（フェーズ2）は2試験推奨用量が決定されたら開始される。
全ての被験者にepcoritamabが投与されます。
主な選択基準パート1-用量漸増
o DLBCL（de novo又は組織学的形質転換）
o HGBCL
o PMBCL
o FL
o MZL（節性、粘膜関連リンパ組織型節外性又は脾）
o SLLパート2-用量拡大
o DLBCL（de novo又は組織学的形質転換）
o FLグレード1～3A
・CD20が陽性であること
・再発又は難治性疾患かつ前治療として1つ以上の抗CD20 mAb含有療法を含む少なくとも2つの全身抗腫瘍療法の施行歴がある
・CT, MRIまたはPET-CTで確認される測定可能病変がある
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

セキュラバイオ社 末梢性T 細胞リンパ腫 2020年1月21日 JapicCTI-205121 再発または難治性の末梢性T 細胞リンパ腫（PTCL）患者におけるduvelisib の有効
性及び安全性に関する多施設共同非盲検並行群間比較第II相試験

2 IPI-145 - 終了

ノバルティスファーマ株式会社 2022年6月23日 jRCT2041210072

第1／第2 世代EGFR-TKI 又はオシメルチニブによる前治療で進行したT790M 変異陰
性かつMET 増幅を有するEGFR 活性化変異陽性の局所進行性又は転移性非小細胞肺が
ん患者を対象としたカプマチニブ及びオシメルチニブの併用療法とプラチナ製剤及
びペメトレキセドの2 剤併用化学療法を比較する第III相，ランダム化，実薬対照，
非盲検，多施設共同，国際共同試験（GEOMETRY-E）

- カプマチニブ - 終了

低リスク骨髄異形成症候群 2021年4月26日 jRCT2021210004
血小板輸血依存の低リスク骨髄異形成症候群（MDS）成人患者を対象として，エルト
ロンボパグ単剤療法とプラセボを比較するランダム化，二重盲検，プラセボ対照，
国内第II相臨床試験

2 エルトロンボパグ、オラミン 血小板輸血依存の低リスクMDS患者を対象として，エルトロンボパグ単剤療法の有効性及び安全性を評価する 募集中

非ホジキンリンパ腫，急性骨髄性白血病，多発性骨髄腫 2021年10月28日 jRCT2041210091
再発／難治性非ホジキンリンパ腫，再発／難治性急性骨髄性白血病，又は再発／難
治性多発性骨髄腫の患者を対象としたVOB560とMIK665との併用による，多施設共同
第Ib相試験

1 VOB560、MIK665
血液悪性腫瘍（再発／難治性非ホジキンリンパ腫，再発／難治性急性骨髄性白血病，又は再発／難治性多発性骨髄腫）の患者を対象としたVOB560とMIK665との併用投与によ
る安全性及び有効性を検討する

急性骨髄性白血病 2021年11月19日 jRCT2021210050
急性骨髄性白血病(AML)の化学療法非適応の成人患者を対象として，MBG453をアザシ
チジン及びベネトクラクスと併用投与したときの安全性及び有効性を評価する第Ⅱ
相，多施設共同，単群試験

2
MBG453(Sabatolimab)、ベネトクラクス、アザシチジ
ン

急性骨髄性白血病（AML）の化学療法非適応の成人患者を対象として，MBG453をアザシチジン及びベネトクラクスと併用投与したときの安全性及び有効性を評価する。

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200424
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2071200114
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210001
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210607
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210017
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205408
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021210004
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実施状況

初発Ph+ CML-CP 2021年12月26日 jRCT2021210060
初発のフィラデルフィア染色体陽性の慢性期慢性骨髄性白血病の成人患者を対象
に，経口アシミニブを医師選択のチロシナーゼ阻害薬（TKI）と比較する多施設共
同，オープンラベル，ランダム化第III 相試験

3
アシミニブ塩酸塩、イマチニブメシル塩酸塩、ニロチ
ニブ塩酸塩、ボスチニブ塩酸塩、ダサチニブ水和物

主要目的：
・Week 48 時点における分子遺伝学的大奏効（MMR）を達成した被験者の割合を指標として，アシミニブの有効性を医師選択のTKI と比較する。
・ランダム化前に選択されたTKI がイマチニブである被験者層に限定して，Week 48 時点でのMMR を達成した被験者の割合を指標として，アシミニブの有効性を医師選択の
TKI と比較する。
副次目的：
・Week 96 時点でのMMR を達成した被験者の割合を指標として，アシミニブの有効性を医師選択のTKI と比較する。
・ランダム化前に選択されたTKI がイマチニブである被験者層に限定して，Week 96 時点でのMMR を達成した被験者の割合を指標として，アシミニブの有効性を医師選択の
TKI と比較する。

慢性期のフィラデルフィア染色体陽性慢性骨髄性白血病 2022年2月1日 jRCT2031210591
1 剤以上のチロシンキナーゼ阻害薬による前治療を受けた慢性期のフィラデルフィ
ア染色体陽性慢性骨髄性白血病（Ph+CML-CP）の小児患者を対象に，経口アシミニブ
の用量を決定し，安全性を評価する多施設共同オープンラベル試験

1-2 アシミニブ
成人患者への40 mg 1 日2 回（空腹時）投与時と同等のアシミニブ曝露量が得られる小児用製剤の用量（食後）を特定することを目標として，小児患者におけるアシミニブ
の薬物動態（PK）プロファイルを検討することである。

募集中

進行性固形がん、リンパ腫 2020年2月20日 JapicCTI-205176

免疫チェックポイント阻害剤（CPI）治療後に再発した進行性の固形がん及びリンパ
腫の患者を対象とした遺伝子組み換えNIZ895（(hetIL-15)(IL-15/sIL-
15R&alpha;)）の皮下投与とスパルタリズマブ（PDR001）との併用による第I/Ib相試
験

1 NIZ985、PDR001

＜治験の目的＞
この治験の目的は、NIZ985単剤およびNIZ985とPDR001の組合せで安全に投与できる用法用量をみつけ、あなたと同じ種類のがん患者さんに有効かどうかを調べることです。
＜適格基準＞
・組織学的に確認された進行性の固形がん及びリンパ腫で、標準治療後に疾患が進行した方、および治験担当医師の見解として適切な標準治療が存在しない患者さま
・腫瘍生検が可能な病変があり、スクリーニング時および治験薬投与中に腫瘍生検を受ける意思がある患者さま
・18歳以上の男性・女性　＜除外基準＞
・過去にIL-15治療を受けたことがある患者さま
・原発性中枢神経系（CNS）腫瘍を有する患者さま。症候性CNS(中枢神経系)転移を有する患者さま、または登録前2週間以内にCSN(中枢神経系)に対する治療（放射線治療ま
たは手術等）あるいはコルチコステロイドの増量を必要としたCSN(中枢神経系)転移を有する患者さま
・本治験の治療対象以外の悪性疾患を有する患者さま
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

慢性リンパ性白血病（CLL）及び非ホジキンリンパ腫
（NHL）

2020年6月30日 JapicCTI-205353 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（CLL）及び非ホジキンリンパ腫（NHL）患者
を対象としたJBH492の第I / Ib相，オープンラベル，多施設共同，用量漸増試験

1 JBH492

＜治験の目的＞
この治験の目的は、JBH492を単剤で投与したときの安全性を調べ、あなたと同じ種類の患者さんに有効かどうかを調べることです。
＜適格基準＞
・慢性リンパ性白血病（CLL）と確定診断されている患者さま
・組織学的にB細胞またはT細胞非ホジキンリンパ腫（NHL）と確定診断されている患者さま
・腫瘍生検可能な病変があり、スクリーニング時および治療中に必要な腫瘍生検を受ける意思がある患者さま
・12歳以上の男性・女性　＜除外基準＞
・ADC（抗体薬物複合体），モノクローナル抗体，及び／又はそれらの添加剤に対するアナフィラキシー，又はその他の重度の過敏症／注入反応の既往歴を有し，免疫グロ
ブリン／モノクローナル抗体（mAb）投与が忍容できない患者さま
・メイタンシン（DM1又はDM4）含有ADCによる治療歴を有する患者さま
・メイタンシノイドに対する忍容性がないことが既知の患者さま
・活動性又は慢性の角膜障害を有する患者さま
・網膜又は眼底のモニタリングが実施できないその他の状態を有する患者さま
・活動性の中枢神経系病変を有する患者さま。
ただし，中枢神経系病変に対して効果的な治療を実施しており，局所治療が登録の4週間前より前である場合は除く。
中枢神経系病変に対して効果的な治療を実施しており，全身治療下で安定している方は，他のすべての選択基準を満たし，他のすべての除外基準に抵触しない場合には登録
可とする。
・心機能障害又は臨床的に重要な心疾患を有する患者さま
・ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の感染の既往歴を有する患者さま
・活動性のB型肝炎ウイルス（HBV）又はC型肝炎ウイルス（HCV）の感染の既往歴を有する患者さま
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

