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IQVIAサービシーズジャパン株式会社 IQVIAサービシーズジャパン株式会社 転移性 HER2 陽性乳癌 2022年5月28日 jRCT2011220007
転移性 HER2 陽性乳癌の維持療法として tucatinib 又はプ ラセボをトラスツズ
マブ及びペルツズマブと併用する無 作為化、二重盲検、第 3 相試験
（HER2CLIMB-05）

3 tucatinib
本試験では、進行 HER2 陽性乳癌患者を対象に、維持療法としてトラスツズマブ及びペ ルツズマブと併用したときの tucatinib
の有効性及び安全性を評価する。

IQVIAサービシーズジャパン株式会社
局所進行、切除不能、又は遠隔転移を伴う
非小細胞肺癌

2021年9月28日 jRCT2061210035

PD-L1発現で選定された、未治療の局所進行、切除不能、又は遠隔転移を伴う非小
細胞肺癌患者を対象に抗TIGIT抗体BGB-A1217とtislelizumabの併用をペムブロリ
ズマブと比較する3無作為化二重盲検試験局所進行又は遠隔転移を伴う固形腫瘍を
有する日本人患者を対象に抗TIGIT抗体ociperlimab（BGB-A1217）とtislelizumab
の併用における安全性、忍容性、薬物動態及び予備的有効性を検討する安全性導
入サブスタディー

3 BGB-A1217、BGB-A317、Pembrolizumab

切除不能な局所進行性又は転移性の非小細胞肺癌患者を対象とし、有効性（無増悪生存期間及び全生存期間）と、安全性及び忍
容性をA群（BGB-A1217とBGB-A317の併用）とB群（ペムブロリズマブ投与後にプラセボを投与）で比較し評価する。また、日本人
患者に対するBGB-A317とBGB-A1217の併用投与の経験がないこと等を考慮し、日本人患者に対する当該併用投与の忍容性を確認す
るために、Safety run-in sub studyを実施する。

MSD株式会社 MSD株式会社 乳癌 2019年1月29日 JapicCTI-194604
エストロゲン受容体陽性（ER+）／ヒト上皮成長因子受容体2陰性（HER2-）の高リ
スク乳癌患者 を対象とした術前化学療法及び術後内分泌療法併用下での MK-3475
とプラセボを比較する二重盲 検、無作為化、第III相試験（KEYNOTE-756）

3
MK-3475+化学療法、 MK-3475+治験担当医
師選択の内分泌治療薬

本試験は、エストロゲン受容体陽性（ER+）／ヒト上皮成長因子受容体2陰性（HER2-）の高リスク乳癌患者を対象として術前化学
療法及び術後内分泌療法併用下でのMK-3475とプラセボの有効性及び安全性を評価する

終了

MSD株式会社
治療歴のある切除不能局所進行性又は転移
性HER2陽性乳癌

2021年3月12日 jRCT2051200152 治療歴のある切除不能局所進行性又は転移性HER2陽性乳癌患者を対象にMK-7119+
トラスツズマブ及びカペシタビン併用療法を検討する2非盲検単群試験

2
Tucatinib、トラスツズマブ、カペシタビ
ン

日本人集団における独立中央判定によるRECIST 1.1に基づくORRの評価 終了

MSD株式会社 HR+/HER2-乳癌 2021年7月9日 jRCT2051210049

化学療法が適応となるホルモン受容体陽性・ヒト上皮成長因子受容体2陰性
（HR+/HER2-）の切除不能な局所再発又は転移性乳癌患者を対象にMK-3475＋化学
療法をプラセボ＋化学療法と比較する、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、第
Ⅲ相試験（KEYNOTE-B49）

3 MK-3475、M-L-Doxorubicin

この治験はMK-3475と化学療法を、ホルモン受容体陽性（HR+）/ヒト上皮成長因子受容体2陰性（HER2-）と呼ばれる特定の乳癌の
うち、切除不能な局所再発又は転移性乳癌の患者さんに使用してもらう研究です。
この治験では、MK-3475＋化学療法をプラセボ＋化学療法と比較します。
プラセボは、治験薬と外観が似ていますが、有効成分を含んでいません。
この治験で選択可能な化学療法は、パクリタキセル、nab-パクリタキセル、リポソーム化ドキソルビシン又はカペシタビンのい
ずれか1つです。
パクリタキセル、nab-パクリタキセル及びカペシタビンは乳癌に対する治療薬として承認され、国内外で使用されている標準治
療です。
リポソーム化ドキソルビシンは乳癌に対して日本では承認されていませんが、海外では承認され、標準治療として用いられてい
ます。
この治験では、以下の条件にあてはまる特定のタイプの乳癌の患者さんが治験に参加できます。
・ 切除不能な局所再発又は転移性乳癌に対して化学療法による前治療歴がない
・内分泌療法を含む前治療により疾患進行が確認されている
・ バイオマーカー解析（がん細胞表面のPD-L1発現等）およびHR+/HER2-乳癌の確認のために、腫瘍組織検体を提供いただける
・切除不能な局所再発又は転移性のHR+/HER2-乳癌と診断されている（この治験の中央検査機関で確かめます）
・腫瘍組織にPD-L1と呼ばれる特定のバイオマーカーが認められる（この治験の中央検査機関で確かめます）
　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

MSD株式会社 進行悪性胸膜中皮腫 2019年11月28日 JapicCTI-195054
未治療の進行悪性胸膜中皮腫患者を対象にMK-3475（ペムブロリズマブ）とシスプ
ラチン及びペメトレキセドを併用投与した際の安全性及び有効性を評価する第Ib
相試験（KEYNOTE-A17）

1
MK-3475（pembrolizumab）+ペメトレキセ
ド（pemetrexed）+シスプラチン
（cisplatin）

本試験は、未治療の進行悪性胸膜中皮腫である日本人患者を対象に、MK-3475、シスプラチン及びペメトレキセドを併用投与す
る、多施設共同、非盲検、非無作為化試験である。
本試験では、MK-3475、シスプラチン及びペメトレキセドの併用投与した際の安全性、忍容性、及び予備的な有効性を評価する。
主要目的は、MK-3475、シスプラチン及びペメトレキセドの併用投与した際の安全性及び忍容性を評価することである。

終了

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2022年5月28日 jRCT2031220098 未治療の転移性非小細胞肺癌患者を対象に、MK-7684A＋化学療法をMK-3475＋化学
療法と比較する無作為化二重盲検第Ⅲ相試験

3
vibostolimab、ペムブロリズマブ、カルボ
プラチン、シスプラチン、パクリタキセ
ル、nab-パクリタキセル、ペメトレキセド

未治療の転移性非小細胞肺癌（NSCLC）患者を対象に、MK-7684A＋化学療法の有効性及び安全性をMK-3475＋化学療法と比較する 募集中

MSD株式会社 固形癌及び非小細胞肺癌 2022年6月15日 jRCT2041220034
KRAS G12C 遺伝子変異陽性の進行固形がん患者を対象にMK-1084単独投与及びMK-
3475と併用投与した際の安全性、忍容性、薬物動態及び有効性を評価する多施設
共同、非盲検、第Ⅰ相試験

1 ペムブロリズマブ、MK-1084 MK-1084を単独投与及びMK-3475と併用投与した際の安全性及び忍容性を評価する。 募集中

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2021年9月4日 jRCT2021210032
未治療の転移性扁平上皮又は非扁平上皮非小細胞肺癌患者を対象としたプラチナ
製剤併用療法において、ペムブロリズマブの皮下投与と静脈内投与の薬物動態及
び安全性を比較する無作為化非盲検第Ⅲ相試験

3

ペムブロリズマブ（皮下注射製剤）、ペム
ブロリズマブ（静脈注射製剤）、パクリタ
キセル、Nab-パクリタキセル、カルボプラ
チン、シスプラチン、ペメトレキセド

この治験は非小細胞肺癌の患者さんを対象に、ペムブロリズマブ皮下注製剤と点滴静注製剤を用いてペムブロリズマブの皮下投
与と静脈内投与を比較する治験です。
本治験では、皮下投与または静脈内投与のどちらの場合でもペムブロリズマブと化学療法を併用します。
用いられる化学療法（パクリタキセルまたはnab-パクリタキセルとカルボプラチンの併用療法、または、カルポブラチンまたは
シスプラチンとペメトレキセドの併用療法）は非小細胞肺癌の標準治療であり、化学療法のみまたはペムブロリズマブ静脈内投
与との併用ですでに承認されている治療方法です。
ペムブロリズマブの皮下注製剤は国内外においてまだ承認されておらず、化学療法とペムブロリズマブ皮下投与との併用は研究
段階にあります。
この治験では、以下の条件にあてはまる非小細胞肺癌の患者さんに参加をお願いしています。
・未治療のIV期の非小細胞肺癌で、病理学的（組織学的または細胞学的）に扁平上皮または非扁平上皮非小細胞肺癌と確定診断
されている
・上皮成長因子受容体（EGFR）、未分化リンパ腫キナーゼ（ALK）、c-ros oncogene 1（ROS1）阻害剤の適応にならない
・ 保存腫瘍組織検体または新たに採取した腫瘍生検検体の提出ができる
・画像検査で評価が可能な病変がある
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。

終了

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-194909
未切除のⅠ期又はⅡA期の非小細胞肺癌患者を対象にMK-3475の併用又は非併用下
で体幹部定位放射線治療（SBRT）を実施した際の安全性及び有効性を評価する無
作為化プラセボ対照第Ⅲ相試験（KEYNOTE-867試験）

3 MK-3475

今回の治験の目的は、治験の対象となるくすり［MK-3475］を体幹部定位放射線治療（SBRT）と併用した際に、プラセボとSBRTの
併用療法と比べて非小細胞肺癌の再発を遅らせることができるかを調べることです。
また、この併用療法が予後を改善し、生活の質を向上させること、安全性やこの併用療法に対するあなたの身体の反応を調べる
ことです。
この治験では、以下の条件にあてはまる非小細胞肺癌の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
●Ⅰ期またはⅡA期の非小細胞肺癌と診断されている
●以下のいずれかの理由により、手術ではなくSBRTによる非小細胞肺癌の治療を予定している
・合併症により安全性の面から手術不能と診断されている
・手術が難しいまたは安全に手術ができない場所に腫瘍が位置している
・治験担当医師により手術が推奨されたものの、ご自身で手術を受けないことを決めた
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

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2022年6月23日 jRCT2021210025
未治療のPD-L1陽性の転移性非小細胞肺癌患者を対象に、MK-7684及びMK-3475の配
合剤（MK-7684A）をMK-3475単独療法と比較する多施設共同無作為化二重盲検第Ⅲ
相試験

3 MK-7684A、MK-7684、MK-3475

この治験の目的は、MK-7684Aの有効性（非小細胞肺癌に対してどのように効果を示すか／健康状態にどのように影響するか／生
活の質が改善するか）および安全性を、転移性非小細胞肺癌の一次治療の標準治療として承認されているペムブロリズマブと比
較します。
この治験では、以下の条件にあてはまる転移性非小細胞肺癌の患者さんに参加をお願いしています。
・同意取得時の年齢が18歳以上
・Ⅳ期の非小細胞肺癌と診断されている
・EGFR、ALK、ROS1を標的とした治療の適応にならない
・保存腫瘍組織検体または新たに採取した腫瘍生検検体を提出できる
・中央判定機関によりPD-L1陽性［TPS（tumor proportion score）1%以上]が確認されている
・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
・適切な避妊法を用いることに同意する
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

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-194621 進行非小細胞肺癌患者を対象に、MK-3475の併用療法をバイオマーカーによるプレ
シジョン治療として評価するⅡ相試験（KEYNOTE-495;KeyImPaCT）

1/2b
ペムブロリズマブ＋MK-4280、ペムブロリ
ズマブ＋レンバチニブ、ペムブロリズマブ
＋MK-1308

この治験の目的は、治験の対象となるくすり（MK-3475とMK-1308、MK-4280またはレンバチニブの併用療法）の安全性および有効
性（どのように治験薬が作用するか／治験薬に対するあなたの身体の反応）を調べることです。
この治験では、以下の条件にあてはまる非小細胞肺癌の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
●Ⅳ期の非小細胞肺癌と診断されている
●EGFR、ALK、ROS1、BRAFを標的とした治療の適応にならない
●保存腫瘍組織検体または新たに採取した腫瘍生検検体を提出できる
●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
●適切な避妊法を用いることに同意する
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。

終了

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2051210049
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220098
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041220034
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194909
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021210025
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MSD株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-195003

プラチナ製剤併用化学療法及び免疫療法（抗PD-1/PD-L1抗体）による治療後に疾
患進行が認められた転移性非小細胞肺癌患者を対象にペムブロリズマブ（MK-
3475）とレンバチニブ（E7080/MK 7902）の併用療法の有効性及び安全性をドセタ
キセルと比較する第Ⅲ相無作為化多施設共同非盲検試験（LEAP-008試験）

3
レンバチニブ+ペムブロリズマブ、レンバ
チニブ

プラチナ製剤併用化学療法及び免疫療法（抗PD-1/PD-L1抗体）による治療後に疾患進行が認められた転移性非小細胞肺癌患者さ
んを対象とします。
ペムブロリズマブとレンバチニブの併用療法の有効性安全性を、転移性非小細胞肺癌の二次治療以降の標準治療として承認され
ているドセタキセルと比較します。
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。

終了

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205352

切除不能な局所進行Ⅲ期非小細胞肺癌患者を対象にペムブロリズマブ（MK-3475）
併用同時化学放射線療法後のペムブロリズマブとオラパリブの併用療法又はペム
ブロリズマブ単独療法を同時化学放射線療法後のデュルバルマブ単独療法と比較
する第Ⅲ相試験

3
 ペムブロリズマブ+化学放射線療法→ペム
ブロリズマブ+オラパリブプラセボ

今回の治験では、ペムブロリズマブを化学療法および放射線療法と併用後にペムブロリズマブとオラパリブ（またはオラパリブ
のプラセボ）を投与した場合、化学療法および放射線療法の併用後にデュルバルマブを投与した場合と比較して、どのように作
用するかを検討します。
今回の治験の目的は、治験の対象となるくすりの安全性および有効性（治験薬に対するあなたの身体の反応／治験薬ががんをコ
ントロールして、あなたのような患者さんがより長生きするために役立つか／治験薬が、より高い質の生活をおくることに役立
つか）を調べることです。
この治験では、以下の条件にあてはまる非小細胞肺癌の患者さんに参加をお願いしています。
●肺や縦隔組織（胸部の中心にある組織）に癌がある
●癌が身体の他の組織に転移していない
●手術により癌を取り除くことができない
●Ⅲ期の非小細胞肺癌と診断されている
●同意時の年齢が18歳以上
●画像検査で評価が可能な病変がある
●保存腫瘍組織検体または新たに採取した腫瘍生検検体を提出できる
●臨床検査結果などにより、肺、骨髄、腎、肝機能などが十分に保たれている
●適切な避妊法を用いることに同意する
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。

終了

MSD株式会社 進展型小細胞肺癌 2022年6月10日 jRCT2021220008
進展型小細胞肺癌の未治療患者を対象に、MK-7684A とエトポシド及びプラチナ製
剤併用投与後のMK-7684A 投与を、アテゾリズマブとエトポシド及びプラチナ製剤
併用投与後のアテゾリズマブ投与と比較する無作為化二重盲検第Ⅲ相試験

3
vibostolimab、アテゾリズマブ、エトポシ
ド、シスプラチン、カルボプラチン

進展型小細胞肺癌の未治療患者を対象に、MK-7684A と基礎治療のエトポシド／プラチナ製剤併用投与後のMK-7684A 投与の全生
存期間（OS）を、アテゾリズマブと基礎治療のエトポシド／プラチナ製剤併用投与後のアテゾリズマブ投与と比較する。

募集中

MSD株式会社 非小細胞肺癌 2022年7月2日 jRCT2021220015
切除不能な局所進行Ⅲ期非小細胞肺癌（NSCLC）患者を対象にMK-7684A（MK-7684
とMK-3475の配合剤）併用同時化学放射線療法後のMK-7684A投与を同時化学放射線
療法後のデュルバルマブ投与と比較する非盲検第Ⅲ相試験

3

Vibostolimab/ Pembrolizumab（Genetical
Recombination）、カルボプラチン、パク
リタキセル、デュルバルマブ、シスプラチ
ン、ペメトレキセド

切除不能な局所進行Ⅲ期非小細胞肺癌患者を対象にMK-7684A（MK-7684とMK-3475の配合剤）併用同時化学放射線療法後のMK-
7684A 投与を同時化学放射線療法後のデュルバルマブ投与と比較する第Ⅲ相試験

