
※　１つの分類のみでは対応できないもの(特に、医療機器・材料の分類)については、「疾患」欄に重複掲載の旨明示の上、二重に掲載しています〔セル着色〕、※更新時期がシート名から異なる場合は、事務局までお知らせください。
分類 施設 試験薬 疾患 相 診療科 備考
心不全 大阪医療C *** 慢性心不全 III 循環器科 2018年1月末時点
心不全 大阪医療C リバーロキサバン 心不全 III 循環器内科 2018年1月末時点
心不全 大阪医療C *** 心不全 III *** 2018年1月末時点
心不全 大阪医療C ONO-1162 慢性心不全 III 循環器内科 2018年1月末時点
心不全 大阪医療C OPC-61815 うっ血性心不全 II 循環器内科 2018年1月末時点
不整脈 大阪医療C ONO-1101 不整脈 II/III 救命救急センター 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪医療C BAY59-7939 狭心症/心筋梗塞 III 循環器内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪医療C アリロクマブ 高コレステロール血症を有する急性冠症候群IV 循環器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医療C TAS-118/L-OHP 胃癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医療C TAS-102 胃癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医療C ONO-4538 胃癌 I/II 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医療C SPP-005 進行胃癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医療C BBI608 大腸がん III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医療C MK-3475 結腸・直腸癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C GW572016 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C *** 乳癌 製造販売後 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C Neratinib 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C denosumab 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C ラパチニブ 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C ペルツズマブ 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C BKM120 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C RO4876646 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C フルベストラント 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C PD-0332991 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C ペルツズマブ 乳癌 製造販売後 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C トラスツズマブ　エムタンシン、ペルツズマブ乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C PD-0332991(Palbociclib) 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C AZD2281 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C PD-0332991 乳癌 II 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C オラパリブ 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C LY2835219 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C LY2835219 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C PD-0332991-00 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C neratinib 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C LEE011 乳癌 Ib/II 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C MK-3475 乳癌 II 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C BAY88-8223 乳癌 II 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C MK-3475 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C *** 乳癌 I 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C BYL719 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C MK-3475 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C MPDL3280A 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C RAD001 乳癌 II 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C エリブリンメシル酸塩 乳癌 II 乳腺外科 2018年1月末時点

①平成30年1月末時点実施中



がん(乳) 大阪医療C MK-3475 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C アテゾリズマブ 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C *** 乳癌 I/II 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C KHK2375 乳癌 II 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C LY2835219 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪医療C RO05532961（ipatasertib) 乳癌 III 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪医療C Z-100 子宮頸癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪医療C NC-6004-005 膵癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪医療C BAX2398 膵癌 II 外科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪医療C ABI-007 膵癌 I 外科 2018年1月末時点
がん(整形) 大阪医療C LY3012207 軟部組織肉腫 III 整形外科 2018年1月末時点
がん(整形) 大阪医療C ニボルマブ 明細胞肉腫または胞巣状軟部肉腫 II 整形外科 2018年1月末時点
がん(整形) 大阪医療C TBI-1301 滑膜肉腫 I/II 整形外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医療C MEK162/LGX818 悪性黒色腫 III 皮膚科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医療C E7090 固形がん I 外科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪医療C MEDI7183 潰瘍性大腸炎 II 消化器内科・肝臓内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪医療C *** *** III 消化器内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪医療C Selonsertib 肝炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪医療C *** 高リン血症 III 腎臓内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪医療C BAY85-3934 腎性貧血 III 腎臓内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪医療C BAY85-3934 腎性貧血 III 腎臓内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 大阪医療C RO5534262 血友病A III 感染症内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 大阪医療C Human cl rhFVIII 血友病A III 感染症内科 2018年1月末時点
皮膚 大阪医療C D2E7 化膿性汗腺炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
感染症 大阪医療C BAY1192631 MRSA感染症 III 外科 2018年1月末時点
感染症 大阪医療C GSK1265744 感染症 III 感染症内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 大阪医療C CK2-085 緑内障 医療機器 眼科 2018年1月末時点
その他 大阪医療C TCD-15152 頚動脈狭窄症 III 脳神経外科 2018年1月末時点
不整脈 大阪南医療C DU-176b 非弁膜症性心房細動 III 循環器科 2018年1月末時点
がん(血液) 大阪南医療C PF-05280586 濾胞性リンパ腫 III *** 2018年1月末時点