非ホジキンリンパ腫 2021年8月13日 jRCT2031210238
非ホジキンリンパ腫（NHL）の患者を対象としたVAY736 の単剤投与及び特定の抗腫
瘍剤との併用投与による第Ib 相，多施設共同，非盲検，用量漸増及び用量拡大プ
ラットフォーム試験

1 VAY736

＜治験の目的＞
この治験の目的は、非ホジキンリンパ腫（NHL）の患者さまを対象としてVAY736単剤および併用する治療薬との組み合わせで安全に投与できる用法用量をみつけ、あなたと
同じ種類のがん患者さんに有効かどうかを調べることです。
＜適格基準＞
・WHO2016の基準に基づくすべてのサブタイプのB細胞性非ホジキンリンパ腫（NHL）の組織学的確定診断を有する成人の患者さま。
　特定のサブタイプを対象とする群の場合，たとえば，びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）を対象とする群の患者さまについては，r/r DLBCLの確定診断を有してい
る必要があります。
・標準治療（抗CD20療法を含む2ライン以上，5ライン以下の前治療）を受けたが効果がなかった、または治療を継続することができなかった患者さま。
・測定可能病変を有し，ECOG-performance status（※）が2以下の患者さま。
※全身状態の医学的指標で患者さんの日常生活の制限の程度を示すもの。
・腫瘍生検が可能な病変があり，スクリーニング時及び治療中に必要な腫瘍生検を受ける意思がある患者さま。
・18歳以上の男性・女性　＜除外基準＞　・治験登録時の臨床検査結果が治験実施計画書で規定された範囲外の患者さま。
・中枢神経系へのリンパ腫浸潤が存在する、又は既往を有する患者さま。
・リンパ腫に対する免疫抑制療法を継続中の患者さま。
・VAY736もしくはその添加剤，又は同様の化学構造を有する薬剤（mAb等）に対する過敏症の既往を有する患者さま。
・心機能障害又は臨床的に重要な心疾患を有する患者さま。
・グレード2以上の間質性肺疾患又は肺臓炎の既往又は合併を有する患者さま。
・ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染を有する患者さま。
・活動性のC型肝炎感染及び／又はB型肝炎感染を有する患者さま。
・妊婦又は授乳中（乳汁分泌中）の女性，妊娠可能な女性。ただし極めて有効な避妊法を使用している場合を除く。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

多発性骨髄腫 2020年8月4日 JapicCTI-205397 再発又は／及び難治性の多発性骨髄腫患者を対象とするWVT078 の第I 相，非盲検，
多施設共同試験

1 WVT078 募集中断（一時的） 中断

濾胞性リンパ腫 2019年1月31日 JapicCTI-194610 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫の成人患者を対象とする
tisagenlecleucel(CTL019)の有効性及び安全性を評価する2単群多施設非盲検試験

2 tisagenlecleucel（CTL019) - 終了

急性骨髄性白血病 2019年3月26日 JapicCTI-194681
FLT3変異陰性の初発急性骨髄性白血病（AML）患者を対象に，ダウノルビシン又はイ
ダルビシンとシタラビンによる寛解導入療法及び中間用量シタラビンによる地固め
療法をMidostaurin又はプラセボと併用する第III相，ランダム化，二重盲検試験

1・2. midostaurin - 終了

急性骨髄性白血病 2019年3月26日 JapicCTI-194684

FLT3変異陽性の初発急性骨髄性白血病（AML）小児患者を対象に，midostaurin
（PKC412）1日2回投与の標準化学療法との併用時及び地固め療法後治療として単剤
投与時の安全性，有効性，及び薬物動態を評価する第II相，オープンラベル，単群
試験

2 midostaurin - 終了

成熟B 細胞性非ホジキンリンパ腫（B 細胞性NHL）。以下の
組織型を含む：バーキットリンパ腫（BL）及びバーキット
白血病（L3 B-ALL)，びまん性大細胞型B 細胞リンパ腫
（DLBCL），原発性縦隔B 細胞リンパ腫（PMBCL），グレー
ゾーンリンパ腫（GZL），濾胞性リンパ腫（FL）

2019年5月30日 JapicCTI-194781
再発又は難治性の成熟B 細胞性非ホジキンリンパ腫（NHL）の小児患者を対象とする
tisagenlecleucel の安全性及び有効性を評価する第II 相単群多施設非盲検試験
（BIANCA試験）

2 チサゲンレクルユーセル - 終了

骨髄異形成症候群 2019年7月16日 JapicCTI-194863
IPSS-R基準に基づきintermediate，high，又はvery highリスクの骨髄異形成症候群
（MDS）の成人患者を対象として，MBG453静脈内投与を脱メチル化剤と併用する，ラ
ンダム化，二重盲検，プラセボ対照，第II相多施設共同試験

2 MBG453 - 終了

一次治療後にアグレッシブB 細胞性NHL が再発又は進行し
た状態にあることが組織学的に確定している以下のアグ
レッシブB 細胞性NHLa. DLBCL・非特定型b. グレード3B の
FLc. 原発性縦隔大細胞型B 細胞リンパ腫（PMBCL）d. T 細
胞／組織球豊富型大細胞型B 細胞リンパ腫（T/HRBCL）e.
慢性炎症関連DLBCLf. 血管内大細胞型B 細胞リンパ腫g.
ALK 陽性大細胞型B 細胞リンパ腫h. DLBCL と古典的ホジキ

2019年7月31日 JapicCTI-194897
再発又は難治性のアグレッシブB 細胞性非ホジキンリンパ腫の成人患者を対象とす
るtisagenlecleucel と標準治療を比較する第III 相無作為化非盲検試験（BELINDA
試験）

3 チサゲンレクルユーセル - 終了

骨髄異形成症候群、慢性骨髄単球性白血病-2 2020年3月19日 JapicCTI-205231

IPSS-Rに基づくintermediate, high又はvery highリスクの骨髄異形成症候群
（MDS）又は慢性骨髄単球性白血病-2（CMML-2）の患者を対象に、アザシチジンと
MBG453の併用の有無を比較する、ランダム化、二重盲検、プラセボ対照、第III相多
施設共同試験

3 MBG453 - 終了

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210591
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205176
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205353
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210238
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実施状況

バイエル薬品株式会社 2022年6月6日 JapicCTI-173705
再発性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象としたcopanlisib（リツキ
シマブ併用）の有効性及び安全性を評価する無作為化、二重盲検、プラセボ対照、
第III相臨床試験：CHRONOS-3

3 BAY 80-6946

この治験の目的は、リツキシマブを含む1ライン以上の治療歴のある、再発性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫（iNHL）の患者さんを対象として、治験薬copanlisib（リ
ツキシマブと併用します）の有効性および安全性をプラセボ（偽薬。リツキシマブと併用します）と比較し、評価することです。
次のいずれかに該当する患者さんを対象とします。
・リツキシマブ、リツキシマブバイオシミラーまたはその他の抗CD20モノクローナル抗体（オビヌツズマブなど）を含んだ治療の最終サイクル完了後に12ヵ月以上の無治療
期間があり、その期間中に進行の徴候が認められていない患者さん、または
・化学療法を拒否している、または年齢、合併症および／または未回復の毒性により化学療法の適応がないと考えられ、リツキシマブ、リツキシマブバイオシミラー、また
はその他の抗CD20モノクローナル抗体を含んだ治療の最終サイクル完了後に6ヵ月以上の無治療期間があり、その期間中に進行の徴候が認められていない患者さん
この治験に参加すると、被験者さんは被験薬copanlisib（リツキシマブ併用）あるいはプラセボ（リツキシマブ併用）の投与を受けます。
この治験では、被験薬copanlisib（リツキシマブ併用）群とプラセボ（リツキシマブ併用）群を比較して、リツキシマブによる治療効果をcopanlisibが向上させるかどうか
を確認します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2022年6月7日 JapicCTI-173800
再発性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象としたcopanlisib（PI3K阻
害薬）と標準的な免疫化学療法との併用と標準的な免疫化学療法単独と比較する無
作為化、二重盲検、プラセボ対照、多施設共同、第III相臨床試験：CHRONOS-4