募集中

Spectrum Pharmaceuticals, Inc. Spectrum Pharmaceuticals, Inc. 非小細胞肺癌 2022年6月23日 JapicCTI-205304 局所進行又は転移を伴う日本人非小細胞肺癌（NSCLC）患者を対象とする
Poziotinibの第I/II相用量設定試験

1-2 Poziotinib

本治験は、上皮増殖因子受容体（EGFR）またはヒト上皮増殖因子受容体2（HER2）エクソン20挿入変異を有する非小細胞肺癌の治
療薬として研究中のPoziotinibと呼ばれる治験薬について調べる試験です。
本治験には、局所進行または転移を伴う非小細胞肺癌患者さん約76名が参加する予定です。
本治験は、日本の医療機関約20施設で実施されます。　本治験に参加するすべての患者さんにPoziotinibが投与されます。
本治験には、第I相用量設定試験と第II相有効性試験の2つの段階があります。
あなたが本治験に参加する場合、2つの段階のうちいずれか一方にのみ参加していただきます。
本治験は第I相から始まります。
第I相試験は、最大忍容量設定期間（サイクル1）と継続投与期間（サイクル2以降）で構成されています。
第I相のサイクル1では、非小細胞肺癌の患者さんに投与することができ、副作用に耐えることができる最大投与量（最大忍容
量）を見つけること、治験薬の投与回数は1日1回または1日2回のどちらがいいのかを調べることを目的としています。
サイクル2以降は、サイクル1で確認した用量と投与回数でPoziotinibの安全性を評価することが目的です。
第I相では、体内の治験薬の量、その量が結果にどのような影響を与えるかを調べるため、血液検査も行います。
第II相は、第I相で確認した最大忍容量が特定の遺伝子変異を持つ非小細胞肺癌の患者さんに有効かどうかを調べることを目的と
しています。
本治験では、治験薬の効果がどの程度か、効果がどのくらいの期間持続するか、肺癌の増殖が止まるか、または遅くなるかどう
か、そしてそれがどのくらいの期間かを調べます。
また、本治験薬で生じる可能性のある副作用についても評価するために情報を収集します。

募集中

アストラゼネカ株式会社 アストラゼネカ株式会社 局所進行（切除不能）又は転移性乳癌 2022年4月23日 jRCT2031220034

局所進行（切除不能）又は転移性のホルモン受容体陽性／ヒト上皮細胞成長因子
受容体2 陰性乳癌を対象に、カピバセルチブとパルボシクリブ及びフルベストラ
ント投与をプラセボとパルボシクリブ及びフルベストラント投与と比較する第Ib
／III 相ランダム化試験

3 AZD5363 Treatment

アストラゼネカ株式会社 ER陽性HER2陰性乳癌 2021年4月15日 jRCT2031210041

SERENA-4：進行癌に対する全身療法が未治療のエストロゲン受容体陽性HER2陰性
進行乳癌患者を対象として、AZD9833（経口SERD）＋パルボシクリブの併用療法と
アナストロゾール＋パルボシクリブの併用療法を比較する第III相ランダム化二重
盲検多施設共同試験

3 AZD9833

本治験の目的は、進行乳癌に対する全身療法が未治療のエストロゲン受容体（ER）陽性/ヒト上皮成長因子受容体2（HER2）陰性
乳癌患者の治療として、AZD9833＋パルボシクリブ（CDK4/6 阻害薬）をアナストロゾール（アロマターゼ阻害薬）＋パルボシク
リブと有効性（無増悪生存期間）及び安全性及び忍容性を比較して評価することです。
本治験では、
①患者の年齢は、スクリーニング時に18歳以上であること。
②閉経前／閉経期の女性又は男性は、治験期間中に黄体形成ホルモン放出ホルモン（LHRH）アゴニストの併用投与が可能であれ
ば組み入れることができる。
③ステージ4のde novo＊、又は標準アジュバント内分泌療法後の早期癌の再発で、
次のいずれかに該当する場合；
　(a)病勢進行が認められない状態で、アジュバント内分泌療法として、アナストロゾールが24カ月以上投与されており、アナス
トロゾールによるアジュバント内分泌療法の最終投与から12カ月以上経過している。
　(b) アジュバント内分泌療法として、タモキシフェンが24カ月以上投与されている。
④実施医療機関の検査結果に基づき、組織学的又は細胞学的に確定診断された、ER陽性HER2陰性乳癌であること。
⑤局所再発又は転移性ER陽性病変に対して全身性の抗癌剤治療を受けたことのないこと。
⑥RECIST ガイドライン第1.1版に基づく測定可能病変を有する、又は1つ以上の溶解性骨病変又は混合性骨病変（溶解性＋硬化
性）がCT検査又はMRI検査で評価できること。
⑦Eastern Cooperative Oncology Group Performance Statusが0又は1。
⑧臓器及び骨髄機能が十分であること。
⑨予定された来院、治療計画、臨床検査及びその他の治験の手順に応じる意思及び能力があること。
ただし、他の条件も複数あり、本治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。
AZD9833は経口投与可能であり、強力な次世代選択的エストロゲン受容体分解薬（selective estrogen receptor degrader;
SERD）であり、エストロゲン受容体の完全拮抗薬です。
エストロゲン受容体の活性化に関わる遺伝子変異を含む様々な非臨床モデルで抗がん作用が示されています。
＊：病気が見つかった時に（まだ治療を受けていない状況で）、しこりの大きさやリンパ節転移の状況に関わらず、他の臓器に
もがんが転移している場合をステージ4のde novoと呼びます。

募集中

アストラゼネカ株式会社
エストロゲン受容体陽性（ER陽性）、ヒト
上皮成長因子受容体2陰性（HER2陰性）乳癌

2021年9月7日 jRCT2011210033

アロマターゼ阻害薬＋CDK4/6 阻害薬による一次治療中にctDNA 検査でESR1遺伝子
変異が検出され、病勢進行が認められていないHR+/HER2−の転移性乳癌患者を対象
として、AZD9833＋CDK4/6 阻害薬（パルボシクリブ又はアベマシクリブ）への切
り替えをアロマターゼ阻害薬（レトロゾール又はアナストロゾール）＋CDK4/6 阻
害薬継続投与と比較して評価する、第III 相無作為化二重盲検試験

3 AZD9833

本治験の目的は、アロマターゼ阻害薬（AI）＋CDK4/6阻害薬による一次治療中に血中循環腫瘍DNA（ctDNA）検査でESR1 遺伝子変
異が検出され、画像診断に基づく病勢進行又は臨床的な病勢進行が認められていないホルモン受容体（HR）陽性/ヒト上皮成長因
子受容体2（HER2）陰性の転移性乳癌患者を対象として、AZD9833＋CDK4/6 阻害薬への切り替えをAI＋CDK4/6 阻害薬の継続投与
と有効性（無増悪生存期間）、安全性及び忍容性を比較して評価することです。
本治験では、
①患者の年齢は、スクリーニング時に18歳以上であること。
②局所再発又は転移性のエビデンスがある乳腺癌の確定診断を受け、根治を目的とした切除又は放射線治療に適さないこと。
③実施医療機関の検査結果に基づき、ER陽性/HER2陰性乳癌の組織学的な確定診断が記録されていること。
④進行性疾患の一次内分泌療法として、現在AI（レトロゾール又はアナストロゾール）＋CDK4/6 阻害薬（パルボシクリブ又はア
ベマシクリブ）による治療を6カ月（すなわち24週間）以上受けていること。
⑤ECOG performance status が0又は1であること。
⑥ctDNAの中央検査でESR1遺伝子変異陽性が検出されていること。
⑦規定された来院、治療計画、臨床検査及びその他の治験の手順に応じる意思及び能力があること。
⑧適切な臓器及び骨髄の機能を有していること。
ただし、他の条件も複数あり、本治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。
AZD9833は経口投与可能であり、強力な次世代選択的エストロゲン受容体分解薬（selective estrogen receptor degrader;
SERD）であり、エストロゲン受容体の完全拮抗薬です。エストロゲン受容体の活性化に関わる遺伝子変異を含む様々な非臨床モ
デルで抗がん作用が示されています。

募集中

アストラゼネカ株式会社 局所進行（手術不能）又は転移性乳癌 2020年4月28日 JapicCTI-205278

アロマターゼ阻害薬による治療中又は治療後に再発又は進行が認められた局所進
行（手術不能）又は転移性のホルモン受容体陽性ヒト上皮細胞成長因子受容体2陰
性（HR+/HER2-）乳癌の治療として、カピバセルチブとフルベストラント投与の有
効性及び安全性をプラセボとフルベストラント投与と比較して評価する第III相二
重盲検無作為化試験

3 - 終了

アストラゼネカ株式会社 進行乳癌 2020年8月31日 JapicCTI-205469 日本人女性のER陽性HER2陰性進行乳癌患者を対象として、AZD9833 の安全性、忍
容性、薬物動態及び抗腫瘍効果を評価する非盲検第I相試験

1 AZD9833 - 終了

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021220008
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021220015
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205304
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210041
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210033
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実施状況

アストラゼネカ株式会社 乳癌 2022年11月23日 JapicCTI-205127

組織学的に確認された手術不能な局所進行又は転移性トリプルネガティブ乳癌
（TNBC）患者を対象に一次治療としてのカピバセルチブとパクリタキセル投与の
有効性及び安全性をプラセボとパクリタキセル投与と比較して評価する第III相二
重盲検無作為化試験

3 カピバセルチブ - 終了

アストラゼネカ株式会社 乳癌、胆管癌、卵巣癌、子宮内膜癌 2022年1月28日 jRCT2031210585 進行又は転移性固形がん患者におけるAZD8205の評価を行うヒト初回投与試験 1-2 AZD8205 - 終了

アストラゼネカ株式会社 進行又は転移性非小細胞肺癌 2021年3月30日 jRCT2031200449
進行又は転移性非小細胞肺癌患者を対象にカルボプラチンの併用又は非併用下で
Datopotamab Deruxtecan（Dato-DXd）とデュルバルマブの併用療法を検討する多
施設共同非盲検2パート第Ib相試験

1 DS-1062a

本試験の目的は、進行又は転移性の非小細胞肺癌に対する治療薬として、DS-1062a（ダトポタマブデルクステカン）をカルボプ
ラチン併用又は非併用下でデュルバルマブと併用したときの効果（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、
①進行又は転移性非小細胞肺癌と診断されていること、
②EGFR及びALKの遺伝子変異に関する検査結果が陰性であること、
③ROS1、NTRK、BRAF、METなど承認済みの治療薬がある遺伝子の変異（Actionable 遺伝子変異）を有さないこと、
④直近の治療中又は治療後に画像評価で疾患進行が確認された
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

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-194663
非切除ステージⅠ/Ⅱリンパ節転移陰性非小細胞肺癌患者の治療として、体幹部定
位放射線治療（SBRT）とデュルバルマブを併用する第III相無作為化プラセボ対照
二重盲検国際多施設共同試験（PACIFIC-4/RTOG-3515）

3 MEDI4736

本治験の目的は、非切除臨床ステージI/IIリンパ節転移陰性非小細胞肺癌患者を対象に、標準SBRTとの併用時におけるデュルバ
ルマブの有効性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、
①年齢が18歳以上であること、
②臨床ステージI/IIのリンパ節転移陰性で組織学的又は細胞学的にステージI～IIの非小細胞肺癌が確認されていること、
③根治治療として標準SBRTを予定していること（医学的に手術不能と医師が判断した患者さん、又は医学的に手術可能である
が、外科手術を拒否した患者さんやSBRTを選択した患者さんも参加可能）、
④世界保健機関（WHO）／ECOGパフォーマンスステータスが0、1又は2であること、
⑤体重が30kgを超えていること、
⑥提出可能な腫瘍試料を提出できること、
⑦内臓及び骨髄の機能が適切であること、
⑧中枢性又は末梢性病変を有していること、
⑨無作為割付け前10週間以内に病期分類検査を実施していること、
⑩ステージI/II非小細胞肺癌の根治的治療として外科手術のみ、又はSBRTのみによる治療歴を有する場合は登録の1年より前であ
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。

募集中

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-194760 オシメルチニブ単剤による一次治療下で病勢進行した進行非小細胞肺癌患者を対
象に、バイオマーカーを指標とした第Ⅱ相プラットフォーム試験

1/2b
AZD9291、AZD6094、ZD1839、MEDI4736、
LOXO-292

本治験は、オシメルチニブ単剤による一次治療下で進行した進行非小細胞肺癌患者を対象とした第Ⅱ相プラットフォーム試験で
す。
本治験はモジュール式デザインを採用しているため、複数の治験治療の有効性、安全性及び忍容性の評価を行います。
本治験では、
①年齢が18歳以上（日本は20歳以上）であること、
②組入れ時点で局所進行又は転移が認められ（すなわち、進行非小細胞肺癌）、根治的手術療法又は放射線療法適応外であるこ
と、
③診断時にEGFRチロシンキナーゼ阻害薬感受性との関連が知られているEGFR遺伝子変異を有する肺腺癌であることが組織学的又
は細胞学的に診断されていること、
④進行非小細胞肺癌に対する前治療は、オシメルチニブ単独治療の一次治療のみで、臨床的ベネフィットがあると判断されてい
ること、
⑤オシメルチニブ80mg 1日1回の単剤による一次治療下の進行が画像検査により確認されていること、
⑥必須の生検に適していて（治験薬の初回投与予定日前60日間以内に採取可能な腫瘍があること）、その手技に耐えられるよう
な安定した臨床状態であること、
⑦測定可能病変を有していること、
⑧世界保健機関（WHO）パフォーマンスステータスが0又は1で、スクリーニングから治験薬の初回投与までの間に悪化が認められ
ないこと、
⑨経口薬の嚥下及び保持が可能、かつ十分な静脈路が確保されていること、
⑩探索的研究のための保存腫瘍組織の提供ができること（組織／サンプルが入手可能な場合、提供が必須である）、
⑪本治験及びフォローアップを遵守する能力及び意思があること、
⑫適切な血液凝固パラメータを有すること、
⑬2週間以上の低分子量ヘパリン、第Xa因子阻害薬又はトロンビン阻害薬を使用中であり臨床的に安定している場合は、腫瘍血栓
症又は深部静脈血栓症が判明している患者も組入れ可とする、
⑭治験治療に特有の避妊基準を遵守する意思があること
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各治験薬については作用機序情報をご参照ください。

募集中

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205325
上皮成長因子受容体（EGFR）変異陽性・切除可能非小細胞肺癌患者の術前補助療
法におけるオシメルチニブ単剤又は化学療法との併用を標準化学療法単独と比較
する第III相無作為化多施設国際共同3群比較試験（NeoADAURA）

3 AZD9291

本治験の目的は、EGFR変異陽性（Ex19del及び/又はL858R）・切除可能非小細胞肺癌患者を対象に、術前補助療法におけるオシメ
ルチニブ単剤又は化学療法との併用を標準化学療法単独（カルボプラチン＋ペメトレキセド又はシスプラチン＋ペメトレキセ
ド）と比較することです。
本治験では、
①18歳以上であること（日本においては、患者が20歳未満である場合は、患者及びその代諾者から文書による同意を得るこ
と）、
②組織学的又は細胞学的に確認された完全切除可能［Ⅱ期～ⅢB（N2）期］な非小細胞肺癌を有すること、
③手術による原発非小細胞肺癌の完全切除が達成可能であると判断されていること、
④組入れ時のECOGパフォーマンスステータスが0～1で、ベースライン時又は初回投与日の2週間前に悪化がみられないこと、
⑤EGFRチロシンキナーゼ阻害薬感受性との関連が知られている一般的な2つのEGFR変異（Ex19del、L858R）の一方のみ、又は他の
EGFR変異（すなわち、T790M、G719X、Exon20 insertions、S768I及びL861Q）をともに有すること、
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。

募集中

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2022年6月23日 jRCT2031210628

腫瘍完全切除後の上皮成長因子受容体（EGFR）変異を有するステージIA2～IA3の
非小細胞肺癌患者を対象とした術後補助療法におけるオシメルチニブの有効性及
び安全性をプラセボと比較する第III相二重盲検ランダム化国際共同試験
（ADAURA2）