がん(血液) 大阪南医療C *** 慢性期慢性骨髄性白血病 II 血液内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪南医療C GSK1278863 腎性貧血 III 腎臓内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪南医療C ZS 高カリウム血症 II/III 腎臓内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪南医療C ZS 高カリウム血症 III 腎臓内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C GGS 顕微鏡的多発血管炎 III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C ASP015K 関節リウマチ III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C BMS-188667 関節リウマチ III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C AIN457 強直性脊椎炎 III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C ABT-494 関節リウマチ II/III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C ABT-494 関節リウマチ III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C AIN457 体軸性脊椎炎 III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C BMS-986142 関節リウマチ III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C KHK4827 体軸性脊椎炎 III リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C E6011 関節リウマチ II リウマチ・膠原病・アレルギー科2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C ABT-494 関節症性乾癬 III リウマチ・膠原病・アレ 2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C ABT-494 関節症性乾癬 III リウマチ・膠原病・アレ 2018年1月末時点
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膠原病 大阪南医療C ABT-494 関節症性乾癬 II/III リウマチ・膠原病・アレ 2018年1月末時点
膠原病 大阪南医療C *** 関節リウマチ II リウマチ・膠原病・アレ 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪南医療C BYM338 サルコペニア II *** 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪南医療C BYM338 サルコペニア II *** 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪南医療C PF-04383119 慢性腰痛症 III 整形外科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪南医療C Tanezumab 変形性関節症 III 整形外科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪南医療C Tanezumab 関節全置換術後 III 整形外科 2018年1月末時点
感染症 大阪南医療C MK-7655A 複雑性腹腔内感染症 III 外科 2018年1月末時点
精神・神経 循環器病C E-2007 てんかん III 脳神経内科 2018年1月末時点
脳卒中 循環器病C BAY59-7939 脳梗塞 III 脳血管内科 2018年1月末時点
脳卒中 循環器病C TCD-15152 頸動脈狭窄症 医療機器 脳血管内科 2018年1月末時点
脳卒中 循環器病C クラゾセンタン（コイリング術） くも膜下出血 III 脳外科 2018年1月末時点
脳卒中 循環器病C クラゾセンタン（クリッピング術）くも膜下出血 III 脳外科 2018年1月末時点
脳卒中 循環器病C DS-1040b 脳梗塞 I 脳血管内科 2018年1月末時点
脳卒中 循環器病C MCI-186 脳梗塞 II 脳血管内科 2018年1月末時点
心不全 循環器病C DP-HF 慢性心不全 II 心臓血管内科 2018年1月末時点
心不全 循環器病C HMII(DT)P3 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 移植部 2018年1月末時点
心不全 循環器病C HMII(DT)P4 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 移植部 2018年1月末時点
心不全 循環器病C BAY59-7939 冠動脈疾患 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
心不全 循環器病C ONO-1162 慢性心不全 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
心不全 循環器病C HW005 心臓移植へのブリッジとして補助循環を必要とする小児の重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 移植部 2018年1月末時点
心不全 循環器病C エプレレノン(医師主導治験) 慢性心不全 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
心不全 循環器病C MK-1242 心不全 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
心不全 循環器病C BR16010 重症心不全 医療機器 移植部 2018年1月末時点
不整脈 循環器病C ONO-1101 心室性不整脈 II/III 心臓血管内科 2018年1月末時点
不整脈 循環器病C BSJ003W 日弁膜症性心房細動患者 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 循環器病C AVJ-514 僧房弁不全症 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 循環器病C T-75(医師主導治験) 冠動脈疾患 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 循環器病C AVJ-301 冠動脈病変患者　*医療機器・材料分類にも同データ掲載医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 循環器病C JF-04 冠動脈病変患者　*医療機器・材料分類にも同データ掲載医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 循環器病C BSJ001S 冠動脈病変患者　*医療機器・材料分類にも同データ掲載医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 循環器病C バルドキソロンメチル 肺動脈性肺高血圧症患者 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 循環器病C BAY63-2521(リオシグアト) 肺動脈性肺高血圧症患者 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 循環器病C NS-304(CTEPH) 慢性血栓塞栓性肺高血圧 III 心臓血管内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 循環器病C 腎デナベーション 難治性高血圧 医療機器 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 循環器病C 腎デナベーション 難治性高血圧 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
代謝・内分泌 循環器病C MK-0859(フォローアップ試験)代謝・内分泌 III 糖尿病・代謝内科 2018年1月末時点
代謝・内分泌 循環器病C AMG145 重症家族性高コレステロール血症 II/III 糖尿病・代謝内科 2018年1月末時点
代謝・内分泌 循環器病C SAR236553/REGN727 重症家族性高コレステロール血症 III 糖尿病・代謝内科 2018年1月末時点
代謝・内分泌 循環器病C アリロクマブ 重症家族性高コレステロール血症 III 糖尿病・代謝内科 2018年1月末時点
小児 循環器病C OPC-41061 重症心不全 III 小児内科 2018年1月末時点
手術・麻酔 循環器病C MDT-2215 症候性重度大動脈弁狭窄症*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 心臓血管外科 2018年1月末時点
手術・麻酔 循環器病C PLD-001 人工弁周囲逆流閉鎖デバイス 医療機器 心臓血管外科 2018年1月末時点
手術・麻酔 循環器病C SJM-401 大動脈瘤 医療機器 心臓血管外科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C BR16010 重症心不全 医療機器 移植部 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C NCVC-BR2 重症虚血肢疾患 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