3 BAY 80-6946

この治験の目的はリツキシマブおよび／またはリツキシマブバイオシミラーおよび／またはその他の抗CD20モノクローナル抗体とアルキル化剤を含む1ライン以上3ライン以
下の治療歴のある再発性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫（iNHL）の患者さんで、治験薬（実験的薬剤）copanlisibと標準的な免疫化学療法［リツキシマブとベンダム
スチンの併用（R-B）、またはリツキシマブとシクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチンおよびプレドニゾロンの4剤の併用（R-CHOP）］とプラセボ（治験薬と
外観は同じですが、有効成分が含まれていない偽薬のこと）と標準的な免疫化学療法（R-BまたはR-CHOP）の安全性と有効性を比較し、評価することです。
対象とする患者さんは、免疫化学療法が必要かつ適しており、リツキシマブ、リツキシマブバイオシミラーまたはその他の抗CD20モノクローナル抗体に抵抗性を示していな
い患者さんです。
この治験に参加すると、被験者さんは治験薬copanlisibとR-B療法あるいはプラセボとR-B療法の投与を受けます。
この治験では、治験薬copanlisibとR-B療法併用群とプラセボとR-B療法併用群を比較して、R-B療法による治療効果をcopanlisibが向上させるかどうかを確認します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

ﾊﾟﾚｸｾﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 成熟B細胞性悪性腫瘍 2019年11月21日 JapicCTI-195047 日本人の成熟B細胞性悪性腫瘍患者を対象にzanubrutinibを検討する第1／2相試験 1・2 Zanubrutinib
本治験は、日本人の成熟B細胞性悪性腫瘍患者を対象に、zanubrutinibを検討する第1／2相試験である。本治験は、日本人のB細胞性悪性腫瘍患者に対する新しい治療の選択
肢を開発するため、治験薬であるzanubrutinibの使用を評価することを目的としている。
症例数が少ないため、仮説検定は実施しない。

再発又は難治性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 2022年2月18日 jRCT2031210617 再発又は難治性のB細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象に、抗CD20 x抗CD3二重特
異性抗体であるREGN1979の抗腫瘍活性及び安全性を評価する非盲検試験

2 REGN1979

B細胞性非ホジキンリンパ腫（B-NHL）サブグループにおけるodronextamab単剤の抗腫瘍活性を、悪性リンパ腫における治療効果に関するLugano分類(Cheson, 2014)による奏
効率に基づき、また独立中央判定により評価。
・グレード1～3aの濾胞性リンパ腫（FL）患者、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL）患者　*1,2
・BTK阻害薬の治療後に再発かその治療に対して難治性のマントル細胞リンパ腫（MCL）患者。全身療法後に再発かその治療に対して難治性の疾患を有する、又はBTK阻害薬
治療に対する不耐性が確認される患者、
　その他の全身療法後に疾患進行が認められた患者も含める
・辺縁帯リンパ腫（MZL）患者、その他のB-NHLサブタイプの患者　*1
＊1 2次治療以降の全身療法後に再発したかそれらの治療に対して難治性
＊2 抗CD20抗体及びアルキル化薬を含める

ファイザーR&D合同会社 再発または難治性多発性骨髄腫 2021年10月11日 jRCT2051210103
再発または難治性多発性骨髄腫患者を対象としてPF-06863135単剤投与の2段階プラ
イミング投与およびロングインターバル投与を検討する非盲検，多施設共同，1/2.
試験（治験実施計画書番号：C1071009）

1/2. PF-06863135

この試験の目的は、再発または難治性多発性骨髄腫患者を対象として2段階プライミング投与*を用いた投与方法でPF-06863135を投与したときのサイトカイン放出症候群
（CRS）が発現する割合を評価することです。
CRSとはT細胞の活性化に伴い放出される生体内活性物質（サイトカイン）により引き起こされます。発熱、悪寒、頭痛、悪心、息切れなどの軽度のインフルエンザ様症状か
ら、血圧の低下、臓器障害や死亡に至るなどの重度の症状まで、さまざまな症状を引き起こすことがあります。
*薬の投与量を少ない量から始め、段階的に増やしていく投与方法です。
この試験では、以下の条件にあてはまる方を対象としています。
●多発性骨髄腫と診断されている方で、病状が特定の基準に該当する方
●免疫調節薬（IMiD）、プロテアソーム阻害剤（PI）、抗CD38抗体のそれぞれ少なくとも1種類に対して難治性を示す。
●全身状態の指標（パフォーマンスステータス）が基準に合致している方
●妊娠を希望せず適切な避妊ができる方
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再生または難治性多発性骨髄腫 2021年11月2日 jRCT2041210098

レナリドミドおよびプロテアソーム阻害薬を含む2ライン以上の前治療歴を有する再
発／難治性多発性骨髄腫患者を対象としたPF-06863135単剤投与およびPF-06863135
とダラツムマブ併用投与の有効性および安全性をダラツムマブ，ポマリドミドおよ
びデキサメタゾン併用投与と比較する非盲検，3群，多施設共同，無作為化，3試験
（治験実施計画書番号：C1071005）

3 PF-06863135

この試験は再発／難治性多発性骨髄腫患者を対象とする3試験で，パート1とパート2に分かれています。
パート1ではダラツムマブと併用する場合のPF-06863135プライミング投与**の安全性を評価し，3試験で用いるPF-06863135の投与量を決定します。
パート2では，PF06863135のみを投与する場合やPF-06863135とダラツムマブを併用する場合に対照治療（ダラツムマブ＋ポマリドミド＋デキサメタゾン***）に比べて優れ
た有効性があるかどうかを検討します。
この試験では、以下の条件にあてはまる方を対象としています。
●多発性骨髄腫と診断されている方で、病状が特定の基準に該当する方
●過去にレナリドミドおよびプロテアソーム阻害薬を含む多発性骨髄腫の治療を受けた方
●全身状態の指標（パフォーマンスステータス）が基準に合致している方
●妊娠を希望せず適切な避妊ができる方　ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
**薬の投与量を少ない量から始め、段階的に増やしていく投与方法です。
***ダラツムマブ＋ポマリドミド＋デキサメタゾンは既に有効性が確認されており，多発性骨髄腫の治療方法として承認されている治療方法です。

募集中

移植後の初発多発性骨髄腫 2022年5月11日 jRCT2031220060
自家造血幹細胞移植後に微小残存病変陽性の初発多発性骨髄腫患者を対象として
ELRANATAMAB（PF-06863135）をレナリドミドと比較する，無作為化，並行群間，第3
相試験（治験実施計画書番号：C1071007）

3 PF-06863135

この試験は、自家造血幹細胞移植*後に微小残存病変**陽性の初発多発性骨髄腫患者さんを対象として、Elranatamabによる維持療法とレナリドミドによる維持療法の有効性
と安全性を比較する試験です。
*自家造血幹細胞移植とは、患者さん自身の造血幹細胞をあらかじめ採取・保存しておき、大量化学療法による移植前処置後に採取した造血幹細胞を投与する治療法です。
**微小残存病変とは、移植治療や抗がん剤の投与により一定の効果が確認された後でも、患者さんの体内にまだ残っているがん細胞のことをいいます。
この試験では、以下の条件にあてはまる方を対象としています。
・多発性骨髄腫と診断されている方で、病状が特定の基準に該当する方
・自家造血幹細胞移植を受けてから一定期間内の方・全身状態の指標（パフォーマンスステータス）が基準に合致している方
・妊娠を希望せず適切な避妊ができる方
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2021年8月6日 jRCT2031210228

プロテアソーム阻害薬，免疫調節薬および抗CD38抗体のそれぞれ少なくとも1剤に対
して治療抵抗性の多発性骨髄腫患者を対象としたElranatamab（PF-06863135）の単
剤投与，非盲検，多施設共同，非無作為化，2試験（治験実施計画書番号：
C1071003）

2 PF-06863135 - 終了

2021年4月6日 jRCT2021210002
再発／難治性の進行多発性骨髄腫の日本人患者を対象にB細胞成熟抗原CD3二重特異
性抗体PF-06863135の単剤投与の安全性および薬物動態を検討する第1相，非盲検試
験（治験実施計画書番号：C1071002）

1 PF-06863135 - 終了

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社 骨髄線維症に伴う貧血 2021年1月15日 jRCT2071200083
赤血球輸血を必要とする、JAK2阻害剤を投与中の骨髄増殖性腫瘍関連骨髄線維症患
者を対象に、Luspatercept（ACE-536）の有効性及び安全性をプラセボと比較する、
3二重盲検ランダム化試験

3 luspatercept
本治験の主要目的は、赤血球（RBC）輸血を必要とする、ヤヌスキナーゼ2（JAK2）阻害剤を投与中の骨髄増殖性腫瘍（MPN）関連骨髄線維症（MF）患者を対象に、貧血の治
療としてluspatercept の有効性をプラセボと比較して評価することである。

募集中

急性骨髄性白血病 2022年1月21日 jRCT2011210063
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
用アザシチジ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2ランダム化二重盲検プラセボ対照試験