3 AZD9291

本治験の目的は、上皮成長因子受容体変異を有する（EGFR変異陽性（Ex19del及び/又はL858R）ステージIA2-IA3期の非小細胞肺
癌の完全切除術を受けた患者さんを対象にプラセボと比較してAZD9291の有効性（主たる評価項目：ハイリスク群における無病生
存期間（DFS））及び安全性を比較検討する試験です。
本治験では、
①18歳以上であること、
②組織学的又は細胞学的に非小細胞肺癌と確認されていること、
③完全切除術を受けて術後病理病期ステージIA2-IA3期であること、
④WHOパフォーマンスステータスが0あるいは１であること、
⑤EGFRチロシンキナーゼ阻害薬感受性との関連が知られている一般的な2つのEGFR変異（Ex19del、L858R）の一方のみ、又は他の
EGFR変異（すなわち、T790M、G719X、Exon20 insertions、S768I及びL861Q）をともに有すること、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。

募集中

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2022年6月23日 jRCT2021210072

白金製剤を含む根治的同時化学放射線療法後に病勢進行が認められていない切除
不能な局所進行非小細胞肺癌（NSCLC）患者（ステージIII）を対象にデュルバル
マブ+Oleclumab併用投与及びデュルバルマブ+Monalizumab併用投与を検討する第
III相、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、多施設国際共同試験（PACIFIC-9）

3 MEDI4736、MEDI9447、IPH2201

本治験の目的は、白金製剤を含む根治的同時化学放射線療法後に病勢進行が認められていない切除不能な局所進行非小細胞肺癌
（NSCLC）患者（ステージIII）を対象に、無増悪生存期間（PFS）を指標として、デュルバルマブ+Oleclumab併用投与又はデュル
バルマブ+Monalizumab併用投与の効果について、デュルバルマブ+プラセボ併用投与と比較評価することです。
本治験では、
①組織学的又は細胞学的に記録された非小細胞肺癌を有し、局所進行性の切除不能（ステージIII）疾患に対し同時化学放射線療
法で治療されていること、
②化学放射線療法の前に取得した腫瘍組織試料の提供が可能なこと、
③中央検査機関で測定し、記録された腫瘍のPD-L1発現状態が確認されていること、
④EGFR及びALK野生型の状態（実施医療機関の検査機関又は中央検査機関）が確認されていること、
⑤白金製剤を含む根治的同時化学放射線療法後に進行が認められていないこと、
⑥放射線療法と併用で白金製剤を含む化学療法を2サイクル以上受けていること、等の条件を満たす方を対象としています。
⑦先行する化学放射線療法によるグレード2以上の肺臓炎を有する方は対象外となります。
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。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200449
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194663
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194760
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205325
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210628
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021210072
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実施状況

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2022年6月23日 jRCT2061210088

白金製剤を含む根治的同時化学放射線療法の施行後に病勢進行が認められていな
い局所進行切除不能非小細胞肺癌（III期）患者を対象として、デュルバルマブ
+Domvanalimab（AB154）を投与する第III相ランダム化二重盲検プラセボ対照国際
多施設共同試験（PACIFIC-8）

3 MEDI4736、AB154

本治験の目的は、白金製剤を含む根治的同時化学放射線療法後に病勢進行が認められていない切除不能な局所進行非小細胞肺癌
（NSCLC）患者（ステージIII）を対象に、無増悪生存期間（PFS）を指標として、
デュルバルマブ++domvanalimab併用投与の効果について、デュルバルマブ+プラセボ併用投与と比較評価することです。
本治験では、
①組織学的又は細胞学的に確認された非小細胞肺癌を有し、かつ局所進行性の切除不能（ステージIII）疾患に対し同時化学放射
線療法で治療されていること、
②化学放射線療法の前に取得した腫瘍組織試料の提供が可能なこと、
③中央検査機関で測定された腫瘍のPD-L1発現状態が1%以上であること、
④EGFR及びALK野生型の状態が確認されていること、
⑤白金製剤を含む根治的同時化学放射線療法後に進行が認められていないこと、
⑥放射線療法と併用で白金製剤を含む化学療法を2サイクル以上受けていること、
等の条件を満たす方を対象としています。
⑦先行する化学放射線療法によるグレード2以上の肺臓炎を有する方は対象外となります。
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。

募集中

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2021200033
手術及び根治的治療後に微小残存病変を認めたⅡ～Ⅲ期のNSCLC患者に対する治療
としてデュルバルマブとプラセボを比較する第Ⅲ相無作為化プラセボ対照二重盲
検多施設共同試験（MERMAID-2）

3 MEDI4736

本治験の目的は、根治的治療後に微小残存病変を認めたⅡ～Ⅲ期の非小細胞肺癌患者を対象に、無病生存期間（DFS）を指標とし
て、デュルバルマブの有効性をプラセボと比較評価することです。
本治験では、
①年齢が18歳以上であること、
②組織学的に確認された（Ⅱ～Ⅲ期の）切除可能非小細胞肺癌であること、
③原発非小細胞肺癌の完全切除が必須であること、
④EGFR変異及び/又はALK転座が認められていないこと
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。

終了

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205378
完全切除を行ったⅡ～Ⅲ期のNSCLC患者において術後補助療法としてデュルバルマ
ブを白金製剤を含む化学療法と併用した場合の有効性を検討する第Ⅲ相無作為化
プラセボ対照二重盲検多施設共同試験（MERMAID-1）

3 MEDI4736

本治験の目的は、完全切除を行った後に微小残存病変を認めたⅡ～Ⅲ期の非小細胞肺癌患者を対象に、デュルバルマブ＋標準化
学療法の有効性と安全性をプラセボ＋標準化学療法と比較評価することです。
本治験では、
①年齢が18歳以上であること、
②組織学的に確認された（Ⅱ～Ⅲ期の）切除可能非小細胞肺癌であること、
③原発非小細胞肺癌の完全切除が必須であること、
④EGFR変異及び/又はALK転座が認められていないこと、
⑤術後の画像検査で疾患再発の明らかなエビデンスが示唆された場合、又は組織生検で疾患再発が判明した場合を除く、
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

アストラゼネカ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-194656
ステージⅡ及びⅢの切除可能非小細胞肺癌患者に対する治療として、ネオアジュ
バント／アジュバント療法におけるデュルバルマブ投与を評価する第Ⅲ相二重盲
検プラセボ対照国際多施設共同試験

3

デュルバルマブ、カルボプラチン/パクリ
タキセル、シスプラチン/ゲムシタビン、
ペメトレキセド/シスプラチン、ペメトレ
キセド/カルボプラチン

本治験の目的は、ステージⅡ及びⅢの切除可能非小細胞肺癌患者を対象に、病理学的完全奏効（pCR）を指標として、術前投与す
るデュルバルマブ＋化学療法（カルボプラチン＋パクリタキセル、シスプラチン＋ゲムシタビン、ペメトレキセド＋シスプラチ
ン又はペメトレキセド＋カルボプラチン）の効果について、プラセボ＋化学療法と比較評価することです。
本治験では、
①新たに診断された未治療の組織学的又は細胞学的に確認された切除可能な非小細胞肺癌を有すること、
②組入れ時に世界保健機関（WHO）/ECOGパフォーマンスステータスが0又は1であること、
③ベースライン時に腫瘍評価の標的病変として適格とされる、放射線照射を過去に受けていない病変を1つ以上有すること、
④過去に、抗CTLA-4、抗PD-1、抗PD-L1、及び抗PD-L2抗体等の免疫介在療法の既往がないこと、
⑤内臓及び骨髄の機能が適切であること、
⑥無作為割付け前に患者の腫瘍のPD-L1状態が確認されていること、
⑦EGFR及びALKの状態を評価/確認するために十分な腫瘍検体を提供できること、
⑧予定される手術が肺葉切除、スリーブ切除又は二肺葉切除であること
等の条件を満たす方を対象としています。
⑨EGFR変異及び/又はALK転座を有することが確認されている方は対象外となります。
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。

終了

アストラゼネカ株式会社 固形がん 2022年2月15日 jRCT2031210609
進行固形がん患者を対象にAZD5305を単剤及び抗がん剤との併用で用量漸増投与し
たときの安全性、忍容性、薬物動態、薬力学及び予備的有効性を評価するモ
ジュール型非盲検多施設共同第I相／前期第II相試験

1 AZD5305 対象外による非公開 非公開

アッヴィ合同会社 アッヴィ合同会社
再発及び/又は難治性固形がん、乳癌、非小
細胞肺癌、小細胞肺癌

2020年8月14日 JapicCTI-205410 再発及び/又は難治性固形がんの成人患者を対象としたABBV-155の単剤療法及びタ
キサン併用療法を検討する第I相ヒト初回投与試験 [M16-573]

1 ABBV-155

本試験の目的は、固形癌、乳癌、非小細胞肺癌、小細胞肺癌に対する治療薬としてABBV-155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
・組織学的又は細胞学的に悪性固形がんと診断されている。
・パート2a（単剤投与・用量拡大パート）に組み入れられる患者の要件は，SCLCを有していることである。
パート2b（併用投与・用量拡大パート）に組み入れられる被験者の要件は，NSCLC又はHR陽性/HER2陰性乳癌を有していることで
ある。
・用量漸増パート（パート1a及び1b）の被験者の場合，1回以上の全身化学療法（実施可能なすべての標準療法を含む）の不応歴
がある。
・用量拡大パート（パート2bのみ）の乳癌を有するすべての被験者は以下の基準を満たさなければならない：
・サイクリン依存性キナーゼ（CDK）4/6阻害薬を含む治療で奏効が認められなかった局所進行又は転移性HR陽性/HER2陰性乳癌
・HR陽性/HER2陰性は，米国臨床腫瘍学会（ASCO）/米国病理学会（CAP）の基準に基づいて確認する。
・用量拡大パート（パート2bのみ）のNSCLCを有するすべての被験者は，1ライン以上の治療歴を有するR/RNSCLCでなければなら
ない。
・用量拡大パート（パート2aのみ）のSCLCを有するすべての被験者は，抗PD-L1/PD-1抗体薬併用又は非併用での白金製剤による
治療歴を，少なくとも1ライン以上有するR/RSCLCでなければならない。
・乳癌又はNSCLCを有するすべての被験者は，タキサン系薬剤による治療歴がある場合，以下の基準を満たさなければならない：
・タキサン系薬剤に対するアレルギー歴がない（パート1b及び2bに登録される被験者のみ）。
・タキサン系薬剤による直近の治療から2ヵ月以上経過した後に，疾患が再発又は進行している。
・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

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

アッヴィ合同会社 非小細胞肺癌（NSCLC） 2020年3月17日 JapicCTI-205224 進行性固形癌患者を対象としたABBV-399の安全性，薬物動態（PK）及び予備的な
有効性を評価する試験 [M14-237]

1 ABBV-399

本試験の目的は、進行性固形癌に対する治療薬としてABBV-399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。
・外科的切除の適応とならない、又は臨床的ベネフィットが立証されている他の承認された治療選択肢のない進行性非小細胞肺
癌（NSCLC）患者。
・Eastern Cooperative Oncology Group（ECOG）Performance Statusが0～2の患者。
・固形がんの治療効果判定のための新ガイドライン（RECIST）version1.1に基づく測定可能病変を有する患者。
・新鮮腫瘍組織及び/又は保存FFPE腫瘍組織が解析に使用可能であることが確認されている患者。
・適切な骨髄、腎機能及び肝機能を有する患者。
・妊娠可能な女性は、投与開始前14日以内の血清妊娠検査で陰性でなければならない。
・併用療法A及びD群の被験者は、最新の処方情報又は治験責任医師の判断によりエルロチニブ又はニボルマブの投与が可能でな
ければならない。
・併用療法E群の被験者は以下の基準を満たさなければならない。
　- EGFR del19又はL858R変異が確認されており，T790M変異の有無を問わず，オシメルチニブに耐性を示すことが知られている
EGFR変異がいずれも認められない，転移性/局所進行非扁平上皮NSCLC患者。
　- 1レジメン以上2レジメン以下の前治療歴があり，そのうちのひとつにオシメルチニブが含まれていなければならない。オシ
メルチニブ投与中に疾患進行が認められていること。
　　化学療法の前治療は1レジメンのみまでとする。連続したEGFR TKI投与は1レジメンとして数える。
　- 中央c-Met免疫組織化学（IHC）検査用に進行後の腫瘍組織がある患者。
　- 適切な骨髄機能を有する患者。
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。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061210088
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205224
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実施状況

アッヴィ合同会社
非小細胞肺癌（NSCLC），頭頸部扁平上皮癌
（HNSCC）

2021年10月22日 jRCT2031210386
M21-410, 非小細胞肺癌患者，頭頸部扁平上皮癌患者及び固形がん患者を対象とし
たABBV-514単独投与及びペムブロリズマブ又はbudigalimab併用投与の国際共同ヒ
ト初回投与試験

1 ABBV-514、ABBV-181

本試験の目的は、非小細胞肺癌（NSCLC），頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）に対する治療薬としてABBV-514単独投与及びペムブロリ
ズマブ又はbudigalimab併用投与の効果（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。
用量漸増コホートのみ：
・進行固形がんを有し，臨床的ベネフィットをもたらすことが知られている既存治療のすべてに対して不応性又は不耐性を示
す。
再発NSCLC及び再発HNSCC用量拡大コホートのみ：
・組織診又は細胞診により進行又は転移性NSCLC又はHNSCCを有することが確認され，それに対してプラチナ製剤併用化学療法と
PD-1又はPD-L1標的薬による治療を（別々に又は同時に）受けたことがある。
・当該疾患の治療に有効であることが知られている利用可能な治療が無効であった（又は治療を拒否した）こととする。
・EGFR変異又はALK遺伝子再構成を有することが確認されているNSCLC患者は不適格とする。
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

アッヴィ合同会社 非小細胞肺癌 2021年10月28日 jRCT2031210395 [M21-404] 成人進行固形癌患者を対象にABBV-400 の安全性，薬物動態及び有効性
を評価する第I相first-in-human試験

1 ABBV-400

本試験の目的は、進行固形癌に対する治療薬としてABBV-400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。
・組織学的に固形癌と診断されている(WHO基準)。
・RECIST第1.1版に定義される測定可能病変を有する。
・すべての標準治療で進行が認められ，外科的切除又は臨床的ベネフィットが立証されている他の承認された治療選択肢の適応
とならない進行固形癌の既往歴を有する。（パート1のみ）
・少なくとも治験実施計画書で規定する治療後に進行した進行非扁平上皮EGFR野生型又はEGFR変異型NSCLCの既往歴がある，c-
Met陽性の患者（パート2のみ）
・細胞傷害性化学療法(術後補助療法を除く)による前治療歴が2ライン以下であり，外科的切除又は臨床的ベネフィットが立証さ
れた他の承認された治療選択肢の適応とならない進行非小細胞肺がん（NSCLC）を有する。
・米国東海岸癌臨床試験グループ(ECOG)のパフォーマンス・ステータス(PS)が0又は1。
・治験実施計画書で規定する臨床検査値の基準を満たす。
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

アッヴィ合同会社 進行固形がん，非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2031210468 [M20-111] 再発・難治性固形癌の成人被験者を対象としてABBV 637の単剤投与又
は併用投与の安全性及び有効性を評価する第I相ヒト初回投与試験

1 ABBV-637

本試験の目的は、進行固形がん，非小細胞肺癌に対する治療薬としてABBV-637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
・組織学的に悪性固形腫瘍（WHO基準）と診断された患者（パート1）
・中央検査機関でのIHC検査において新鮮又は保存腫瘍組織に上皮成長因子受容体(EGFR)発現が確認されている非小細胞肺がん
（NSCLC）患者（パート2及びパート3）
・パート1のみ：再発/難治性疾患の既往歴があり，すべての標準治療（化学療法又は放射線療法又は免疫療法又は標的療法）を
受けた患者
・パート2のみ：白金製剤を含む化学療法レジメンと免疫チェックポイント阻害剤の投与，又は分子標的薬の投与による治療後に
進行が認められたRR NSCLC患者で，単剤化学療法による治療歴がない
・パート3のみ：オシメルチニブで進行が認められたRR NSCLC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。

募集中

アッヴィ合同会社 非小細胞肺癌 2022年9月1日 JapicCTI-184123
治療歴を有するc-Met陽性非小細胞肺癌患者を対象としてTelisotuzumab Vedotin
（ABBV-399）の安全性及び有効性を検討する第II相非盲検試験[管理番号 M14-
239]