2 azacitidine

• 強力な寛解導入療法（地固め療法の有無を問わない）による寛解導入療法後に初回CR又はCRiを達成した55歳以上の日本人AML被験者を対象に、RFSを指標として維持療法
としてのCC-486の有効性を評価する
• OS、CR/CRiから再発までの期間及び投与中止までの期間に対する、維持療法としてのCC-486の効果を判定する
• 安全性、忍容性を評価する
• PKを評価する
• HRQoLに対するCC-486の効果を評価する

募集中

再発又は難治性多発性骨髄腫（RRMM） 2019年9月18日 JapicCTI-194957
多発性骨髄腫患者を対象にCC-220の 単独投与及び他剤との併用投与の最大耐量を決
定し、 安全性、忍容性、薬物動態及び有効性を評価する 第1b/2a相、多施設共同、
オープンラベル、 用量漸増試験

1/2.
CC-220
+Dexamethasone

この治験の目的は、治験薬（CC-220）および治験薬を用いた併用療法の安全性を検討するとともに、適切な用量を明らかにすることです。
「治験薬」または「治験薬を用いた併用療法」というのは、それらがまだ研究段階にあり、さらに詳しく調べようとしているという意味です。
スクリーニング期の検査で参加が可能であることが確認されたら、患者の組み入れが行われている適切な治験投与コホートに割り付けられてそれぞれの治療を開始します。
新規に診断された多発性骨髄腫の患者さん用に設けられた治験投与コホートは、コホートJ1（移植適応の患者さんに対するCC-220とデキサメタゾンとボルテゾミブの併用投
与）およびコホートK（移植非適応の患者さんに対するCC-220とデキサメタゾンとダラツムマブの併用投与）の2種類です。
コホートJ1もコホートKも、最大3段階の用量（1mg、1.3mg、1.6mg）に25名ずつ登録してCC-220を投与します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 2020年4月6日 JapicCTI-205250 成人の再発又は難治性のインドレントB 細胞性非ホジキンリンパ腫（NHL）患者に対
するJCAR017の有効性及び安全性を評価する2非盲検単群多コホート多施設共同試験

2 JCAR017

本治験は、国際共同、非盲検、単群、多コホート試験である。本治験の主要目的は、再発／難治性の濾胞性リンパ腫（FL）及び辺縁帯リンパ腫（MZL）患者を対象にJCAR017
の有効性を評価します。
適格基準として、
1. 治験実施医療機関の病理検査でスクリーニング前6ヵ月以内に組織学的に確認された再発または難治性のFL（グレード1、2又は3a）又はMZLの患者。
2.少なくとも1レジメンの抗CD20抗体とアルキル化剤による併用療法を受けた患者。
3. FL患者の場合：少なくとも1レジメン以上の全身療法を受けた患者。1レジメンもしくは2レジメンの全身療法を受けた患者は高リスク疾患の特徴がある場合に適格とな
る。3レジメン以上の全身療法を受けた患者は少なくとも1レジメンの抗CD20抗体とアルキル化剤による併用療法を受けた場合（上記2.参照）に適格となる。
4. MZL患者の場合：少なくとも1レジメンの抗CD20抗体とアルキル化剤による併用療法を含む（上記2.参照）2レジメン以上の全身療法を受けた患者。
5. 米国東海岸がん臨床試験グループ（ECOG）全身状態スコアが0又は1の患者。
6. 十分な臓器機能を有する患者。
7. 白血球アフェレーシスの手技を行うための血管アクセスを確保可能な患者。
ただし他の選択基準・除外基準などの条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-173705
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-173800
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2051210103
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041210098
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220060
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2071200083
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210063
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194957
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205250
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実施状況

DIPSS-中間又は高リスクのPMF、post-PV MF、post-ET MF 2020年6月30日 JapicCTI-205347

DIPSS（Dynamic International Prognostic Scoring System）-中間又は高リスクの
原発性骨髄線維症（PMF）、真性多血症後骨髄線維症（post-PV MF）、又は本態性血
小板血症後骨髄線維症（post-ET MF）を有する日本人患者を対象としたfedratinib
の有効性と安全性を評価する第1/2 相、多施設共同、単一群、オープンラベル試
験。

1・2. fedratinib

本治験はDIPSSリスクで症候性の中間-1リスク、中間-2リスク又は高リスクで、脾臓容積が450cm3以上もしくは左肋骨下縁に5cm以上の触知可能な脾腫を有し、2016年のWHO
基準にて原発性骨髄線維症と診断された患者、またはIWG-MRT2007基準によって真性多血症後骨髄線維症、本態性血小板血症後骨髄線維症の方が対象となります。
DIPSSとはリスク因子である年齢、臨床症状（体重減少、夜間盗汗、発熱）、ヘモグロビン値、診断時白血球数、末梢血の芽球割合からスコアの合計により４つのリスクに
分類する方法です。
本治験は第1 相パートと第2 相パートの2つのパートで構成されています。
2パートでは、第1相パートで決定された推奨用量におけるfedratinib の脾腫と症状に対する有効性と安全性を評価します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発及び難治性の多発性骨髄腫（RRMM） 2021年2月19日 jRCT2061200056
再発及び難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたCC-92480の単剤療法及びデキサメ
タゾンとの併用療法の安全性、薬物動態及び有効性を評価する第1/2相多施設共同
オープンラベル試験

1・2. CC-92480

この治験では治療期が2つのパートに分かれています。
パート1：
・少なくとも2種類のCC-92480投与スケジュールを用い、デキサメタゾンと併用投与したときのCC-92480の薬物動態（PK）、安全性／忍容性を評価し、最大耐用量（MTD）及
び2の推奨用量（RP2D）を決定する。
・1日1回（QD）21/28投与スケジュールによるCC-92480単剤療法のPK、安全性／忍容性を評価し、MTD及びRP2Dを決定する。
パート2：
・用量拡大パートにおいて再発性および難治性の多発性骨髄腫（RRMM）被験者にデキサメタゾンと併用投与したときのCC-92480の有効性を奏効割合（ORR）を指標として評
価する。
パート2日本人コホート：
・日本人被験者にRP2Dでデキサメタゾンと併用投与したときのCC-92480の安全性、忍容性及びPKを評価する。
　ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発又は難治性の多発性骨髄腫（RRMM） 2021年7月1日 jRCT2051210043

再発又は難治性の多発性骨髄腫（RRMM）患者を対象にiberdomide、ダラツムマブ及
びデキサメタゾン（IberDd）とダラツムマブ、ボルテゾミブ、及びデキサメタゾン
（DVd）を比較する3、第2ステージ、ランダム化、多施設共同、オープンラベル試験
（EXCALIBER-RRMM）

3 CC-220

この治験の目的は、新しい治験薬であるiberdomide（CC-220）をダラツムマブおよびデキサメタゾンと併用した場合、再発または難治性多発性骨髄腫の治療にどの程度効果
があるかを調べることです。
日本では45名の患者さんに参加いただく予定です。
1-2ラインの抗骨髄腫治療歴があり、前回の抗骨髄腫治療レジメンの実施中または実施後に進行が確認されるなどの要件があります。
ステージ1ではIberdomide 1.0mg、1.3mgまたは1.6mgとダラツムマブ、デキサメサゾンの併用のＡｒｍ A1, A2, A3群と、ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメサゾンの
Arm Bに1:1:1:1で割り付けられ、ステージ2で用いるIberdomideの投与量を検討します。
ステージ2ではIberdomide、ダラツムマブ、デキサメサゾンの併用、またはダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメサゾンの併用に1：1で割り付けられます。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2022年6月7日 JapicCTI-184196

赤血球輸血を必要とする、ESAによる治療歴のない患者を対象に、IPSS-RでVery
Low、Low又はIntermediateリスクの骨髄異形成症候群（MDS）による貧血に対する治
療として、luspatercept（ACE-536）の有効性及び安全性をエポエチンアルファと比
較する、3、オープンラベル、ランダム化試験

3 ACE-536

本治験 は、第3 相、多施設共同、ランダム化、オープンラベル、実薬対照試験である。本治験の主要目的は、赤血球輸血を必要とする、ESA による治療歴のない患者を対
象にIPSS-RでVery Low、Low 又はIntermediateリスクのMDS による貧血に対する治療として、2投与群（luspatercept群対エポエチンアルファ群、1:1に割付されます）の
RBC-TI を評価することである。
本治験は、スクリーニング期、治療期及び投与後の追跡調査期から成る。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2022年6月7日 jRCT2053200162 製品規格に適合しないlisocabtagene maraleucelを被験者に投与する拡大アクセス
試験（EAP）