2 ABBV-399

本試験の目的は、非小細胞肺癌（NSCLC）に対する治療薬としてABBV-399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。
●組織学的に非扁平上皮型のNSCLCであることが確認され，EGFRの状態が判明している（野生型若しくは変異型が施設により記録
されている）患者。
その他の臨床的意義のある変異を有する患者も，EGFRの状態が判明していて他のすべての適格基準を満たせば適格であることに
注意する。
●局所進行性又は転移性NSCLC患者。
●治験依頼者指定のIHC検査機関によりc-Met+NSCLCと判定された患者。c-Met発現量評価のために事前スクリーニング期間中に保
存又は新鮮腫瘍検体を提出しなければならない。
保存組織検体がc-Met陰性の場合は，新鮮生検検体を提出してc-Met発現量の再評価を受けることができる。
●局所進行または転移性NSCLCに対する3ライン以上の全身療法歴及び2ライン以上の全身性の化学療法歴が無い患者。
*同じ遺伝子変異を標的とした複数のチロシンキナーゼ阻害剤は適格性判断の目的のために1ラインとしてカウントする。
●米国東海岸臨床試験グループ（ECOG）のPSが0又は1の患者。
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。

募集中

アッヴィ合同会社 非小細胞肺癌 2022年9月1日 JapicCTI-205405
PTK7発現を有する再発非小細胞肺癌患者を対象にcofetuzumab pelidotin（ABBV-
647,PTK7標的抗体薬物複合体）の有効性及び安全性を評価する第Ib相試験 [管理
番号 M19-611]

1 ABBV-647

本試験の目的は、PTK7発現を有する再発NSCLCに対する治療薬としてABBV-647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
・NSCLCと診断されている
・少なくとも以下の既承認療法による治療歴を有し，臨床的ベネフィットが認められたが，治療後に進行が認められた再発NSCLC
患者：
　標的治療可能な遺伝子変異のない腫瘍に対する白金製剤を含む2剤併用化学療法と免疫チェックポイント阻害薬，又は標的治療
可能な遺伝子変異を有する腫瘍に対する白金製剤を含む2剤併用化学療法と分子標的薬
・1ライン以下の全身細胞傷害性化学療法を含め，2ライン以下(遺伝子変異に対する分子標的薬を投与した場合，1ライン以下の
全身細胞傷害性化学療法を含め，3ライン以下)の全身療法歴を有する患者
・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

アッヴィ合同会社 非小細胞肺癌 2022年4月28日 jRCT2031220047
[M18-868]治療歴を有するc-Met 過剰発現，EGFR 野生型，局所進行性/ 転移性非
扁平上皮非小細胞肺癌患者を対象として，Telisotuzumab Vedotin（ABBV-399）と
ドセタキセルを比較する第III 相，非盲検，無作為化，比較対照，国際共同試験

3 テリソツズマブベドチン（ABBV-399）

本試験の目的は、非小細胞肺癌（NSCLC）に対する治療薬としてABBV-399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。
●組織学的に非扁平上皮型のNSCLCであることが確認され，EGFRの状態が判明している（野生型若しくは変異型が施設により記録
されている）患者。
その他の臨床的意義のある変異を有する患者も，EGFRの状態が判明していて他のすべての適格基準を満たせば適格であることに
注意する。
●局所進行性又は転移性NSCLC患者。
●治験依頼者指定のIHC検査機関によりc-Met+NSCLCと判定された患者。c-Met発現量評価のために事前スクリーニング期間中に保
存又は新鮮腫瘍検体を提出しなければならない。
保存組織検体がc-Met陰性の場合は，新鮮生検検体を提出してc-Met発現量の再評価を受けることができる。
●局所進行性又は転移性NSCLC に対する1ラインを超えない全身性の細胞障害性化学療法歴を有する。
●局所進行性/ 転移性NSCLC に対する1 ライン以上の前治療で進行が認められている。
●米国東海岸臨床試験グループ（ECOG）のPSが0又は1の患者。
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。

アムジェン株式会社 アムジェン株式会社 進行MTAP欠損固形癌 2022年4月15日 jRCT2041220005
進行MTAP欠損固形癌患者を対象としたAMG 193の単剤投与時及びドセタキセルとの
併用投与時の安全性、忍容性、薬物動態、薬力学及び有効性を評価する第I/Ib/II
相

1/1b/2 AMG 193、ドセタキセル

本治験の目的は、AMG 193の単剤投与およびドセタキセルとの併用投与が、MTAP欠損を伴う進行固形癌に対する安全かつ有効な治
療選択肢かどうかを評価するものです。
本治験では、
①CDKN2A（欠損）および／またはMTAP（欠損）のホモ接合性欠失もしくはMTAP発現消失が腫瘍組織において認められること、
②手術および／または放射線による根治的治療の適応とならない転移または局所進行固形癌が組織学的に確認されていること、
③経口投与する治験薬の飲み込み及び保管が可能で、治験薬の服薬状況を毎日記録する意思があること、
④本治験で必要とされる十分な臓器機能を有すること
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。

アムジェン株式会社 扁平上皮非小細胞肺癌 2022年5月3日 jRCT2051220022
扁平上皮非小細胞肺癌患者を対象としたbemarituzumab単独投与、及びドセタキセ
ルとの併用投与の安全性、忍容性、薬物動態及び有効性を評価する第Ib相試験
（FORTITUDE-201）

1ｂ ベマリツズマブ(Bemarituzumab)

本治験の目的は、Bemarituzumabを単独投与又は他の抗癌治療と併用投与したときの安全性、忍容性及び有効性を評価し、何らか
の副作用を引き起こすかどうかを確認することです。
本治験では、
①扁平上皮非小細胞肺がんであることが組織学的検査で診断された方、
②切除不能、局所進行性または転移性の（根治的治療を実施できない）病変をお持ちの方、
③臓器機能が適切である方
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

エーザイ株式会社 エーザイ株式会社
固形がん（ 2パートは胃がん，食道がん，
小細胞肺がん）

2019年9月18日 JapicCTI-194960 固形がん患者を対象としたE7389リポソーム製剤及びニボルマブ併用の非盲検1b/2
試験

1・2
E7389（Eribulin mesylate）、ONO-4538
（Nivolumab）

第1b相パートではE7389-LF及びニボルマブの併用における安全性と忍容性を評価し，2の推奨用法用量（RP2D）を決定する。2
パートではRP2Dを用いて癌腫ごとの奏効率を評価する。

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210386
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210395
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210468
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-184123
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205405
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2051220022
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エーザイ株式会社
ホルモン受容体陽性 HER2 陰性の再発又は
転移乳癌

2020年8月24日 JapicCTI-205429
ホルモン受容体陽性HER2 陰性の切除不能局所進行，転移又は再発乳癌患者に対す
るE7090 単剤及びE7090 と他抗がん剤の併用療法の安全性及び探索的な有効性を
検討する臨床第1b 相試験

1 E7090

＜治験の目的＞
本治験の目的は、ホルモン受容体陽性HER2 陰性の進行、転移又は再発乳がんに対するE7090とエキセメスタン、フルベストラン
トの併用療法の忍容性及び副作用（安全性）を調べ、次相以降の併用療法におけるE7090の推奨用量を推定することです。また、
E7090単剤の副作用（安全性）を調べます。
＜主な適格基準＞
・同意取得時の年齢が18歳以上の女性
・閉経後及び，LH-RH アゴニストを継続的に投与し，試験中もLH-RH アゴニストの投与を継続予定の閉経周辺期又は閉経前の女
性
・組織学的にエストロゲン受容体陽性HER2 陰性の進行/再発又は転移乳癌と診断された方
・バイオプシー（生体組織診断）実施に同意いただける方
・採取された保存腫瘍組織検体又は新鮮腫瘍組織検体の提出に同意いただける方
＜主な除外基準＞
・脳又は硬膜下転移を有する方
・進行又は転移性の病変に対する治療として，2レジメン以上の化学療法を受けている方。（Part3のみ）進行又は転移性の病変
に対する治療として，1レジメン以上の化学療法を受けている方。
・炎症性乳癌
・サブタイプの異なる両側乳癌
・臨床的に重要な心血管系疾患を有する方
・以下の眼疾患を有する方
a. Grade 2以上の角膜障害の合併症
b. 活動性の網膜症（例えば加齢性黄斑変性，中心性漿液性脈絡網膜症，網膜裂孔）の合併症
・FGFR 阻害剤による前治療歴を有する方
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

エーザイ株式会社
エストロゲンレセプター陽性及びHER2陰性
乳癌

2020年8月26日 JapicCTI-205456 エストロゲンレセプター陽性及びHER2 陰性乳癌の日本人女性患者を対象とした
H3B-6545 の臨床第1 相試験

1 H3B-6545 - 終了

ギリアド・サイエンシズ株式会社 ギリアド・サイエンシズ株式会社 進行固形がん又はトリプルネガティブ乳癌 2021年9月28日 jRCT2031210346 日本人進行固形がん患者又はトリプルネガティブ乳癌患者を対象とした
Sacituzumab Govitecanの第1/2相非盲検臨床試験

1-2 sacituzumab govitecan 進行固形がん又はTNBCを有する日本人被験者を対象としてSacituzumab Govitecanの安全性、忍容性、PK及び有効性を評価する。

グラクソ・スミスクライン株式会社 グラクソ・スミスクライン株式会社 進行固形癌 2022年5月19日 jRCT2031220077 進行固形癌患者を対象としたGSK3745417の単独療法及び抗がん剤との併用療法に
おける第I相、ヒト初回投与（FTIH）、非盲検試験

1 GSK3745417、Dostarlimab
本試験は非盲検、用量漸増試験であり、指定された進行又は再発固形癌患者を対象に、GSK3745417の安全性、PK、薬力学及び予
備的な抗腫瘍効果を、単独療法（Part 1A）、dostarlimabとの併用療法（Part 2A）、及びその他の薬剤との併用療法として評価
する。

募集中

グラクソ・スミスクライン株式会社 進行固形癌 2021年9月22日 jRCT2031210338 進行固形癌患者を対象としたGSK6097608の単剤療法及び抗がん剤との併用療法に
おける第I相、ヒト初回投与（FTIH）、非盲検試験

1 GSK6097608、GSK4428859A

本治験の目的は、進行、再発、転移した固形がんを対象としてGSK6097608、dostarlimab、GSK4428859Aのいずれかを単剤療法又
は併用療法として用いた場合の安全性と体の中でどのように薬剤が動くか、そして治療効果がどの程度あるのかを調べます。
治験に参加するための条件は
・参加に同意される時点で20歳以上の方。
・進行/転移した、または再発のがんと診断された方。
・特定のがんに対する標準治療後に悪化した、または標準治療の効果がない方。
などがあります。
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。

募集中

グラクソ・スミスクライン株式会社 非小細胞肺癌 2022年9月28日 jRCT2051220100
プログラム細胞死リガンド 1で選択した未治療の局所進行／転移性非小細胞肺癌
患者を対象とした新規複合免疫療法を評価する、マスタープロトコルを用いた第
II 相、無作為化、非盲検、プラットフォーム試験

2
Dostarlimab、GSK4428859A、GSK6097608、
ペムブロリズマブ

本試験は、第 II 相、プラットフォーム試験の目的は、PD-L1 高発現で未治療の切除不能、局所進行又は転移性 NSCLC 患者を対
象に、新規複合免疫療法の有効性、安全性、薬物動態（PK）及び薬力学（PDy）を単剤の免疫療法と比較して評価する。

募集中

グラクソ・スミスクライン株式会社 特定の進行固形癌 2022年10月21日 jRCT2031220403 特定の進行固形癌患者を対象としたGSK4381562の単剤療法及び抗がん剤との併用
療法における第I相、ヒト初回投与（FTIH）、非盲検試験

1 GSK4381562

根治的治療の選択肢のない特定の局所再発固形癌又は転移性固形癌患者を対象に、GSK4381562の安全性、忍容性、PK、PD、免疫
原性及び予備的な抗腫瘍活性を評価する。
This is a first time in-human (FTIH) study designed to investigate the safety, tolerability, pharmacokinetics (PK),
and immunogenicity of GSK4381562 in participants with select loco-regionally recurrent solid tumors or metastatic
solid tumors where curative or standard treatment options have been exhausted

募集中

サノフィ株式会社 サノフィ株式会社 乳癌 2019年2月27日 JapicCTI-194645
閉経後のエストロゲン受容体陽性及びヒト上皮増殖因子受容体2陰性進行性乳癌を
有する日本人女性を対象にSAR439859 を単剤経口投与したときの、安全性、有効
性、薬物動態、及び薬力学を評価する第I 相試験

1 SAR439859（アムセネストラント）

主要目的：
・閉経後のエストロゲン受容体陽性かつヒト上皮細胞増殖因子受容体2 陰性進行性乳癌を有する日本人女性にSAR439859 を単剤
投与したときのDLT の発現率を評価することで、推奨用量及び最大耐量 を確認する。
副次目的：
・SAR439859 単剤投与時の全般的な安全性プロファイルを評価する。
・SAR439859 単剤療法の薬物動態（PK） プロファイルを評価する。
・SAR439859 単剤療法の抗腫瘍活性と臨床的有用率（完全奏効、部分奏効、安定 24週間）を評価する

終了

サノフィ株式会社 乳癌 2022年11月23日 jRCT2031200210
進行癌に対する全身抗癌療法歴のないER陽性HER2陰性の乳癌患者を対象とした
SAR439859＋パルボシクリブ併用療法とレトロゾール＋パルボシクリブ併用療法を
比較するランダム化、多施設共同、二重盲検、第III相試験

3 SAR439859 - 終了

サノフィ株式会社 乳癌 2022年11月23日 jRCT2031220056

アロマターゼ阻害剤による術後補助療法を治療関連毒性により中止したホルモン
受容体陽性、ヒト上皮成長因子 2 陰性又は陽性のステージ IIB?III の乳癌患者
を対象とした amcenestrant（SAR439859）とタモキシフェンを比較するランダム
化、多施設共同、二重盲検、第 III 相試験

3 SAR439859 - 終了

サノフィ株式会社 胸膜中皮腫、非小細胞肺癌 2021年8月27日 jRCT2031210286
肺癌又は胸膜中皮腫患者を対象に他の抗癌療法との併用下でのSAR444245（THOR-
707）の臨床的ベネフィットを評価する非ランダム化、非盲検、複数コホート、多
施設共同、第II相試験

2
SAR444245（THOR-707）、ペムブロリズマ
ブ

主要目的：
- 他の抗癌療法との併用下でのSAR444245の抗腫瘍活性を決定する
副次目的：
- 他の抗癌療法との併用下でのSAR444245の用量を確認し、安全性プロファイルを評価する
- 抗腫瘍活性のその他の指標を評価する
- ペムブロリズマブとの併用下でのSAR444245の薬物動態（PK）プロファイルを評価する
- SAR444245の免疫原性を評価する

終了

サノフィ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205105
前治療歴がありCEACAM5陽性腫瘍を有する転移性非扁平上皮非小細胞肺癌
（NSCLC）患者を対象にSAR408701をドセタキセルと比較する、ランダム化、非盲
検、第Ⅲ相試験

3 SAR408701

本治験は、前治療歴がありCEACAM5陽性腫瘍を有する転移性非扁平上皮非小細胞肺癌（NSCLC）患者さんを対象に、SAR408701の効
果（有効性）と副作用（安全性）をドセタキセルと比較して調べることを目的としています。
患者さんには、腫瘍細胞にCEACAM5がどれだけ発現しているかをあらかじめ測定する予備的なスクリーニング検査（プレスクリー
ニング検査）が行われます。
プレスクリーニング検査で結果がCEACAM5陽性であった場合には、スクリーニング検査が行われ、SAR408701またはドセタキセル
の単剤療法のうちいずれかに無作為（コイン投げと同じ）に割付けされます。
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

サノフィ株式会社 非扁平上皮非小細胞肺癌 2022年4月12日 jRCT2011220001
CEACAM5発現が陰性又は中等度の腫瘍を有する循環血中 CEA高値の非扁平上皮非小
細胞肺癌（NSQ NSCLC）患者を対象としたtusamitamab ravtansine の有効性及び
安全性を検討する非盲検、 第II相試験

2
ツサミタマブラブタンシン(Tusamitamab
ravtansine、SAR408701）

本治験は、CEACAM5発現が陰性又は中等度の腫瘍を有する循環血中CEA高値の転移性非扁平上皮非小細胞肺癌（NSCLC）患者さんを
対象に、tusamitamab ravtansineの効果（有効性）と副作用（安全性）を調べることを目的としています。
患者さんには、腫瘍細胞にCEACAM5 がどれだけ発現しているか、血液中に循環血中CEAがどの程度含まれるかをあらかじめ測定す
る予備的なスクリーニング検査（プレスクリーニング検査）が行われます。
プレスクリーニング検査で、結果がCEACAM５陰性または中等度且つ循環血中CEAが高値であった場合には、スクリーニング検査が
行われ、 SAR408701の単剤療法が行われます。
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。