3 JCAR017
市販製品としての投与を意図してブレヤンジを製造したものの最終的な製造品が市販製品としての出荷基準を満たさなかった患者さんが対象となります。
出荷基準を満たさなかった製品について危険性を上回る利益が見込め、病気の治療に有効な可能性があると治験依頼者および治験担当医師が判断した場合に検討されます。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

ファーストライン又はセカンドラインにレナリドミド
（LEN）を含む治療を受けた後の再発・難治性の多発性骨髄
腫（MM）

2019年2月25日 JapicCTI-194641

ファーストライン又はセカンドラインにレナリドミドを含む治療を受けた後の再
発・難治性の多発性骨髄腫患者を対象にポマリドミドと低用量デキサメタゾンとの
併用投与並びにポマリドミドと低用量デキサメタゾン及びダラツムマブとの併用投
与を評価する2、多施設共同、マルチコホート、オープンラベル試験

2 CC-4047＋Dexamethasone - 終了

免疫調節薬（IMiD），プロテアソーム阻害薬（PI）及びダ
ラツムマブ（DARA）を含む2 から4 レジメンの前治療歴を
有し，直近の治療中又は治療終了後60 日以内に病勢進行を
認めた多発性骨髄腫（MM）

2019年4月17日 JapicCTI-194719 再発及び難治性の多発性骨髄腫（RRMM）患者に対するBB2121の有効性及び安全性を
標準併用療法と比較する3多施設共同ランダム化オープンラベル試験（KarMMa-3）

3 bb2121

本治験の目的は、bb2121という治験製品が再発および難治性の多発性骨髄腫の治療に安全かつ有効かどうかを標準併用療法と比較して判断することです。
免疫調節薬(IMiD)、プロテアソーム阻害薬(PI)及びダラツムマブ(DARA)を含む2から4レジメンの前治療歴を有し、直近の治療中又は治療終了後60日以内に病勢進行を認めた
多発性骨髄腫の患者さんが適応になります。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

再発又は難治性（R/R）のアグレッシブB 細胞性非ホジキン
リンパ腫

2019年4月17日 JapicCTI-194718
成人の高リスク再発又は難治性のアグレッシブB細胞性非ホジキンリンパ腫の移植適
応患者に対するJCAR017の有効性及び安全性を標準療法と比較する3国際共同ランダ
ム化多施設共同試験（TRANSFORM）

3 JCAR017 - 終了

赤血球輸血を必要としない（すなわち、組入れ前16 週間に
赤血球輸血を受けていない）患者における国際予後判定シ
ステム改訂版（IPSS-R）でVery Low、Low 又は
Intermediate リスクの骨髄異形成症候群（MDS）による貧
血

2019年5月10日 JapicCTI-194748

赤血球輸血を必要としない日本人患者を対象に、IPSS-RでVERY LOW、LOW 又は
INTERMEDIATE リスクの骨髄異形成症候群（MDS）による貧血に対する治療として、
LUSPATERCEPT（ACE-536）の有効性、薬物動態及び安全性を検討する、2多施設共同
単群試験

2 ACE-536 - 終了

パートA の対象疾患は、進行又は切除不能固形がん、並び
に再発又は難治性の進行性非ホジキンリンパ腫（NHL）［び
まん性大細胞型B 細胞性リンパ腫（DLBCL）及び濾胞性リン
パ腫（FL）又は辺縁帯リンパ腫（MZL）］である。パートB
の対象疾患は、再発又は難治性DLBCL 及び進行性基底細胞
がん（BCC）である。パートB の日本人コホートの対象疾患
は、再発又は難治性DLBCL である。

2020年4月24日 JapicCTI-205272
進行性固形がん患者及び再発又は難治性の非ホジキンリンパ腫患者を対象にCC-
90010 の安全性、忍容性、薬物動態及び予備的有効性を評価する第1 相、非盲検、
用量設定試験

1 CC-90010 - 終了

赤血球（RBC）輸血を必要とする、国際予後判定システム改
訂版（IPSS-R）でVery Low、Low又はIntermediateリスクの
環状鉄芽球を伴う骨髄異形成症候群（MDS）による貧血

2020年7月27日 JapicCTI-205388

中国人及び日本人の患者を対象に、赤血球輸血を必要とする、IPSS-RでVery Low、
Low又はIntermediateリスクの環状鉄芽球を伴う骨髄異形成症候群（MDS）による貧
血に対する治療として、luspatercept（ACE-536）の有効性、薬物動態及び安全性を
検討する、2多施設共同単群ブリッジング試験

2 ACE-536 - 終了

2022年5月12日 jRCT2031210081
再発／難治性の固形がん又は非ホジキンリンパ腫を有する患者を対象にCC-90011の
安全性、忍容性、薬物動態及び予備的有効性を評価する第1相、非盲検、用量設定試
験

1 CC-90011 - 終了

株式会社ミノファーゲン製薬 成人T細胞白血病リンパ腫 2019年8月7日 JapicCTI-194908 成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）患者に対するベキサロテン第II相試験の継続投与
試験

2 BSC-1

この治験は、別の試験（JapicCTI-184233）に参加されている皮膚病変を有する成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）患者さんのうち、BSC-1（ベキサロテン）の投与により、一
定の効果（有効性）が確認された方を対象としています。
BSC-1を継続して服用していただき、BSC-1を長い間安全に服用できるか、そして、効果（有効性）がどのくらい続くのかを確認します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

2022年6月6日 JapicCTI-184233
成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）患者に対するベキサロテンの有効性，安全性及び
薬物動態を評価する，多施設共同，2用量並行群デザイン，無作為化，非盲検，第II
相試験

2 BSC-1

本治験の目的は、皮膚病変を有する成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）に対する治療薬として、BSC-1（ベキサロテン）の効果（有効性）と副作用（安全性）について調べる
ことです。
本治験では、
①ATLと診断されている方で、皮膚に症状がある方、
②空腹時の血液検査で血中トリグリセリド値が150mg/dL以下である、もしくはお薬を使うことで150mg/dL以下にコントロールされている方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

株式会社ヤクルト本社 濾胞性リンパ腫 2021年12月28日 jRCT2031210529 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫患者を対象としたYHI-1702（duvelisib）の第II相
臨床試験

2 デュベリシブ水和物 2レジメン以上の全身薬物療法歴を有する再発又は難治性の濾胞性リンパ腫患者を対象に、duvelisib単剤投与時の有効性を検討する。 終了

成人T細胞白血病・リンパ腫 2022年3月14日 jRCT2071210133 再発又は難治性の成人T細胞白血病・リンパ腫患者を対象としたYHI-1702
（duvelisib）の第II相臨床試験

2 デュベリシブ水和物 1レジメン以上の治療歴を有する再発又は難治性の成人T細胞白血病・リンパ腫患者を対象に、duvelisib単剤投与時の有効性を検討する。 終了

慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫 2019年7月18日 JapicCTI-194871 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫患者を対象としたYHI-
1702（duvelisib）の第Ib相試験

1 YHI-1702 - 終了

協和キリン株式会社 多発性骨髄腫及び悪性リンパ腫 2021年8月6日 jRCT2011210029 多発性骨髄腫及び悪性リンパ腫患者を対象としたKRN125による造血幹細胞の末梢血
中への動員に関する臨床試験

2 KRN125

本治験の目的は、多発性骨髄腫と悪性リンパ腫の方を対象にKRN125を1回皮下投与したときに、造血幹細胞が血液中に出てくる効果がみられるかどうかを調べることです。
本治験では、
①多発性骨髄腫又は悪性リンパ腫と診断されていること、
②多発性骨髄腫の方の場合は初めて多発性骨髄腫と診断されたときに受けた治療の効果がみられたこと、
③悪性リンパ腫の方の場合は悪性リンパ腫と診断されてから治療の効果が初めてみられた、又は2回目の効果がみられたこと、
④20歳以上75歳以下であること
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本治験で用いられている治験薬KRN125（ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え））は、「G-CSF」といわれる白血球を増やす薬剤です。
がん化学療法によって白血球（好中球）が減って発熱する「発熱性好中球減少症」を予防するための薬として、「ジーラスタ」という名前で既に病院で使用されています。

募集中

B細胞性非ホジキンリンパ腫 2019年6月5日 JapicCTI-194790 再発・難治性B細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とするME-401の第I相臨床試験 1 - 終了

低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 (NHL) 2020年8月26日 JapicCTI-205449 再発・難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫（NHL）患者を対象とするME-401
の第II相臨床試験

2 ME-401 - 終了

住友ファーマ株式会社 骨髄線維症 2021年12月17日 jRCT2031210490
中間又は高リスクの原発性又は二次性骨髄線維症患者を対象としたTP-3654の第1/2
相試験 −TP-3654を経口投与した時の安全性、薬物動態、及び薬力学を検討する、非
盲検、用量漸増試験−

1-2 TP-3654 中間又は高リスクの原発性又は二次性骨髄線維症患者を対象にTP-3654を経口投与した時の安全性、薬物動態、及び薬力学を評価する 募集中

https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205347
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061200056
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2051210043
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-184196
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2053200162
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194908
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-184233
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210029
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210490
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実施状況

Phase1 :急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病又は系統
不明の急性白血病　Phase2:急性骨髄性白血病

2022年2月5日 jRCT2031210594
Mixed Lineage Leukemia（MLL）再構成又はNucleophosmin 1（NPM1）変異が陽性又
は陰性の成人急性白血病患者を対象としたDSP-5336 の非盲検、用量漸増、用量拡大
第1/2 相臨床試験

1/2. DSP-5336

本治験の主な目的は、DSP-5336が異なる用量でどの程度安全であるかを評価し、今後の治験のために安全な用量を特定することです。
本試験は1/2.試験であり、第1相試験では再発又は難治性の急性骨髄性白血病（AML）、急性リンパ芽球性白血病（ALL）又は系統不明の急性白血病と診断された方を対象と
しており、2試験では再発又は難治性のAMLと診断された方のうち、MLL再構成又はNPM1変異がある方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

小野薬品工業株式会社 骨髄異形成症候群 (MDS) 2021年6月9日 jRCT2031210139 ONO-7913-02: ONO-7913第I相試験　骨髄異形成症候群を対象にONO-7913とアザシチ
ジンの併用投与による非盲検非対照試験

1 ONO-7913

この治験の目的は、骨髄異形成症候群の患者さんに対して、標準的な治療法であるアザシチジンとONO-7913を投与したときの副作用がどの程度か（安全性）を調べ、それら
の副作用を目安に患者さんの治療に適した投与量を決定することです。また、血液中のONO-7913の濃度についても調べます。
この治験に参加できる方の主な基準は以下の通りです。
1. WHO分類により病理組織学的にMDSと診断され、IPSS-Rリスク分類がintermediate、high又はvery highの患者さん
2. 治験責任医師又は治験分担医師が、アザシチジンによる治療が適切と判断した患者さん
3. ECOG Performance Status（米国の腫瘍学の団体が定めた全身状態の指標）が0～1の患者さん
この治験に参加できない方の主な基準は以下の通りです。
1. 同種造血幹細胞移植の実施が決定している患者さん
2. 過去にアザシチジンの投与歴を有する患者さん
3. 重篤な合併症を有する患者さん
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

再発又は難治性の多発性骨髄腫 2019年6月20日 JapicCTI-194815
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象にレナリドミド及びデキサメタゾン併用
時のカルフィルゾミブの週1回投与と週2回投与を比較する無作為化非盲検3試験
（ONO-7057-08/20180015）

3 カルフィルゾミブ、レナリドミド及びデキサメタゾン - 終了

全薬工業株式会社 CD20陽性の未治療B細胞性濾胞性リンパ腫 2021年3月31日 jRCT2021200043 未治療CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ腫患者を対象としたIDEC-C2B8-SCの臨床第III
相試験

3 IDEC-C2B8-SC

本治験では初めて治療を受ける濾胞性リンパ腫の患者さんに対して、治験薬とCHOP療法の併用によりがんを減らすために行う初期治療である「寛解導入療法」を行い、効果
が認められた患者さんに再発または悪化（再燃）することを防ぐために治験薬単剤を一定の間隔をあけて繰り返し投与する「維持療法」を行うことで、寛解導入療法および
維持療法が有用かつ安全であるかどうかを確認します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

大原薬品工業株式会社
再発又は難治性若しくは標準治療に不耐容のMDS又はCMML患
者

2022年8月4日 jRCT2071220035 再発又は難治性の高リスク骨髄異形成症候群及び高リスク慢性骨髄単球性白血病に
対するOP-2100の第I相臨床試験

1 OP-2100

本治験では、高リスク骨髄異形成症候群（myelodysplastic syndromes：MDS）及び高リスク慢性骨髄単球性白血病(chronic myelomonocytic leukemia:CMML)に対してOP-
2100を経口投与した時の最大耐量を検討し、安全性、薬物動態（血中薬物濃度が時間とともにどのように変化するのか）、有効性を評価します。
本治験の参加期間は、適格性確認期間最大４週間、治療期4週間（1サイクル）です。
ただし、治験薬OP-2100投与が継続可能な方は更に継続が可能です（継続期）。
適格性確認期間は治験に参加できるかどうかの確認、治療期及び継続期は有効性及び安全性を評価します。
治療期の第1サイクルでは少なくとも治験薬投与開始日（Day1）からDay15まで入院し、治験薬OP-2100の用量制限毒性（これ以上の増量ができない理由となる毒性）の有無
及び薬物動態を検討します。
また、第2サイクル以降は安全性及び有効性を評価します。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

急性リンパ性白血病、骨肉腫及び悪性リンパ腫等の治療に
おいて、大量メトトレキサート療法時にメトトレキサート
の排泄遅延が生じている患者

2020年1月21日 JapicCTI-205122 大量メトトレキサート療法時に生じるメトトレキサート排泄遅延に対するOP-07 の
第II相臨床試験

2 グルカルピダーゼ（遺伝子組み換え） - 終了

大塚製薬株式会社 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 2019年6月6日 JapicCTI-194794
再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）患者を対象としたOPB-
111077のベンダムスチン，リツキシマブとの併用による安全性を検討する用量漸
増，多施設共同，非盲検，非対照，第1相試験

1 OPB-111077

本治験は用量漸増ステージと用量拡大ステージより構成されます。
用量漸増ステージの目的は，DLBCL(再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫)の患者さんに対して，OPB-111077とベンダムスチンを併用して投与する際の安全な投
与量を決めることです。
用量拡大ステージの目的は，DLBCLの患者さんに対して，OPB-111077，ベンダムスチンおよびリツキシマブを併用して投与した際の安全性を確認することです。
本治験では，DLBCLと診断され，DLBCLに対する標準的な化学療法による治療を受けたことのある20歳以上80歳以下の方が対象となります。
ただし他の条件も多数あり，本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
本治験の用量漸増ステージで用いられる治験薬は，OPB-111077とベンダムスチンです。
OPB-111077は，がん細胞がエネルギーを作り出すのを阻害することにより，がん細胞に対する効果が期待されている経口剤です。
ベンダムスチンは，抗がん剤で，低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫やDLBCLに対し，日本で承認、販売されている注射剤です。
細胞や動物による試験の結果よりベンダムスチンと併用することによりOPB-111077単剤よりもDLBCLに対して効果が確認されました。そのため，この治験ではOPB-111077と
ベンダムスチンを併用します。
本治験の用量拡大ステージでは，OPB-111077とベンダムスチンに加えてリツキシマブを併用します。
リツキシマブは，CD20と呼ばれるがん細胞の表面にある特定のたんぱく質があるB細胞性非ホジキンリンパ腫（DLBCLを含む）に対して日本で承認，販売されている注射剤で
あり，単剤および他の抗がん剤との併用による臨床効果が確認されています。

募集中

再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫，再発又は難治性の
皮膚T細胞性リンパ腫，再発又は難治性の成人T細胞白血病/
リンパ腫

2020年4月15日 JapicCTI-205258
再発又は難治性のT細胞リンパ腫患者を対象としたASTX660 の忍容性及び安全性を検
討し，推奨用量での有効性を評価する多施設共同，非盲検，非対照，第 I/II 相試
験

1・2. ASTX660 - 終了

骨髄異形成症候群 2020年11月10日 jRCT2021200025 骨髄異形成症候群患者を対象としたASTX030の薬物動態を検討する多施設共同，非盲
検，非対照，用量漸増，第I相試験

1 ASTX030

1.治験の概要
この治験の主な目的は，骨髄異形成症候群（以下，MDS）の患者さんに対して，この治験薬の薬物動態（血液中の薬物濃度を測定し，体の中での薬の動きを検討すること）
を調べ，アザシチジンの皮下注射剤を使用したときと比較し，体の中で同じような動きをする治験薬の量を検討することです。
また，安全性（副作用や有害事象），有効性（薬の効き目）および薬力学（薬が持っている病気を治す作用や効果をあらわす過程を検討すること）を調べることも目的にし
ています。
この治験に参加いただける方は，以下のすべての基準を満たす必要があります。
・20歳以上の方
・FAB分類でMDSと診断された方。ただし，低リスクMDSに分類される方は他の治療法による
治療効果が期待できない方またはアザシチジンの注射剤で治療中の方となります
・日常活動能力がこの治験の基準を満たす方
・肝臓や腎臓、呼吸の機能が一定の基準範囲内である方
ただし他の条件も多数あり，本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。
この治験で使われるアザシチジンの静脈注射剤や皮下注射剤は日本，米国，欧州においてMDSの患者さんの治療薬として承認されています。