シミック株式会社 シミック株式会社
成人のROS1 融合遺伝子陽性の進行または転
移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者

2021年8月13日 jRCT2071210051
ROS1 融合遺伝子陽性の進行または転移性非小細胞肺癌およびその他の固形腫瘍患
者を対象にAB-106 の有効性および安全性を評価する単群、非盲検、多施設共同、
第2 相試験

2 AB-106
ROS1 融合遺伝子陽性の進行または転移性NSCLC およびその他の固形癌患者を対象に、AB-106 の有効性、安全性およびPKを評価
すること

ノバルティスファーマ株式会社 ノバルティスファーマ株式会社
進行／転移NSCLC，悪性黒色腫，NPC，
mssCRC，又はTNBC

2019年5月27日 JapicCTI-194775 進行固形がん患者を対象にDKY709 を単剤投与及びPDR001と併用投与するオープン
ラベル多施設共同第I/Ib 相試験

1 DKY709
DKY709 の単剤投与及びDKY709 をPDR001 と併用投与した場合の安全性，忍容性の特性を明らかにするとともに，最大耐容量／用
量拡大パートのための推奨用量を決定する

https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205429
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220077
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210338
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2051220100
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220403
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205105
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実施状況

ノバルティスファーマ株式会社

非小細胞肺がん（NSCLC），トリプルネガ
ティブ乳がん（TNBC），膵がん（PDAC），
腎細胞がん（RCC），卵巣がん，及びマイク
ロサテライト安定性（MSS）大腸がん

2019年2月14日 JapicCTI-194631 進行性悪性腫瘍患者を対象としたNZV930の単剤投与並びにPDR001及び／又は
NIR178との併用投与を検討する第I/Ib相，オープンラベル，多施設共同試験

1/2b NZV930、NIR178、PDR001

＜試験の概要＞
この治験の目的は、NZV930を単剤で投与、もしくはNZV930をPDR001および／またはNIR178との併用で投与した時に、がん患者さ
んでどのような副作用が起こるかを確認し、安全に投与できる最高用量や最も適切な用量および投与スケジュールを明らかにす
ることです。また、治療効果を確認することも目的としています。
＜適格基準＞
この治験は、通常の治療では効果が認められない、あるいは通常の治療を受けることができない固形がんの患者さんを対象とし
ています。
主な参加条件は次のとおりです。
1. 18歳以上の男性、女性
2. 生検採取（がん組織を少し切り取ること）が可能な病変がある方
3. 抗体製剤に対して過敏症の既往がない方
4. ステロイドの長期投与または免疫抑制療法を受けていない方
5. 自己免疫疾患の既往がない方、または合併していない方
6. 妊娠中ではない方。また治験中に妊娠を希望されない方
7. 重度またはコントロールが不十分な疾患（糖尿病、感染症など）を合併していない方
8. 重度の肝機能障害、肺疾患、腎機能障害を合併していない方
9. これまでに免疫療法を受けた方は、その副作用により治療を中止していない方
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となります。

募集中

ノバルティスファーマ株式会社
進行非小細胞肺がん（NSCLC），頭頚部扁平
上皮がん（HNSCC），食道 SCC，消化管間質
腫瘍（GIST）及び大腸がん（CRC）

2019年10月24日 JapicCTI-195015
進行悪性腫瘍患者を対象とした TNO155 と spartalizumab 又は ribociclib との
併用投与による安全性，忍容性及び予備的な有効性を評価する第 Ib 相，オープ
ンラベル，多施設共同試験

1ｂ TNO155

＜治験の目的＞
この治験の目的は、TNO155とspartalizumab（PDR001）またはTNO155とribociclib（LEE011）の組合せで安全に併用投与できる用
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＞
TNO155とspartalizumab（PDR001）を併用投与するグループ＜用量漸増パート＞
●抗PD-1／PD-L1療法の治療歴のあるEGFR、ALK遺伝子に変異がない非小細胞肺がんの方
●頭頚部がん、食道がん、または大腸がんの方＜用量拡大パート＞
●抗PD-1／PD-Lｔ療法の治療歴のあるEGFR、ALK、KRAS遺伝子に変異がない非小細胞肺がんの方
●抗PD-1／PD-Lｔ療法の治療歴のあるEGFR、ALK、KRAS遺伝子に変異がなく、KRAS遺伝子（G12C）に変異のある非小細胞肺がんの
方
●免疫療法の治療歴のない頭頚部がんの方TNO155とribociclib（LEE011）を併用投与するグループ＜用量漸増パート＞
●抗PD-1／PD-L1療法の治療歴のある非小細胞肺がんの方
●抗PD-1／PD-L1療法の治療歴のある頭頚部がんの方
●食道がん、消化管間質腫瘍（GIST）、または大腸がんの方＜用量拡大パート＞
●抗PD-1／PD-L1療法の治療歴のあるEGFR、ALK、KRAS遺伝子に変異がない非小細胞肺がんの方
●KRAS遺伝子に変異のある大腸がんの方その他の主な参加条件
●18歳以上の男性、女性
●標準的な抗がん剤治療で効果が認められなかったか、治療後に再発した、標準的な治療を受けることができない、あるいは標
準的な治療がない方
●生検採取（がん組織を少し切り取ること）が可能な病変がある方
●この治験で規定された検査・観察スケジュールを守っていただける方
●重度の心疾患や心機能障害、肝機能障害、肺機能障害、腎機能障害、眼の障害を合併していない方
●授乳婦でない方
●過去にPD-1／PD-L１阻害薬による治療を副作用で中止していない方（PDR001を併用投与する方のみ）
●CDK4/6阻害剤による治療歴のない方（LEE001を併用投与する方のみ）
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

ノバルティスファーマ株式会社
KRAS G12C 変異を有する進行性固形がん,
非小細胞肺がん, 大腸がん

2021年3月1日 jRCT2031200379 KRAS G12C 変異を有する進行性固形がん患者を対象としたJDQ443の非盲検，多施
設共同，用量漸増，第Ib/II 相試験

1-2 JDQ443、TNO155

＜治験の目的＞
この治験の目的は、KRASという遺伝子に変化（KRAS G12C変異と呼ばれる変化）がみられるがんの患者さんにJDQ443を単剤投与、
またはJDQ443をTNO155やスパルタリズマブと併用投与した際に、安全に投与できる最大あるいは最適な用量をみつけることで
す。
＜主な適格基準＞
●KRAS G12C変異という遺伝子の変化がある進行性固形がんの方
●他のKRAS G12C阻害剤による治療を受けたことがない方（併用投与群では、KRAS G12C阻害剤による治療を受けたことがある方
でも参加していただける場合があります。）
●18歳以上の男性、女性
＜主な除外基準＞
●既に治療法がある遺伝子変異（EGFRやALK）を有する方
●脳転移の治療が必要な方
●スクリーニング時に心臓機能障害または臨床的に重大な心疾患を有する方
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

ノバルティスファーマ株式会社 トリプルネガティブ乳がん 2019年2月8日 JapicCTI-194628
トリプルネガティブ乳がんの成人患者を対象とした特定の免疫療法の併用投与に
よる第1b相，多施設共同，オープンラベル，用量漸増及び用量拡大プラットホー
ム試験

1 PDR001
本治験は、進行性又は転移性TNBCの成人患者を対象としたPDR001+LAG525とNIR178、カプマチニブ、MCS110又はカナキヌマブとの
併用による1b相、オープンラベル、用量漸増試験及びそれに続く用量拡大試験である。

ノバルティスファーマ株式会社 HR陽性，HER2陰性の進行性乳癌 2022年8月5日 jRCT2031220246
ノバルティス主導の試験でribociclibの投与を受けている患者へのribociclib
（LEE011）の投与継続を可能にするための治験終了後投与（post trial access）
ロールオーバー試験

4
Ribociclib、
レトロゾール

ribociclib（LEE011）と他剤を併用投与したときの長期安全性を評価すること，及び主要目的が達成された治験依頼者主導のグ
ローバル試験でribociclibと他剤の併用治療を受けている被験者に，治験終了後の投与［post-trial access（PTA）］の機会を
提供すること。

ノバルティスファーマ株式会社 進行性乳癌 2020年8月25日 JapicCTI-205438

アロマターゼ阻害剤の治療中又は治療終了後に進行を来したPIK3CA変異陽性，ホ
ルモン受容体（HR）陽性，HER2陰性の進行性乳癌を有する日本人の男性及び閉経
後女性を対象にBYL719（alpelisib）とフルベストラントを併用投与する，第II
相，非盲検，2パート，多施設共同試験

2 BYL719

＜治験の目的＞
この治験の目的は、HR陽性，ヒト上皮成長因子受容体2（HER2）陰性，PIK3CA変異陽性の進行性乳癌を有する日本人の男性及び閉
経後女性のうち， CDK 4/6阻害剤の治療歴にかかわらずアロマターゼ阻害剤による治療中又は治療終了後に進行を来した患者さ
まを対象としてalpelisibとフルベストラントを併用投与したときの安全性及び有効性を評価することです。

募集中

ノバルティスファーマ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205213
切除可能な非小細胞肺癌患者を対象に、術前補助療法としてのカナキヌマブ又は
ペムブロリズマブの単剤療法又は併用投与を検討するランダム化、オープンラベ
ル、第Ⅱ相試験（CANOPY-N）

1/2b -

＜試験の概要＞
この治験の目的は、がんの手術の前にカナキヌマブとペムブロリズマブのいずれかを単独で投与、またはカナキヌマブとペムブ
ロリズマブを併用で投与した場合に、これらの薬が安全で、非小細胞肺がんの腫瘍の増殖を止めることができるかを調べること
です。
＜適格基準＞
●ステージⅠB～ⅢAの非小細胞肺がんと診断され、手術に適格と判断されている方
●手術に適格で、治験薬の初回投与後約4～6週間以内に手術が計画されている方
●18歳以上の男性、女性
＜除外基準＞
●切除できない病変または遠隔転移を有する方
●モノクローナル抗体に対して重度の過敏症反応の既往歴があり、重篤な注射部位反応のリスクがあると判断された方
●スクリーニング前3年以内に全身療法を受けた方
●活動性の自己免疫疾患を合併している、または既往歴のある方
●免疫系の低下または感染症が疑われるか、確認されている方
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

ノバルティスファーマ株式会社
中皮腫，NF2 / LATS1 / LATS2 変異を伴う
腫瘍，及び機能獲得性YAP / TAZ融合を伴う
腫瘍を有する患者

2021年9月22日 jRCT2031210340 進行性の中皮腫及びその他の固形がんの患者を対象としたIAG933 の第I 相試験 1 IAG933
	中皮腫，NF2 / LATS1 / LATS2 変異を伴う腫瘍，及び機能獲得性YAP / TAZ融合を伴う腫瘍を有する患者を対象として，IAG933
の安全性及び忍容性を検討するとともに，RD 又は最大耐量（MTD）を特定すること

募集中

バイエル薬品株式会社 バイエル薬品株式会社 進行非小細胞肺がん 2022年7月31日 jRCT2031220233 EGFR又はHER2変異を有する進行非小細胞肺がん（NSCLC）患者を対象としたBAY
2927088の非盲検first in human試験

1 BAY 2927088
この治験の主な目的は、BAY2927088がどの程度安全であるか、身体にどのような影響を与えるか（忍容性）、BAY2927088が体内
をどのように移動し、体外に排出されるか、治験の参加者が副作用をあまり感じずに摂取できるBAY2927088の最大量を確認する
ことである

募集中

ファイザーR&D合同会社 ファイザーR&D合同会社 ER 陽性/HER2 陰性局所進行または転移乳癌 2022年8月19日 jRCT2041220057
ER 陽性／HER2 陰性の局所進行または転移乳癌の日本人患者を対象とした，ARV-
471（PF-07850327）単剤投与の安全性，忍容性および薬物動態を評価する非盲検
第 1 相試験（治験実施計画書番号：C4891016）

1
ARV-471
(PF-07850327)

ER陽性/HER2陰性の局所進行または転移乳癌の日本人治験参加者を対象に，ARV-471単剤療法における安全性，忍容性，薬物動態
（PK）および予備的なの有効性を確認する。

終了

https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194631
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-195015
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200379
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205438
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205213
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210340
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220233
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実施状況

ファイザーR&D合同会社
進行または転移性の乳癌，小細胞肺癌，卵
巣癌，およびその他の固形癌

2022年6月14日 jRCT2031220134
PF-07104091の単剤投与および併用投与の安全性，忍容性，薬物動態，薬力学およ
び抗腫瘍活性を評価する用量漸増，用量探索，用量拡大，第1/2a相試験（治験実
施計画書番号：C4161001）

2 PF-07104091 PF-07104091単剤投与および併用投与の用量漸増における最大耐量および臨床推奨用量を推定し，安全性および忍容性を評価する 募集中

ファイザーR&D合同会社
局所進行または転移性ER陽性HER2陰性乳
癌，局所進行または転移性去勢抵抗性前立
腺癌，局所進行または転移性非小細胞肺癌

2020年12月15日 jRCT2031200246
進行または転移性固形癌患者を対象としたPF-07248144 の安全性，忍容性，薬物
動態，薬力学および抗腫瘍活性を評価する第1 相，用量漸増および拡大投与試験
（治験実施計画書番号：C4551001）

1 PF-07248144

本治験の目的は、進行または転移性の乳がんおよび前立腺がんに対する治療薬としてPF-07248144の副作用（安全性）、薬物動
態、薬力学作用および効果（有効性）について調べることです。
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。
・組織学的または細胞学的に局所進行または転移性ER陽性HER2陰性乳癌と診断された方で、レトロゾールとパルボシクリブの併
用投与による一次治療後に疾患進行が認められた方
・各国の基準に従った検査法を用いて，ER陽性およびHER2陰性が確認されている進行または転移性乳癌を有する方
・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
・適切な腎機能，肝機能，骨髄機能を有する方
ただし他の条件も多数あり、本治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

ファイザーR&D合同会社 2022年11月23日 jRCT2041210125 ファイザーが治験依頼者であるクリゾチニブ試験の治験参加者を対象とした非盲
検継続試験（治験実施計画書番号：A8081075）

4 - - 終了

ファイザーR&D合同会社 非小細胞肺癌 2022年11月23日 jRCT2041210127
ロルラチニブ（PF-06463922）継続試験：ファイザーが治験依頼者であるロルラチ
ニブ試験に参加したALK/ROS1 陽性進行非小細胞肺癌患者を対象とした単群非盲検
継続試験（治験実施計画書番号：B7461039）

4 - - 終了

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社 進展型小細胞肺癌 2021年10月14日 jRCT2051210111 進展型小細胞肺癌の一次治療としてBMS-986012とカルボプラチン、エトポシド及
びニボルマブとの併用療法を用いるランダム化オープンラベル2試験

2 BMS-986012
新規に診断されたES-SCLC患者を対象に、BMS-986012のカルボプラチン、エトポシド及びニボルマブとの併用療法は許容可能な安
全性及び忍容性を示すこと、及び、カルボプラチン、エトポシド及びニボルマブのみと比較して、PFSを延長することを明らかに
すること

終了

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社 特定の固形癌 2021年12月10日 jRCT2031210475 特定の固形癌患者を対象としたBMS-986416の単独投与及びニボルマブとの併用投
与の第1相臨床試験

1 BMS-986416

本治験の主要目的は、BMS-986416を単独投与またはニボルマブと併用投与した時の安全性及び忍容性（副作用の程度）について
確認することです。
本治験は用量漸増試験です。
「用量漸増」とは、低用量が安全であると判断された後、数人の患者さんで構成される様々な用量の小さな投与群で、治験薬の
用量のレベルを徐々に高くして試験することを意味します。
投与継続が不可能となるような副作用が起こった方の割合及び認められた副作用によって、その用量レベルが安全であるか判断
されたあと、治験薬の投与を継続し、安全性をさらに確認することを目的として行われます。
ただし、治験参加の条件は多数あり、本治験に参加していただけるか否かは医師及び医学専門家による医学的判断が必要となり
ます。

募集中

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205341

未治療の局所進行非小細胞肺癌（LA NSCLC）患者を対象とした、ニボルマブと同
時化学放射線療法（CCRT）後のニボルマブとイピリムマブの併用投与、又はニボ
ルマブとCCRT後のニボルマブの単独投与を、CCRT後のデュルバルマブの投与と比
較するランダム化オープンラベル3臨床試験