募集中

2022年6月6日 jRCT2033200278 MMG49抗原陽性の再発・難治性多発性骨髄腫患者を対象にOPC-415の安全性及び有効
性を検討する，多施設共同，非対照，非無作為化，非盲検，第I/II相試験

1・2. OPC-415

この治験は多発性骨髄腫（MM）の患者さんを対象にしています。　この治験は，「第I相試験」と「第II相試験」の2パートで構成されています。
第I相試験では，MMの患者さんに対して，OPC-415がどれくらい安全か調べることを主な目的としています。
また，有効性（効き目）や体内でのOPC-415のCAR-T細胞数の変化も確認することで，最適な治験製品の投与細胞数を決定します。第II相試験では，MMの患者さんに対して，
第I相試験で決定したOPC-415の投与細胞数での有効性（効き目）や，どれくらい安全か調べることを主な目的としています。
この治験では，以下の条件を満たす患者さんに参加をお願いしています。
・20歳以上75歳以下の方（第Ⅱ相試験での参加の場合，20歳以上80歳以下の方）
・MMと診断された方
・MMに対する標準的な化学療法及び抗体療法による治療を2レジメン（治療計画）以上受けたことのある方
・以下のいずれかを満たす方
-直近の化学療法／抗体療法の最終投与後に疾患進行し，新たな治療が必要と考えられる方
-直近の化学療法／抗体療法の投与中又は最終投与後60日以内に疾患進行した方
・OPC-415が認識するMMG49抗原を発現している方
・日常の活動能力に支障のない方
ただし他の条件も多数あり，本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要になります。

募集中

低リスク骨髄異形成症候群(MDS) 2019年3月7日 JapicCTI-194654 低リスク骨髄異形成症候群患者を対象とした ASTX727 の忍容性及び安全性を検討す
る多施設共同，非盲検，用量漸増，第1相試験

1 ASTX727 - 終了

第一三共株式会社
再発又は難治性の末梢性T 細胞リンパ腫及び成人T 細胞白
血病/リンパ腫

2021年1月29日 jRCT2071200095 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫患者を対象としたValemetostat Tosylate単
剤療法の単群第II相試験

2 DS-3201

本試験の目的は、再発又は難治性の末梢性Ｔ細胞リンパ腫（成人T細胞白血病／リンパ腫を含む）患者を対象としてバレメトスタットトシル酸塩単剤療法の効果と安全性を
調べることです。
本治験では、
①コホート1：末梢性Ｔ細胞リンパ腫（PTCL）であること、
②コホート2：成人T細胞白血病／リンパ腫（ATL）であること、
③1ライン以上の全身療法後に難治性、再発、又は疾患進行が確認されていること等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

2022年6月6日 jRCT2013210008 添付文書の適応患者を対象としたKTE-C19（市販用製品の製造時）の第IIIb相試験 3 -

本試験の目的は、市販のaxicabtagene ciloleucelによる治療を予定していた患者の製品が規格に適合しなかった場合に、人道的理由に基づき当該規格外製品（KTE-C19）を
投与できるようすることです。
本治験では、
①製品製造された市販のaxicabtagene ciloleucelが、市販用製品規格に適合せず、市販用製品としての出荷は不可と判断されたが、当該試験の治験製品規格には適合し、
治験依頼者により治験製品への転用が可能と判断された、　②治験責任医師又は治験分担医師が患者の状態及び病勢等を評価し、規格に適合する製品の再製造を待つ事がで
きないと判断された
等の条件を満たす方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

成人T 細胞白血病／リンパ腫 2019年9月19日 JapicCTI-194964 再発又は難治性成人T 細胞白血病／リンパ腫患者を対象としたValemetostat
Tosylate（DS-3201b）の多施設共同、非盲検、単群、第II相試験

2 DS-3201b - 終了

2022年5月12日 JapicCTI-163173 DS-3201b第I相臨床試験-非ホジキンリンパ腫患者を対象としたDS-3201bの安全性及
び薬物動態の評価

1 DS-3201b - 終了

中外製薬株式会社 未治療進行期濾胞性リンパ腫 2019年4月12日 JapicCTI-194708 未治療の進行期濾胞性リンパ腫患者を対象としたオビヌツズマブ投与時間短縮投与
（SDI）の多施設共同非盲検単群試験

2 オビヌツズマブ - 終了

非ホジキンリンパ腫 2020年2月18日 JapicCTI-205172 RO7082859のB 細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とした第I相臨床試験 1 RO7082859 - 終了

1レジメン以上の全身療法歴を有する濾胞性リンパ腫患者 2021年8月6日 jRCT2041210051
1レジメン以上の全身療法歴を有する濾胞性リンパ腫患者を対象とした
Mosunetuzumab＋レナリドミド併用療法の有効性及び安全性をリツキシマブ＋レナリ
ドミド併用療法と比較する第III相非盲検多施設共同無作為化試験

3 RO7030816

この治験の目的は，再発または難治性（以前の治療で再発したか十分な効果を得られなかった）の濾胞性リンパ腫の患者さんにおけるRO7030816とレナリドミドを併用した
ときの患者さんへの効果や体への影響を，標準療法のひとつであるリツキシマブとレナリドミドを併用したときと比較することです。
全身性リンパ腫治療を受けた後の，再発または難治性の濾胞性リンパ腫の患者さんが，この治験に参加することができます。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

B細胞性非ホジキンリンパ腫、濾胞性リンパ腫 2018年2月21日 JapicCTI-183857 RO7030816のB細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とした第I相臨床試験 1 RO7030816、トシリズマブ、レナリドミド、
用量漸増コホートは，B 細胞性非ホジキンリンパ腫に RO7030816単剤又はレナリドミドと併用投与した際の安全性，忍容性及び薬物動態の評価を行う。
拡大コホートは主たる治験であり、過去に2レジメン以上の全身療法を受けたことがある再発又は難治性の濾胞性リンパ腫に RO7030816単剤を投与した際の抗腫瘍効果の評
価を行う。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210594
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210139
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021200043
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2071220035
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194794
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021200025
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2033200278
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2013210008
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041210051
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-183857
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実施状況

CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 2022年8月4日 jRCT2011220013

再発又は難治性のアグレッシブB細胞性非ホジキンリンパ腫患者を対象とした
Mosunetuzumab及びポラツズマブ　ベドチン併用療法の有効性及び安全性をリツキシ
マブ及びゲムシタビン並びにオキサリプラチン併用療法と比較する第III相非盲検多
施設共同無作為化試験

3
RO7030816(mosunetuzumab)、ポラツズマブ べドチ
ン、トシリズマブ、リツキシマブ、ゲムシタビン、オ
キサリプラチン

本治験は，再発/難治性DLBCL，高悪性度B細胞性リンパ腫，trFL，又はFL3Bの患者を対象にMosunetuzumabとPolatuzumab併用での有効性及び安全性を既存治療のリツキシマ
ブ，ゲムシタビン及び，オキサリプラチン併用と比較して評価する。
A群（Mosunetuzumab SC + ポラツズマブ べドチン）
Mosunetuzumabはサイクル1のDay 1，Day 8，Day 15及びサイクル2～8のDay 1に皮下投与する。ポラツズマブ ベドチンは，サイクル1～6のDay 1に静脈内投与する（1サイク
ルは21日間）。
B群（リツキシマブ + ゲムシタビン+ オキサリプラチン）
リツキシマブ，ゲムシタビン，オキサリプラチンをサイクル1～8のDay 1に静脈内投与する（1サイクルは14日間）。

募集中

田辺三菱製薬株式会社
ヒトT 細胞白血病ウイルス1型（HTLV-1）関連脊髄症
（HAM）

2022年2月18日 jRCT2031210616 MT-3921のヒトT 細胞白血病ウイルス1型（HTLV-1）関連脊髄症（HAM）患者を対象と
した臨床薬理試験

1 Unasnemab

HAM 患者を対象にMT-3921 又はプラセボを20 週間静脈内投与し，以下の検討を行う．
主要目的
・MT-3921 の安全性及び忍容性を検討する
・MT-3921 の血清中及びCSF 中の薬物動態を検討する

日本イーライリリー株式会社
慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫（CLL/SLL）又
は非ホジキンリンパ腫（NHL）

2020年12月15日 jRCT2031200245 前治療歴のある慢性リンパ性白血病／小リンパ球性リンパ腫（CLL/SLL)又は非ホジ
キンリンパ腫（NHL)患者を対象としたLOXO-305経口剤の第I/II相試験