3 ニボルマブ、イピリムマブ

この試験の目的は、ステージⅢの局所進行非小細胞肺がん（LA NSCLC）の患者さんに、治験薬ニボルマブを同時化学放射線療法
（CCRT：化学療法と放射線療法を同時に併用する治療）に追加した後、ニボルマブとイピリムマブ、またはニボルマブのみを投
与した場合の有効性（薬剤がどれほど効くのか）、安全性、および忍容性（薬剤の副作用にどれだけ耐えられるか）を確認する
ことです。
対照群（比較対照するための群）の患者さんには、同時化学放射線療法の後にデュルバルマブを投与します。
この試験では、腫瘍画像評価に基づき、治験薬があなたのがんの悪化を遅らせることができるかを判断して、有効性を確認しま
す。
治験薬の効果によって、あなたの生存の可能性が高まるかについても確認します。
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

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ株式会社 2021年12月3日 JapicCTI-205227
切除可能なⅡ～ⅢB期の非小細胞肺癌患者を対象に、術前補助療法として化学療法
及びニボルマブ又はプラセボ投与後、外科的切除を施行後に術後補助療法として
ニボルマブ又はプラセボを比較するランダム化二重盲検第Ⅲ相試験

3 ONO-4538

本治験の主要目的は、ニボルマブと化学療法の併用療法を手術前に行い、肺がんを切除後、ニボルマブによる治療を行った場合
に、化学療法のみによる治療と比較してがんの再発が予防され、生存期間がさらに改善されるかどうかを調べることにありま
す。
また、本治験では、切除可能な非小細胞肺がんの患者さんを対象に、ニボルマブと化学療法との併用療法の安全性及び忍容性
（副作用の程度）についても検討します。
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。

終了

メドペイス・ジャパン株式会社 メドペイス・ジャパン株式会社
RET 融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌、甲状
腺髄様癌及び RET 活性が亢進したその他の
癌を含む進行固形癌

2022年7月2日 jRCT2051220060 RET融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌、甲状腺髄様癌、及びRET活性が亢進したその
他の癌を含む進行固形癌患者を対象としたLOXO-292経口剤の第I/II相試験

1-2 セルペルカチニブ

第I相及び日本での推奨用量確認パート：
・Selpercatinibの最大耐量（MTD）／第II相推奨用量（RP2D）を決定する
・日本以外で決定された推奨用量の適切性を、同じ対象患者で確認する（国内のみ）
第II相：
・各拡大コホートでは、腫瘍の種類に応じたRECIST 1.1又はRANOに基づく独立評価委員会（IRC）判定によるORRにより、
selpercatinibの抗腫瘍活性を評価する

メルクバイオファーマ株式会社 メルクバイオファーマ株式会社 固形癌 2022年1月19日 jRCT2031210560 複数のBintrafusp alfa（M7824）臨床試験の被験者を対象に長期データを収集す
る非盲検多施設共同追跡調査試験

3 M7824 非公開 非公開

ヤンセンファーマ株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 進行又は転移性非小細胞肺癌 2022年8月13日 jRCT2041220053

オシメルチニブ及び化学療法後に進行したEGFR 遺伝子変異陽性進行又は転移性非
小細胞肺癌患者におけるラゼルチニブ併用投与時のアミバンタマブ手動注入によ
る皮下投与とアミバンタマブ静脈内投与又はOn Body Delivery System を用いた
アミバンタマブ自動注入による皮下投与とを比較する，第3 相，非盲検，ランダ
ム化試験

3
ラゼルチニブ、アミマンタマブ静注、アミ
バンタマブSC-CF On Body Delivery
System (OBDS)

本治験の目的は，アミバンタマブの皮下投与用の新しい製剤であるアミバンタマブ及び遺伝子組換えヒトヒアルロニダーゼ配合
剤（SC-CF）を評価することによって、アミバンタマブの静脈内投与を簡略化し、投与時間を短縮することである。
この製剤は，より簡便かつ迅速に投与できるため，患者及び医師の両者にとってアミバンタマブの使用経験が改善されると考え
られる。

非公開

ヤンセンファーマ株式会社 非小細胞肺癌 2021年10月1日 jRCT2031210358
オシメルチニブが無効となったEGFR 変異局所進行又は転移性非小細胞肺癌患者を
対象としてアミバンタマブ及びlazertinib とプラチナ製剤を含む化学療法の併用
とプラチナ製剤を含む化学療法を比較する第3 相，非盲検，ランダム化試験

3 Lazertinib、Amivantamab 非公開 非公開

ﾗﾎﾞｺｰﾌﾟ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会
社

ﾗﾎﾞｺｰﾌﾟ・ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会
社

NRG1融合が記録されているNSCLC、膵腺癌、
および他のすべての固形腫瘍

2021年12月14日 jRCT2031210483 固形がん患者を対象としたHER2 及びHER3 を標的とする完全型IgG1 二重特異性抗
体MCLA-128 を検討する第1/2 相試験（eNRGy）

1-2 MCLA-128
パート2：グループF、G、H（NRG1 融合遺伝子陽性）;
NRG1融合遺伝子陽性が確認された被験者におけるMCLA-128の抗腫瘍活性の規模の現地評価の評価

非公開

塩野義製薬株式会社 塩野義製薬株式会社 局所進行又は転移性固形がん 2021年11月12日 jRCT2031210426 局所進行又は転移性固形がん患者を対象としたS531011の単独療法及び免疫チェッ
クポイント阻害薬との併用療法による1b/2多施設共同非盲検試験

1b/2 S-531011

本治験は第1b相及び2で構成されています。本治験の主な目的は以下のとおりです。
－第1b相：S-531011を単独またはペムブロリズマブと併用で投与したときの副作用（安全性）と忍容性（副作用にどの程度耐え
られるか）を評価し，安全に投与できる最大あるいは最適な用量を調べることです。
－2：S-531011を単独またはペムブロリズマブと併用で投与したときの効果（有効性）と副作用（安全性）を評価することです。
本治験では、局所進行または転移性の固形がん（非小細胞肺がんを含みます）と診断された方で、標準治療がない、あるいは標
準治療に耐えられないまたは何らかの理由で標準治療を希望されない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、本治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

協和キリン株式会社 協和キリン株式会社 乳癌 2022年11月23日 JapicCTI-205130 乳癌患者を対象としたKRN125の安全性に関する第I相臨床試験 1 KRN125 - 終了

小野薬品工業株式会社 小野薬品工業株式会社 乳がん 2021年10月2日 jRCT2031210364

ONO-4578-06：転移又は再発の閉経後ホルモン受容体陽性HER2 陰性乳がん患者を
対象に、一次内分泌療法としてONO-4578 及び標準治療であるレトロゾール及び
CDK4/6 阻害薬（パルボシクリブ又はアベマシクリブ）を併用する非盲検非対照第
Ⅰ相試験

1 ONO-4578 - 終了

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220134
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200246
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210475
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205341
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210426


治験依頼者 治験依頼者（管理用） 疾患名(jRCT掲載)
公開

年月日
臨床試験ID 治験名

治験の
フェーズ

治験成分記号(治験薬一般名)
　　　　　治験の概要

　　　　・JAPIC－試験の概要
　　　　・jRCT-研究・治験の目的

実施状況

小野薬品工業株式会社 切除不能な進行又は再発の固形がん 2021年10月12日 jRCT2031210373
ONO-7119-01：切除不能な進行又は再発の固形がん患者を対象としたONO-7119の単
剤投与並びにONO-7119及びONO-4538の併用投与の忍容性及び安全性を評価する第
Ⅰ相非盲検非対照用量漸増及び拡大試験

1 ONO-7119/RBN-2397、ONO-4538

この治験の目的は、切除不能な進行又は再発の固形がんの患者さんを対象に、ONO-7119 およびニボルマブを併用投与したときの
安全性と有効性を調べることにあります。
また、血液中の ONO-7119 およびニボルマブの濃度ならびにバイオマーカーなど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．切除不能な進行又は再発の固形がんの患者
2．ECOG Performance Status が0～1の患者
3．3カ月以上の生存が期待される患者	
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．経口剤を服薬できない患者
2．重篤な合併症を有する患者
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。

募集中

小野薬品工業株式会社 進行性又は転移性の固形がん 2021年12月28日 jRCT2031210530
ONO-7914-01：進行性又は転移性固形がん患者を対象としたONO-7914の単剤投与並
びにONO-7914及びONO-4538の併用投与の忍容性及び安全性を確認する第Ⅰ相非盲
検非対照用量漸増試験

1 ONO-7914

この治験の目的は、進行性又は転移性固形がんの患者さんに対して、ONO-7914の単剤投与並びにONO-7914およびONO-4538の併用
投与したときの安全性について調べ、患者さんに安全に投与できるONO-7914の投与量を決定することです。
また、有効性、血液中の濃度変化およびバイオマーカーなどについても調べます。
この治験では進行性又は転移性固形がんの患者さんのうち、20歳以上75歳以下の患者さん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 非小細胞肺癌、胃がん 2021年12月3日 JapicCTI-205358 ONO-45382試験 NSCLCと胃がんを対象とした多施設共同非盲検非対照試験（ONO-
4538-88/TASUKI-88）

1/2b ONO-4538

この治験は、根治照射不能なⅢB／ⅢC／Ⅳ期又は再発の非小細胞肺がん（NSCLC）及び切除不能な進行又は再発の胃がん（食道胃
接合部がんを含む）の一次治療患者におけるONO-4538の有効性及び安全性を多施設共同非盲検非対照試験にて検討します。
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.ドライバー遺伝子変異／転座陰性の根治照射不能なⅢB／ⅢC／Ⅳ期又は再発のNSCLC及び切除不能な進行又は再発の胃がん（食
道胃接合部がんを含む）患者さん
2. 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
3. 20歳以上の患者さん
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. 重複がんを有する患者さん
2. 抗体製剤などに対する高度の過敏反応の合併又は既往を有する患者さん
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 非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2031200346

ONO-4578　第1相試験　抗PD-(L)1抗体及びプラチナ製剤を含む併用療法に不応の
進行又は再発の非小細胞肺がん患者を対象に、二次治療としてONO-4578、ONO-
4538並びに標準治療であるドセタキセル及びラムシルマブを併用する非盲検非対
照試験（ONO-4578-05）

1 ONO-4578、ONO-4538

この治験の目的は、進行性又は転移性の非小細胞肺がんの患者さんに対して、二次治療として治験薬（ONO-4578とニボルマブ）
を標準治療薬（ドセタキセル、ラムシルマブ）と併用投与したときの安全性について調べ、患者さんに安全に内服いただける
ONO-4578の投与量を決定することです。
また、治験薬を標準治療薬と併用投与したときの有効性、治験薬の血液中の濃度変化およびバイオマーカーなどについても調べ
ます。
この治験では、進行性又は転移性の非小細胞肺がんの患者さんのうち、既に抗PD-(L)1抗体及びプラチナ製剤を含む併用療法を受
けた患者さん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 非小細胞肺癌 2022年6月24日 jRCT2051210045 ONO-7475-03：ONO-7475第Ⅰ相試験EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんを対象とし
たONO-7475及びオシメルチニブの併用投与による非盲検非対照試験

1 ONO-7475

この治験の目的は、EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺がんの患者さんに対して、標準治療薬であるオシメルチニブとONO-7475
を併用したときの安全性について調べ、患者さんに安全に内服いただけるONO-7475の投与量を決定することです。
また、ONO-7475と標準治療薬であるオシメルチニブを併用したときの有効性、ONO-7475の血中濃度の変化及びバイオマーカーな
どについても調べます。
この治験では、EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺がんと診断された患者さんのうち、EGFR遺伝子のエクソン19の欠失又はエク
ソン21（L858R）の変異が確認された患者さん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

大鵬薬品工業株式会社 大鵬薬品工業株式会社 進行又は転移性の食道癌・非小細胞肺癌 2019年12月5日 JapicCTI-195063
固形癌患者を対象とした安全性，忍容性及び有効性を評価するTAS-120
（Futibatinib）/MK-3475（ペムブロリズマブ）併用療法の臨床第1b 相試験
（MK3475 - 990）

1 TAS-120

本治験においては，Feasibility PhaseとExpansion Phaseの二つのPhaseがあり，フチバチニブとペムブロリズマブ併用療法の評
価を行います。
Feasibility Phase
進行又は転移性の固形癌患者を対象とし，futibatinib/ペムブロリズマブ併用療法の忍容性及び推奨用量を評価します。
Expansion Phase
進行又は転移性食道癌若しくは非小細胞肺癌患者を対象とし，futibatinib/ペムブロリズマブ併用療法の有効性を評価します。
適格規準
・本試験の書面による同意文書を提出する意思及び能力がある。
・経口投与が可能である。
・RECIST1.1に基づく測定可能病変を有する。
・臨床検査で規定基準を満たしている。
・来院スケジュールと試験手順を遵守することが可能である。
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

大鵬薬品工業株式会社 固形癌（非小細胞肺癌など） 2020年11月23日 jRCT2031200208 RET遺伝子異常を有する進行固形癌患者を対象とした選択的RET阻害剤
TAS0953/HM06の1/2.試験

1/2 TAS0953/HM06

TAS0953/HM06は、RET遺伝子に異常のあるがん細胞の増殖を妨げるよう特別にデザインされた経口の治験薬です。
RET遺伝子に変異や融合遺伝子陽性などの異常があると、がんの原因になったり、がんを悪化させることが報告されています。
TAS0953/HM06は、動物や細胞を用いた試験から、がん細胞の増殖に対するRET遺伝子の異常の作用を妨げることによって、RET遺
伝子に異常のある種々の細胞に対してのみ有効性を示すと考えられています。
この治験は、1/2.試験であり、第1相試験の用量漸増パートでは、この治験における治験薬である「TAS0953/HM06」の忍容性が確
認できる最大の投与量を決定すること、治療に適した用量を特定すること、副作用を明らかにすることを目的としています。
第1相試験の用量拡大パートでは、肺がんの患者さんに対して、この治験における治験薬である「TAS0953/HM06」の2で使用する
のに適した用量（安全かつ耐えられるTAS0953/HM06推奨用量）を確認することを目的としています。
2試験では、TAS0953/HM06が、がんにどのくらい効果を示すかを評価することを目的としています。
本治験では、RET遺伝子に異常があることが確認されている進行固形がん患者の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

大鵬薬品工業株式会社 固形がん 2022年11月23日 jRCT2031210372 固形癌患者を対象としたTAS-115とピオグリタゾン/ロサルタン/ミダゾラムとの薬
物相互作用試験

1 TAS-115 - 終了

第一三共株式会社 第一三共株式会社 進行又は転移性乳癌 2020年11月25日 jRCT2061200028

HER2低発現ホルモン受容体陽性の転移性乳癌に対する内分泌療法で病勢進行が認
められた乳癌患者を対象としてトラスツズマブ デルクステカン（T-DXd）と医師
選択化学療法を比較検討する多施設共同無作為化非盲検第III相試験（DESTINY-
Breast06）

3 DS-8201a

＜治験の目的＞
内分泌療法で病状が進行したHER2低発現ホルモン受容体陽性の乳癌患者におけるトラスツズマブ デルクステカンの有効性と安全
性を調べます。
＜主な参加の基準＞
・HER2低発現、ホルモン受容体（HR）陽性の方
・進行または転移性乳癌に対する化学療法を受けたことがない方
・2つ以上の内分泌療法を受けた後に病状が進行した方、もしくは内分泌療法+CDK4/6阻害剤による一次治療の開始後6ヵ月以内に
病状が進行した方
＜主な参加不可の基準＞
・肺に重度な疾患がある方
・コントロール不良または重要な心血管疾患や感染症の方
・活動性の間質性肺疾患／肺臓炎、またはその疑いのある方
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。

募集中

第一三共株式会社 HER2陽性乳癌、浸潤性残存乳癌 2020年12月1日 jRCT2061200033
術前療法後に乳房あるいは腋窩リンパ節に浸潤性残存病変を有する高リスクHER2
陽性乳癌患者を対象としたトラスツズマブ デルクステカン（T-DXd）とトラスツ
ズマブ エムタンシン（T-DM1）を比較する多施設共同無作為化非盲検第III相試験

3 DS-8201a

＜治験の目的＞
術前療法後の高リスクHER2陽性乳癌患者におけるトラスツズマブ デルクステカンの有効性と安全性を調べます。
＜主な参加の基準＞
・HER2陽性の浸潤性乳癌の方
・術前療法後に乳房あるいは腋窩リンパ節に浸潤性残存病変のある方
・タキサン系薬剤とHER2標的療法による術前療法を終えた方
＜主な参加不可の基準＞
・ステージIV（転移性）の方
・術前療法および手術後に残存病変あるいは再発病変がある方
・抗HER2抗体薬物複合体（ADC）による治療を受けたことがある方
　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。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210373
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210530
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-205358
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200346
https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-195063
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200208
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061200028
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061200033
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実施状況

第一三共株式会社 HER2陽性の転移性乳癌 2021年6月4日 jRCT2031210130

HER2陽性の転移性乳癌に対する一次治療としてトラスツズマブ デルクステカン
（T-DXd）の単剤投与またはT-DXdとペルツズマブの併用投与と、タキサン、トラ
スツズマブ、及びペルツズマブの併用療法を比較検討する第III相試験（DESTINY-
Breast09試験）

3 DS-8201a

＜治験の目的＞
HER2陽性乳癌の一次治療としてトラスツズマブ デルクステカンの単剤療法とペルツズマブ併用療法の有効性と安全性を調べま
す。
＜主な参加の基準＞
・HER2陽性の乳癌の方
・化学療法およびHER2標的療法による治療を受けたことがない方（転移性乳癌の場合は1ラインの内分泌療法歴があってもよい）
・術前／術後補助療法としての化学療法やHER2標的療法の完了から6か月以上経過している方
＜主な参加不可の基準＞
・本治験で使用する薬剤のいずれかに不適応な方
・未治療の、または症状が認められる、あるいはステロイドや抗けいれん薬の投与が必要な脊髄圧迫や活動性の中枢神経系転移
がある方
・ステロイドによる治療を必要とする非感染性の間質性肺疾患／肺臓炎の既往歴がある、発症している、またはその疑いのある
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。

募集中

第一三共株式会社 乳がん 2021年7月2日 jRCT2031210182 脳転移を伴う又は伴わない治療歴のあるHER2陽性の進行／転移性乳癌患者を対象
とするトラスツズマブ デルクステカンの試験（DESTINY-Breast12）

3 DS-8201a

＜治験の目的＞
　抗HER2抗体治療歴のあるHER2陽性乳がん患者におけるトラスツズマブ デルクステカンの有効性と安全性を調べます。
＜主な参加の基準＞
・HER2陽性の方
・1つ以上の抗HER2抗体による治療を受けたことがある方
・転移性乳がんに対する治療が2ライン/レジメン以内の方
・抗HER2抗体の投与中に病状が進行した方
＜主な参加不可の基準＞
・心筋梗塞、症候性CHF、不安定狭心症、脳卒中等の心血管イベントの既往がある方
・ステロイドによる治療を必要とする非感染性間質性肺疾患の既往歴がある、発症している、または疑われる方
・重度の肺疾患がある方
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。

募集中

第一三共株式会社 HER2陽性の早期乳癌 2021年11月2日 jRCT2041210097
高リスクHER2陽性早期乳癌の患者を対象とする術前薬物療法としてトラスツズマ
ブ デルクステカン（T-DXd）単剤療法又はT-DXd後THP投与とddAC-THP投与を比較
する第III相非盲検試験（DESTINY-Breast11試験）

3 DS-8201a

＜治験の目的＞
　高リスクHER2陽性早期乳癌の患者におけるトラスツズマブ デルクステカン単剤療法とトラスツズマブ デルクステカン投与後
にTHP療法を行った場合の有効性と安全性を調べます。
＜主な参加の基準＞
・HER2陽性の早期乳癌の方
＜主な参加不可の基準＞
・浸潤性乳癌の既往がある方
・ステージIVの乳癌の方
・間質性肺疾患／肺臓炎の既往歴がある、あるいは間質性肺疾患／肺臓炎を発症している方
・乳癌治療のための全身療法による治療歴がある方
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。

募集中

第一三共株式会社 乳癌 2022年6月9日 jRCT2061220029

Programmed cell death protein 1(PD-1)／Programmed cell death-ligand 1(PD-
L1)阻害剤治療の候補とならない局所再発手術不能又は転移性トリプルネガティブ
乳癌患者の一次治療としてDatopotamab Deruxtecan(Dato-DXd)と医師選択化学療
法を比較検討する第III相非盲検無作為化試験（TROPION-Breast02試験）

3 DS-1062a

＜治験の目的＞
PD-1/PD-L1阻害剤治療の候補とならない局所再発手術不能又は転移性トリプルネガティブ乳癌患者を対象に、ダトポタマブ デル
クステカンの有効性と安全性を医師選択化学療法と比較します。
＜主な参加の基準＞
・局所再発手術不能または転移性のトリプルネガティブ乳癌の方
・再発/転移乳癌に対する化学療法および標的全身療法による治療歴がない方
・PD-1/PD-L1阻害剤による治療の候補とならない方
＜主な参加不可の基準＞
・重度またはコントロール不良の疾患を併発している方
・他の原発性悪性腫瘍の既往歴のある方（参加できる場合もございますので、現在治療を受けている医療機関の医師にご相談下
さい。）
・以前の抗癌剤による治療の副作用から回復していない方
　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となります。

募集中

第一三共株式会社 乳癌 2021年11月22日 jRCT2031210440
1〜2ラインの全身化学療法歴のある手術不能又は転移性ホルモン受容体陽性、
HER2陰性乳癌患者を対象としてDato-DXdと医師選択化学療法を比較検討する第III
相非盲検無作為化試験

3 DS-1062/Dato-DXd - 終了

第一三共株式会社 小細胞肺がん 2022年5月19日 jRCT2041220019 前治療歴のある進展型小細胞肺癌（ES-SCLC）患者を対象とした、DS-7300a（B7-
H3抗体薬物複合体）の多施設共同、ランダム化、非盲検、2試験

2 Ifinatamab deruxtecan (I-DXd) Treatment 対象外

第一三共株式会社 進行又は転移性非小細胞肺癌 2020年11月10日 jRCT2031200193
進行又は転移性非小細胞肺癌患者を対象としたDatopotamab Deruxtecan（Dato-
DXd）とペムブロリズマブの併用療法（プラチナ製剤化学療法との併用又は非併
用）に関する多施設共同非盲検第Ib 相試験（Tropion-Lung02 試験）

1 DS-1062a

本試験の目的は、進行又は転移性非小細胞肺癌に対する治療薬として、DS-1062a（ダトポタマブ デルクステカン）をプラチナ製
剤併用又は非併用下でペムブロリズマブと併用したときの効果（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、
①進行又は転移性非小細胞肺癌と診断されていること、
②EGFR及びALKの遺伝子変化に関する検査結果が陰性であること、
③ROS1、NTRK、BRAF、METなど承認済みの治療薬のある既知の遺伝子変化（actionable遺伝子変異）が確認されていないこと、
④直近の治療中又は治療後に画像評価で疾患進行が認められている
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

第一三共株式会社 転移性又は局所進行非小細胞肺癌 2020年12月15日 jRCT2031200247
局所進行又は転移性EGFR変異陽性非小細胞肺癌（NSCLC）患者を対象としたパトリ
ツマブ　デルクステカン（U3-1402）とオシメルチニブの併用療法の第I相非盲検
試験

1 U3-1402

本試験の目的は、局所進行又は転移性EGFR変異陽性非小細胞肺癌に対する治療薬として、U3-1402（パトリツマブ デルクステカ
ン）とオシメルチニブの併用療法の効果（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局所進行又は転移性非小細胞肺癌と診断されていること、
②EGFR変異を有すること、
③根治手術及び放射線療法の対象とならないこと、
④オシメルチニブの投与後に病勢の進行が認められたこと（用量漸増パート及びセカンドラインの用量展開パート）、
⑤術後補助療法及び術前補助療法を除き治療歴がないこと（ファーストラインの用量展開パート）
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

第一三共株式会社 非小細胞肺癌 2021年3月2日 jRCT2071200104
Actionable遺伝子変異の有無を問わず、治療歴のある進行又は転移性非小細胞肺
癌患者を対象としたDS-1062aとドセタキセルを比較する無作為化第III相試験
（TROPION-Lung01）

3 DS-1062a

本治験の目的は、Actionable遺伝子変異の有無を問わず進行性または転移性の非小細胞肺癌に対する治療薬として、DS-1062a
（ダトポタマブ デルクステカン）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、
①進行又は転移性非小細胞肺癌と診断されていること、
②選択基準で定められた薬剤治療歴があること、
③直近の治療中又は治療後に画像により疾患進行が確認された
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、本治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

第一三共株式会社
PD-L1高発現（TPSが50%以上）の進行又は転
移性非小細胞肺癌

2022年2月5日 jRCT2061210074
Actionable遺伝子変異がなく、治療歴のないPD-L1高発現（TPSが50%以上）の進行
又は転移性非小細胞肺癌患者を対象としたDato-DXd及びペムブロリズマブ併用療
法とペムブロリズマブ単剤療法を比較する無作為化非盲検第III相試験

3 DS-1062a

＜治験の目的＞
非小細胞肺癌患者を対象として、Dato-DXd（DS-1062a）の効果（有効性）と安全性（副作用）を調べます。
＜主な参加の基準＞
・EGFR、ALK、ROS1、NTRK、BRAF、RET、MET等のActionable遺伝子変異がない
・PD-L1高発現（TPSが50%以上）
・外科的切除や根治的化学放射線療法の対象とならない＜主な参加不可の基準＞
・除外基準で定められた薬剤治療歴がある
・脊髄圧迫、活動性で未治療の中枢神経系転移、癌性髄膜炎を有する
・最近放射線療法を受けた（放射線療法から治験治療開始まで4週間以上間を空ける必要があります）
ただし他の条件も多数あり、本治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

第一三共株式会社
転移又は局所進行のEGFR活性化変異を有す
る非扁平上皮NSCLC

2022年4月14日 jRCT2021220002

上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤（TKI）療法が奏効しなかっ
た転移又は局所進行の上皮成長因子受容体変異陽性（EGFRm）非小細胞肺癌
（NSCLC）を対象としてパトリツマブ デルクステカンとプラチナ製剤併用化学療
法を比較する第III相無作為化非盲検試験(HERTHENA-Lung02)

3
patritumab deruxtecan、pemetrexed、
cisplatin、carboplatin

＜治験の目的＞
EGFR活性化変異（エクソン19欠失変異またはL858R変異）非小細胞肺癌患者を対象としてパトリツマブ デルクステカンの効果
（有効性）と安全性（副作用）を調べます。
＜主な参加の基準＞
・根治手術や放射線療法の対象とならない非扁平上皮非小細胞肺癌
・EGFR活性化変異（エクソン19欠失変異またはL858R変異）がある
・1～2種類の既承認のEGFR-TKIによる治療歴がある（第3世代EGFR-TKIによる治療歴が含まれること）
・EGFR-TKI以外の全身療法（化学療法や免疫療法など）を受けていない＜主な参加不可の基準＞
・小細胞型、小細胞
・非小細胞混合型、または扁平上皮非小細胞肺癌
・間質性肺疾患の既往歴がある、発症している、または疑われる
・併発する肺疾患に起因する重度の呼吸障害がある
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/jRCT2061200033
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210182
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041210097
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061220029
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2041220019
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210230
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200247
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061210074
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2021220002
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実施状況

第一三共株式会社 非小細胞肺癌 2022年9月9日 JapicCTI-194868 転移性または切除不能な非小細胞肺癌患者を対象としたU3-1402の多施設共同非盲
検第I相試験

1 U3-1402

＜治験の目的＞
非小細胞肺癌患者を対象としてパトリツマブ デルクステカンの効果（有効性）と安全性（副作用）を調べます。
＜主な参加の基準＞
・用量漸増パート、用量展開パート共通：根治手術や放射線治療が行えない局所進行または転移性非小細胞肺癌
・用量漸増パート：EGFRTKI耐性があり、エルロチニブ、ゲフィチニブ、アファチニブまたはオシメルチニブの投与を6週間以上
受けた後に病状が進行した
・用量展開パート全コホート共通：1つ以上のプラチナ製剤による化学療法レジメンを含む全身治療を受けた後に病状が進行した
・用量展開パートコホート1、3a、3bおよび4：非小細胞肺癌（EGFR変異陽性）
（コホート1は腺癌、コホート3a、3bおよび4は小細胞および非小細胞の混合型を除くあらゆる組織学を含む非小細胞肺癌）で、1
剤以上のEGFRTKI（例:エルロチニブ、ゲフィチニブ、アファチニブ、ダコミチニブ、オシメルチニブ）の投与後に病状が進行し
た
・用量展開パートコホート2：扁平上皮または非扁平上皮の非小細胞肺癌（EGFR変異陰性）で、抗PD-1抗体／抗PD-L1抗体を含む
レジメンによる治療を受けたことがある
＜主な参加不可の基準＞
・組織型が小細胞または小細胞・非小細胞混合である
・除外基準に規定された治療を受けたことがある
・脊髄圧迫または活動性の中枢神経系転移のある
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

第一三共株式会社 非小細胞肺癌 2022年9月9日 jRCT2011210058
HER2エクソン19又は20変異を有する切除不能、局所進行又は転移性非小細胞肺癌
患者を対象とした一次治療としてのトラスツズマブ デルクステカンの有効性及び
安全性を評価する第III相多施設共同無作為化非盲検試験（DESTINY-Lung04）

3 DS-8201

＜治験の目的＞
HER2エクソン19または20に変異がある非小細胞肺癌患者を対象としてトラスツズマブ デルクステカンの効果（有効性）と安全性
（副作用）を調べます。
＜主な参加の基準＞
・HER2エクソン19または20に変異がある
・緩和目的での全身療法の治療歴がない
・検査のための腫瘍組織の提出が可能
＜主な参加不可の基準＞
・承認済の治療薬のある遺伝子変異（EGFR変異等）がある
・活動性の脳転移がある
・活動性の自己免疫疾患または炎症性疾患がある
・非感染性の肺臓炎/間質性肺疾患の既往、現在間質性肺疾患またはその疑いがある
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

第一三共株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2031200186
HERTHENA-Lung01：既治療の転移又は局所進行EGFR変異陽性非小細胞肺癌
（NSCLC）患者を対象としたpatritumab deruxtecan（U3-1402）の第II相ランダム
化非盲検試験

1/2b U3-1402

本試験の目的は、転移性又は局所進行EGFR変異陽性非小細胞肺癌に対する治療薬として、U3-1402（パトリツマブ デルクステカ
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、
①局所進行又は転移性の非小細胞肺癌と診断されていること、
②EGFR活性化変異を有すること、
③直近の治療中又は治療後に病態の進行が認められたこと、
④オシメルチニブと1種類以上のプラチナ製剤併用化学療法の治療歴を有すること
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。

終了

第一三共株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2061200038
HER2遺伝子変異を認める転移性非小細胞肺癌（non-small cell lung
cancer:NSCLC）患者を対象としたトラスツズマブ デルクステカンの第Ⅱ相多施設
共同無作為化試験（DESTINY-LUNG02）

2 DS-8201a

本試験の目的は、HER2遺伝子変異のある非小細胞肺癌患者に対する治療薬として、DS-8201a（トラスツズマブ デルクステカン）
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、
①転移性の非小細胞肺癌と診断されていること、
②HER2遺伝子変異を有すること、
③白金製剤を含む化学療法を含む治療歴があること
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。
※2022.7終了

終了

第一三共株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2041200097

Actionable遺伝子変異があり、キナーゼ阻害剤及びプラチナ製剤ベースの化学療
法による治療中あるいは治療後に疾患進行が認められた進行又は転移性非小細胞
肺癌患者を対象としたDS-1062aの非盲検、単一用量第Ⅱ相試験（TROPION-
Lung05）

1/2b DS-1062a

本試験の目的は、Actionable遺伝子変異があり進行性または転移性の非小細胞肺癌患者に対する治療薬として、DS-1062a（ダト
ポタマブ デルクステカン）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、
①進行又は転移性非小細胞肺癌と診断されていること、
②EGFR、ALK、ROS1、NTRK、BRA等のActionable遺伝子変異を有すること、
③キナーゼ阻害剤の投与中又は投与後に疾患の進行が認められ、かつプラチナ製剤ベースの化学療法による治療中又は治療後に
疾患の進行が認められたこと
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

中外製薬株式会社 中外製薬株式会社
エストロゲン受容体陽性HER2陰性の局所進
行又は転移性乳癌患者

2020年10月8日 jRCT2071200038

エストロゲン受容体陽性HER2陰性の局所進行又は転移性乳癌患者を対象とした，
GDC-9545 + パルボシクリブ併用療法の有効性及び安全性をレトロゾール + パル
ボシクリブ併用療法と比較評価するランダム化二重盲検プラセボ対照多施設共同
第III相試験