1/2. LOXO-305

標準治療が無効又は不耐であった慢性リンパ性白血病（CLL）／小リンパ球性リンパ腫（SLL）及び非ホジキンリンパ腫（NHL）の患者さんを対象にLOXO-305
（pirtobrutinib）を経口投与する非盲検、多施設共同、第I/II相試験です。
この治験は、第I相（pirtobrutinib単剤療法の用量漸増パート及び用量拡大パート）、第Ib相（pirtobrutinib併用療法の用量拡大パート）及び第II相（pirtobrutinib単剤
療法の用量拡大パート）の3つのパートで構成されます。
第I相では、加速漸増デザインを用います。Pirtobrutinibの錠剤を25mg/日から服用開始します（例：25mgを1日1回）。
第I相用量漸増で、最大耐量及び/又は第II相推定用量が特定されると、第I相拡大パートが継続され、第Ib相（A群及びB群）を開始することができます。
第II相では、腫瘍の組織過多及び治療歴に応じて、用量拡大コホート7つのうち1つに登録されます。1サイクルは28日間です。
第II相（Pirtobrutinib単剤療法）コホート1　過去にBTK阻害剤を含む治療歴がある非芽球様細胞性マントル細胞リンパ腫（MCL）の患者さん。
第II相（Pirtobrutinib単剤療法）コホート6　BTK阻害剤を含む治療歴がある辺縁帯リンパ腫（MZL）の患者さん。
第II相（Pirtobrutinib単剤療法）コホート7 　コホート1～6に該当しないCLL/SLL又はNHLと定義される患者さん。
これにはCLL/SLL、Richter形質転換、形質転換を伴う低悪性度NHL、芽球様細胞性MCL、中枢神経系（CNS）転移又は原発性CNSリンパ腫の既往歴がある方を含みます。
治験依頼者がコホート2～4を治験終了前に選択的に中止した場合、pirtobrutinibの後期試験に参加不適格となる又はアクセスできないCLL/SLLの方は、このコホートへの登
録に適格のままとなります。
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL）、BTK阻害剤による治療歴のないMCLは除外となります。
コホート7に登録される方は、1つ以上の前治療を受けたことがあるか、未治療のRichter形質転換を除き、臨床的ベネフィットが証明された承認済みの治療法がない患者さ
んであることが必要です。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

日本セルヴィエ株式会社 成人再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病 2019年12月2日 JapicCTI-195059
再発・難治性CD19陽性B細胞性急性リンパ性白血病（B-ALL）患者に対するUCART19
（遺伝子工学的改変にて抗CD19キメラ抗原受容体を発現させたヒト (同種) 由来T細
胞）の単回静脈投与の安全性と体内動態を検討する第 I 相、非盲検、用量漸増試験

1 S68587/UCART19 - 終了

急性リンパ性白血病 2019年9月3日 JapicCTI-194937 未治療初発急性リンパ性白血病を対象としたSHP674 の第II相臨床試験 2 - 終了

2019年4月28日 jRCT2013190001
UCART19/ALLO-501（レンチウイルスベクターを用いて抗CD19キメラ抗原受容体を発
現させた、遺伝子工学的改変を加えたヒト (同種) 由来T細胞）投与患者の長期経過
観察試験

該当せず - - 終了

2019年4月28日 jRCT2013190002

再発・難治性CD19陽性B細胞性急性リンパ性白血病（B-ALL）患者に対するUCART19
（遺伝子工学的改変にて抗CD19キメラ抗原受容体を発現させたヒト (同種) 由来T細
胞）の単回静脈投与の安全性と体内動態を検討する第 I 相、非盲検、用量漸増試験
（用量漸増パート及び安全性を検討する用量拡大パートで構成

1
トシリズマブ、シクロホスファミド水和物、フルダラ
ビンリン酸エステル、リツキシマブ、アレムツズマブ

- 終了

日本新薬株式会社 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍 2022年4月16日 jRCT2031220023 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍（BPDCN）患者を対象としたNS-401（タグラクソファ
スプ）の臨床第I/II 相試験

1-2 NS-401 - 募集中

急性骨髄性白血病 2021年11月26日 jRCT2031210452 再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者を対象としたNS-917の臨床第I相試験 1 NS-917

本治験の目的は、再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する治療薬として、NS-917の副作用（安全性）、忍容性（異常があった場合の程度）、薬物動態（治験薬の体内で
の動き）等について調べることです。
本治験では、以下の条件を満たす方を対象としています。
①治験参加同意時点で、20歳以上の日本人
②WHO分類で急性骨髄性白血病と診断されている方
③2種類以上の前治療を受け、寛解（骨髄中の白血病細胞が5%未満の状態）に至らなかった又は寛解に至ったが再発した方
④一般全身状態の指標として用いられるPSスコアが0～2の方
⑤治験薬投与開始前3日以内の最新の検査値が以下を満たす方
　・クレアチニン1.5×ULN未満（ULN：施設基準値の上限値）
　・総ビリルビン1.5×ULN未満
　・AST（GOT）2.5×ULN未満
　・ALT（GPT）2.5×ULN未満
⑥治験の治療期間中および治療期間終了/中止後6ヵ月間、避妊することに合意する方
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

急性骨髄性白血病 2019年7月30日 JapicCTI-194893 高リスク急性骨髄性白血病患者を対象としたNS-87の臨床第I/II相試験 1・2. NS-87 - 終了

武田薬品工業株式会社
多発性骨髄腫、リンパ腫、全身性免疫グロブリン軽鎖 (AL)
アミロイドーシス

2021年12月26日 jRCT2031210531 TAKEDAが実施したイキサゾミブ臨床試験の登録患者を対象とする非盲検、ロール
オーバー試験

2 イキサゾミブ 本治験の主な目的はイキサゾミブ及び/又は他の治験薬を親試験から継続投与することである。 終了

非ホジキンリンパ腫 2021年4月27日 jRCT2031210060 再発又は難治性CD20陽性非ホジキンリンパ腫患者を対象としたTAK-981とリツキシマ
ブの併用療法を検討する第1/2相試験

1・2. TAK-981

この治験の目的は、再発／難治性のCD20陽性非ホジキンリンパ腫（r/r CD20+NHL）を有する患者さんに対する治験薬として、TAK-981をリツキシマブと併用投与したときの
安全性、忍容性および有効性を評価し、至適用量を決定することです。
この治験の主目的は以下のとおりです。
第1相用量漸増パート：
TAK-981とリツキシマブを併用投与したときの安全性および忍容性を検討する　リツキシマブとの併用下でのTAK-981の2推奨用量を決定する
第1相日本固有の導入パート：
r/r CD20+NHLを有する日本人の患者さんを対象として、TAK-981の安全性および忍容性を評価する
2パート：
TAK-981とリツキシマブを併用投与したときの有効性を評価する
この治験の主な参加基準は以下のとおりです。
第1相パート:
aNHLに対するリツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン（ヒドロキシダウノルビシン）、ビンクリスチン（オンコビン）およびプレドニゾン（R-CHOP）（または
同等の抗CD20抗体を含む治療法）による前治療歴があり、かつ、r/r aNHLに対して追加で1ラインの治療を受けた方。
リツキシマブまたはその他の抗CD20モノクローナル抗体に難治性のiNHLを有し、かつ、r/r iNHLに対して全身療法を1ライン以上受けた方。
2パート:
キメラ抗原受容体（CAR）T細胞療法による前治療後に進行または再発した、r/rびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL）を有する方。
前治療として2ライン以上3ライン以下の全身療法を受けた後に進行または再発し、かつ、細胞療法による前治療歴がないr/r DLBCLを有する方。少なくとも1ラインの前治療
にCD20標的療法が含まれている必要があります。
前治療として2ライン以上3ライン以下の全身療法を受けた後に進行または再発したr/r 濾胞性（ろほうせい）リンパ腫（FL）を有する方。少なくとも1ラインの前治療に
CD20標的療法が含まれている必要があります。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

終了

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011220013
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220023
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210452
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フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 2021年8月6日 jRCT2031210230
フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ ALL）と新たに診断された患
者を対象に強度減弱化学療法併用下でポナチニブをイマチニブと比較検討する無作
為化非盲検多施設共同3試験

3 AP24534

本治験の主な目的は、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）と新たに診断された患者さんにおいて、ポナチニブがイマチニブよりも有効かどうかを判
断することです。
本治験ではNational Comprehensive Cancer Networkの2017年ガイドラインに従い、Ph+またはBCR-ABL1陽性ALLと新たに診断された、Eastern Cooperative 　Oncology
Groupのパフォーマンスステータスが2以下である方を対象としています。
ただし他の条件も多数あり、本試験に参加していただけるか否かは専門家による医学的判断が必要となります。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210230