3 GDC-9545

この治験の目的は，GDC-9545とパルボシクリブを併用したときの乳がんの患者さんへの効果や体への影響をレトロゾールとパル
ボシクリブを併用するときと比較することです。
本試験では，
①エストロゲン受容体陽性およびHER2陰性の乳がんであることが確認されていること，
②乳がんが進行しているまたは乳房以外の部分に転移していて手術ができないこと
等の条件を満たす患者さん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

中外製薬株式会社 早期乳癌 2021年10月2日 jRCT2031210363
エストロゲン受容体陽性HER2陰性の早期乳癌患者を対象とした，術後補助療法と
してのgiredestrant 投与の有効性及び安全性を，医師が選択した術後補助療法と
しての単剤内分泌療法と比較評価する，ランダム化非盲検多施設共同第III相試験

3 GDC-9545

この治験の目的は，Giredestrantによる乳がんの患者さんへの効果や体への影響を既承認のホルモン療法であるタモキシフェ
ン，アナストロゾール，レトロゾールまたはエキセメスタンの場合と比較することです。
本試験では，
①エストロゲン受容体陽性およびHER2陰性の早期乳がんであることが確認されていること，
②乳がんの根治手術を受けていること，
③内分泌療法という種類の治療（タモキシフェン，アナストロゾール，レトロゾール，エキセメスタンもこの種類の治療に含ま
れます）をこれまでに受けたことがないこと
等の条件を満たす患者さん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

中外製薬株式会社 乳がん 2022年11月23日 JapicCTI-205188
切除不能な局所進行性又は転移性のトリプルネガティブ乳癌患者を対象とした，
イパタセルチブ + アテゾリズマブ + パクリタキセル併用療法の第III相ランダム
化プラセボ対照二重盲検試験

3 GDC-0068（RG7440）、MPDL3280A - 終了

中外製薬株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205423
プラチナ製剤併用同時化学放射線療法後に病勢進行が認められない切除不能局所
進行Ⅲ期非小細胞肺癌患者を対象に、アテゾリズマブ+Tiragolumabをデュルバル
マブと比較する、非盲検、ランダム化第Ⅲ相臨床試験（SKYSCRAPER-03）

3

この治験の目的は、切除不能な局所進行性（Ⅲ期）の非小細胞肺がん患者さんを対象に、プラチナ製剤を含んだ化学放射線療法
の同時併用療法を実施した後に、Tiragolumabとアテゾリズマブを維持療法として使用した場合の効果（有効性）や体への影響
（安全性）を、標準療法のひとつであるデュルバルマブを維持療法として使用した場合と比較することです。
本治験は、
①切除不能な局所進行性（Ⅲ期）の非小細胞肺がんと診断されていること、
②本治験への参加前に、プラチナ製剤を含む化学放射線療法を少なくとも2サイクル受けており、化学放射線療法の施行中、また
は施行後にがんの悪化が認められていないこと、
③EGFRまたはALK遺伝子に突然変異がないこと
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

中外製薬株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 jRCT2051200065

抗PD-L1/PD-1抗体及びプラチナ製剤を含む化学療法による治療歴がある転移性非
小細胞肺癌患者を対象に、カボザンチニブとの併用におけるアテゾリズマブの有
効性、安全性及び薬物動態をドセタキセル単剤療法と比較して評価する第Ⅲ相多
施設共同ランダム化非盲検対照試験

3
アテゾリズマブ、カボザンチニブ、ドセタ
キセル

この治験の目的は、抗PD-L1/PD-1抗体及びプラチナ製剤を含む化学療法による治療歴がある転移性非小細胞肺がん患者さんを対
象として、アテゾリズマブとカボザンチニブを併用したときの効果（有効性）や体への影響（安全性）を、ドセタキセルという
現在一般的に使われているお薬と比較することです。
本治験には、
①転移性の非小細胞肺がんと診断された方で、抗PD-L1抗体または抗PD-1抗体とプラチナ製剤の化学療法を使用した治療を受けら
れ、病状の進行が認められた方、
②EGFR、ALK、ROS1、BRAFという遺伝子、またはその他の承認されており使用可能な薬剤が存在する標的遺伝子に突然変異がない
方が、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。

終了

日本イーライリリー株式会社 日本イーライリリー株式会社
非小細胞肺癌、大腸新生物、子宮内膜新生
物、卵巣新生物、膵臓新生物

2021年8月20日 jRCT2031210265 KRAS G12C 変異を有する進行性の固形がん患者を対象とした LY3537982 の第
Ia/Ib 相試験

1 LY3537982

本治験の目的は、特定の遺伝子変異（KRAS G12C）を有するがん患者において、治験薬LY3537982が安全かつ有効であるかどうか
を調べることです。
 患者さんは、すでに標準治療を受けているか、標準治療に不耐性となった方が対象となります。
 この治験は最長で約2年間行われます。

日本イーライリリー株式会社 悪性腫瘍 2020年12月25日 jRCT2031200271
EMBER：ER+局所進行又は転移性乳癌患者及び他の一部の乳癌以外の癌患者を対象
とし、LY3484356の単独投与及び他の抗がん治療薬との併用投与を行う第Ia/Ib相
試験

1 LY3484356

本治験の目的は、乳癌患者及び他の乳癌以外の癌患者を対象として、LY3484356 を服用する試験です。
本治験では、以下の条件を満たす方を対象としています。
・患者は十分な保存組織検体（原発巣又は転移巣）を提供する意思があること
・生殖能力がある男性又は女性の場合は、極めて有効な避妊法を行うことに同意している
・適切な身体機能を有している患者
・カプセルを飲み込むことができる患者
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。

募集中

https://www.fpcr-joho.jp/JapicCTI-194868
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2011210058
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2071200038
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210363
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031200271
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日本イーライリリー株式会社 乳がん / 転移性がん 2021年10月8日 jRCT2051210102

EMBER-3：内分泌療法による前治療歴があるエストロゲン受容体陽性、HER2陰性の
局所進行又は転移性乳癌患者を対象にimlunestrant、治験責任医師又は治験分担
医師が選択した内分泌療法、及びimlunestrantとアベマシクリブの併用投与を比
較する無作為化非盲検第III相試験

1 LY3484356

本治験の目的は、エストロゲン受容体陽性、HER2陰性の乳がんの参加者を対象にLY3484356と内分泌療法を比較することです。
本治験では、以下の条件を満たす方を対象としています。
・エストロゲン受容体陽性、HER2陰性の局所進行又は転移性乳がん患者
・AI単独又はCDK4/6阻害薬との併用療法による治療を実施中、もしくは治療後に増悪が認められる
（CDK4/6阻害薬が承認・保険償還されている地域では、ガイダンスに従い適切に前治療として選択されていることが望まし
い。）
・内分泌療法による治療が適切であるとみなされる
・女性の場合、外科的／自然閉経又は卵巣機能抑制のいずれかによる閉経後状態を有する
・ RECISTの定義に従って測定可能病変もしくは測定不能な骨病変を有する
・ ECOGのperformance status（Oken et al. 1982）が0又は1
・十分な腎臓、血液及び肝臓の臓器機能を有する
・カプセル/錠剤を飲み込むことができる
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

日本イーライリリー株式会社 乳がん 2022年8月18日 jRCT2031220276 PIK3CA H1047R変異を有する進行乳がん患者及びその他の固形がん患者を対象とし
たLOXO-783の単独投与及び抗がん剤との併用投与試験

3 LOXO-783

本治験の目的は、LOXO-783の単独投与及び他の抗がん剤との併用投与における2試験の推奨用量、安全性及び有効性を評価するこ
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。
・PIK3CA H1074R変異（又はH1047R変異以外の治験依頼者及び安全性評価委員会が承認した活性化PIK3CA変異）が存在する進行性
乳がん及びその他の固形がんであること
・適切な保存腫瘍組織サンプルを提供可能であること
・血液検査による臓器機能が十分であること
・全てのがん治療を中止し、主な副作用から回復していること
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

日本イーライリリー株式会社 乳がん 2022年11月23日 jRCT2041210026
eMonarcHER：リンパ節転移陽性、HR+、HER2+の再発高リスク早期乳癌に対して抗
HER2療法による術後薬物療法を完了した患者を対象としたアベマシクリブと標準
的な術後内分泌療法を併用した無作為化二重盲検プラセボ対照第III相試験

3 アベマシクリブ - 終了

日本イーライリリー株式会社 非小細胞肺癌 2022年6月23日 jRCT2061210041
LIBRETTO-432：IB-IIIA期RET融合遺伝子陽性非小細胞肺癌患者を対象とした根治
目的の局所療法後のアジュバント療法におけるセルペルカチニブの無作為化二重
盲検プラセボ対照第Ⅲ相試験

3 セルペルカチニブ

本治験の目的は、IB-IIIA期RET融合遺伝子陽性非小細胞肺癌患者を対象としてセルペルカチニブの有効性及び安全性をプラセボ
と比較することです。
本治験では、以下の条件を満たす方を対象としています。
●IB期、II期、又はIIIA期の非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer：NSCLC）であることが組織診により確認されている患
者。
●ポリメラーゼ連鎖反応（polymerase chain reaction：PCR）又は次世代シーケンシング（next generation sequencing：NGS）
に基づき、腫瘍中にRET融合遺伝子が認められた患者。
●IB期、II期、又はIIIA期のNSCLCに対して、根治目的の根治的局所療法（外科手術又は放射線療法）を受けたことがある患者。
（全身抗がん剤療法による治療歴は許容されるが、必須ではない。）
●無作為割付時点で根治的治療（外科手術又は放射線療法）及びアジュバント療法から完全に回復している患者。
●Eastern Cooperative Oncology Group（ECOG）performance statusのスコアが0又は1である患者。
●十分な血液学的機能、肝機能、腎機能を有する患者。
●臨床試験への参加期間中、有効な避妊方法を使用することに合意いただける方。
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

日本イーライリリー株式会社 非小細胞肺癌 2021年12月3日 JapicCTI-205264
LIBRETTO-431：進行又は転移性RET融合遺伝子陽性非小細胞肺癌の初回治療として
セルペルカチニブをペムブロリズマブ併用あり／なしの白金製剤及びペメトレキ
セド療法と比較する多施設共同・無作為化・非盲検第Ⅲ相試験

3 セルペルカチニブ

本治験の目的は、進行又は転移性のRET融合遺伝子陽性NSCLC患者を対象として、セルペルカチニブとペムブロリズマブ併用あり
／なしの白金製剤（カルボプラチン又はシスプラチン）及びペメトレキセド療法のPFS（無増悪生存期間）を比較することです。
本治験では、以下の条件を満たす方を対象としています。
●根治的外科手術又は放射線療法が適用とならないⅡB～ⅢC期又はⅣ期のNSCLC
●血液中/腫瘍中にRET遺伝子の融合が認められた患者
●RET融合遺伝子／変異の状態について後ろ向き分析を行うために、十分量の未染色の保存腫瘍組織検体を提供可能である方
●ECOG PS（米国の腫瘍学の団体が定めた全身状態の指標）が0～2
●十分な臓器機能が認められる患者
●妊娠可能なパートナーを有する男性又は妊娠可能な女性は、確実に有効な避妊法を治験薬投与期間中及び最終投与から6ヵ月間
使用することに同意できる患者
●カプセルを飲み込むことができる患者
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。

終了

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

KRAS変異陽性固形癌（パートA及びB）,
KRAS変異陽性NSCLC及びCRC（パートC及び
D）

2021年3月1日 jRCT2031200385 KRAS変異型進行又は転移性固形癌患者を対象としたBI 1701963単剤療法及びBI
3011441との併用療法を検討する第I相非盲検用量漸増試験

1
BI 1701963、
BI 3011441

●日本人KRAS変異型固形癌患者で，BI 1701963単剤療法の最大耐量（MTD）及び／又は第II相試験推奨用量（RP2D）を決定する。
●KRAS変異型固形癌患者で，BI 1701963とBI 3011441の併用療法のMTD及び／又はRP2Dを決定する。
●KRAS変異型局所進行若しくは転移性肺腺癌又は結腸直腸癌患者で，BI 1701963とBI 3011441の併用療法の予備的有効性を検討
する。

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

小細胞肺癌及び神経内分泌癌 2020年8月11日 JapicCTI-205404 DLL3を発現する小細胞肺癌及び神経内分泌腫瘍の患者を対象にBI 764532を反復点
滴静注するヒト初回投与第I相国際多施設共同非ランダム化非盲検用量漸増試験

1 BI 764532
本非盲検用量漸増試験は，ヒトを対象としたBI 764532の最初の試験である。本治験で得られる安全性，薬物動態，及び薬力学的
プロファイル並びに予備的抗腫瘍効果の評価は，さらなるBI 764532開発の基礎になると考えられる。

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会
社

進行固形癌 2022年4月22日 jRCT2031220031
進行固形癌患者を対象に，BI 770371とezabenlimabの併用投与の安全性，薬物動
態，及び有効性を検討し，今後の開発のための用量を選択する，非盲検第I相用量
漸増／用量拡大試験

1 BI770371、ezabenlimab

武田薬品工業株式会社 武田薬品工業株式会社 乳癌 2021年9月22日 jRCT2031210330
根治的治療後の血中循環腫瘍由来DNAの存在に基づく分子的疾患を有する、HER2陰
性BRCA変異陽性乳癌患者又はトリプルネガティブ乳癌患者を対象とした、ニラパ
リブの有効性及び安全性をプラセボと比較するランダム化3二重盲検試験（ZEST）

3 MK-4827 tosylate hydrate

本治験の目的：
ニラパリブが患者さんの乳癌の再発を遅らせることや防ぐことに役立つか、評価することを目的としています。
また、この治験では以下の疑問について明らかにしたいと考えています。
・さまざまな種類の乳癌の方に対して、ニラパリブは安全で効き目があるか。
・血液検査により、循環血液中に乳癌DNA［血中循環腫瘍DNA（ctDNA）といいます］がわずかに存在することが示された患者さん
に対し、ニラパリブはどのくらい効き目があるか。
主な参加基準：
本治験では乳癌と診断され、以下の条件に当てはまる方を対象としています。
・乳癌の種類が「トリプルネガティブ」、または「ホルモン受容体陽性HER2陰性」のいずれかである。
・乳癌の治療に必要となった化学療法、手術および／または放射線療法のいずれかを終了している。担当医師から乳癌に対する
ホルモン療法または免疫療法を勧められていた場合は、その治療をすでに開始している。
・プレスクリーニング期間（本治験の最初のパート）において血液中に乳癌DNA（ctDNAと呼ばれる血中循環腫瘍DNA）がわずかに
存在することが判明しているが、乳癌の再発を示す他の徴候が存在しない。
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

武田薬品工業株式会社 進行又は転移性固形がん 2021年11月9日 jRCT2031210417 特定の進行又は転移性固形がん患者を対象としたTAK-981とペムブロリズマブの併
用療法の安全性、忍容性及び抗腫瘍活性を評価する1b/2試験

1-2 TAK-981

特定の進行又は転移性固形がん患者さんを対象にペムブロリズマブとの併用投与したときのTAK-981を評価します。
この治験の主目的は以下のとおりです。
・TAK-981とペムブロリズマブを併用投与したときの安全性（あなたや他の患者さんに副作用が発現するか）および忍容性（あな
たが副作用にどの程度耐えられるか）を検証すること。
・ペムブロリズマブとの併用下での、有効（治験薬がどの程度作用するか）かつ忍容性が良好なTAK-981の用量および投与スケ
ジュールを決定すること。
・TAK-981とペムブロリズマブの併用投与によるがん治療の効果を知ること。

募集中

武田薬品工業株式会社 局所進行又は転移のある非小細胞肺癌 2021年12月12日 jRCT2071210098
EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺癌患者を対象に一次治療としてTAK-
788を投与したときの有効性をプラチナ製剤ベースの化学療法と比較する3多施設
共同非盲検ランダム化試験

3 TAK-788

本治験の目的は、EGFRエクソン20挿入変異を有する非小細胞肺がん患者さんを対象に、初期治療としてのTAK-788の安全性と有効
性を検討することです。これらの患者さんの結果を標準化学療法（プラチナダブレット化学療法）を受けている患者さんの結果
と比較します。
本治験の主な参加基準は以下の通りです。
・男性または女性の成人（18歳以上または日本の規制で定義されている通り）である。
・根治療法が適応とならない局所進行性、再発性または転移性（病期IV）非扁平上皮非小細胞肺がんである。
・EGFRエクソン20インフレーム挿入変異が確認されている。
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/jRCT2051210102
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031220276
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2061210041
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210330
https://www.fpcr-joho.jp/jRCT2031210417