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医療機器・材料 循環器病C 腎デナベーション 難治性高血圧 医療機器 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C TCD-15152 頸動脈狭窄症 医療機器 脳血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C HMII(DT)P3 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 移植部 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C HMII(DT)P4 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 移植部 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C MDT-2215 症候性重度大動脈弁狭窄症*手術・麻酔にも同データ掲載医療機器 心臓血管外科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C NCVC-CS1 脳動脈瘤 医療機器 脳外科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C AVJ-514 僧房弁不全症 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C HW005 心臓移植へのブリッジとして補助循環を必要とする小児の重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載医療機器 移植部 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C T-75(医師主導治験) 冠動脈疾患 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C AVJ-301 冠動脈病変患者　*狭心症/心筋梗塞にも同データ掲載医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C JF-04 冠動脈病変患者　*狭心症/心筋梗塞にも同データ掲載医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C BSJ001S 冠動脈病変患者　*狭心症/心筋梗塞にも同データ掲載医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C PLD-001 人工弁周囲逆流閉鎖デバイス 医療機器 心臓血管外科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C BSJ003W 日弁膜症性心房細動患者 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C 腎デナベーション 難治性高血圧 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 循環器病C SJM-401 大動脈瘤 医療機器 心臓血管外科 2018年1月末時点
その他 循環器病C NCVC-CS1 脳動脈瘤 医療機器 脳外科 2018年1月末時点
その他 循環器病C COMCID 軽度認知症 II/III 脳血管内科 2018年1月末時点
その他 循環器病C NCVC-BR2 重症虚血肢疾患 医療機器 心臓血管内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪大学 GGS 視神経炎 III 眼科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 SA237 視神経脊髄炎及び視神経脊髄炎関連疾患 III 神経内科・脳卒中科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 BAF312 二次性進行型多発性硬化症 III 神経内科・脳卒中科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 HP-3000 パーキンソン病 III 神経内科・脳卒中科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 AZD3293 アルツハイマー病 II/III 核医学診療科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 TEN−P11 難治性神経障害性疼痛 III 脳神経外科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 *** 重症筋無力症 III 呼吸器外科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 リバスチグミンパッチ アルツハイマー型認知症 IV 神経科・精神科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 KP-100IT(治験薬)/NP022(治験機器)筋萎縮性側索硬化症(ALS) II 神経内科・脳卒中科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 *** アルツハイマー病 II *** 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 AV-45 AV-45  synthesizer アルツハイマー型認知症が疑われる認知機能障害を有する患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化III 核医学診療科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 BIIB037, GE-067 アルツハイマー病の進行抑制 III 神経科・精神科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 KPS-0373 脊髄小脳変性症における運動失調の改善 III 神経内科・脳卒中科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 Brivaracetam (ucb 34714) *** III 脳神経外科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 N-アセチルノイラミン酸 GNEミオパチー II/III 神経内科･脳卒中科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 E2609 早期アルツハイマー病（アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度アルツハイマー型認知症）の病態進行の抑制III 神経科・精神科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 CNP520 プレクリニカルアルツハイマー病 II/III ※※※ 2017年12月末時点
精神・神経 大阪大学 ITM-014 TSH産生下垂体腫瘍 III 脳神経外科 2017年12月末時点
脳卒中 大阪大学 BIBR 1048 塞栓源不明の脳塞栓症発症後の再発抑制 III 神経内科・脳卒中科 2017年12月末時点
心不全 大阪大学 YS0001 拡張型心筋症 II 心臓血管外科 2017年12月末時点
心不全 大阪大学 BSJ006L 大動脈弁狭窄症　　*心不全分類にも同データ掲載III 心臓血管外科 2017年12月末時点
心不全 大阪大学 SJM-401 症候性重度大動脈弁狭窄症 医療機器 心臓血管外科 2017年12月末時点
心不全 大阪大学 MK-1242 (vericiguat) 慢性心不全 III 循環器内科 2017年12月末時点
心不全 大阪大学 EWJ-003 大動脈弁狭窄 その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             循環器内科 2017年12月末時点
心不全 大阪大学 AMG 423 心不全 III 循環器内科 2017年12月末時点
不整脈 大阪大学 ONO-1101 敗血症に伴う頻脈性不整脈 II/III 高度救命救急ｾﾝﾀｰ 2017年12月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪大学 TCD-10023 冠動脈に形成された狭窄性病変による虚血性心疾患　*医療機器・材料分類にも同データ掲載III 循環器内科 2017年12月末時点
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狭心症・心筋梗塞 大阪大学 AVJ-301 虚血性心疾患被験者 III 循環器内科 2017年12月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪大学 YS-1402 虚血性心筋症 I/II 心臓血管外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 食道癌 II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 *** *** I 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 胃癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 レゴラフェニブ 消化管間質腫瘍(GIST) II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 *** 進行固形悪性腫瘍 I 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 MK-3475 *** II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 *** *** III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 LY3009806 胃腺癌又は食道胃接合部腺癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 MK-3475 胃癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 食道癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 LY3009806 胃腺癌又は食道胃接合部腺癌 II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 LY3012207 悪性軟部腫瘍 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 MK-3475 胃癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 MK-3475 結腸・直腸癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 TAS-116 消化管間質腫瘍(GIST) II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 GS-5745 *** I 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 胃癌 II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 胃癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 BBI608 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 食道がん又は食道胃接合部がん切除後患者III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538、BMS-734016 進行性又は転移性胃がん若しくは胃食道接合部がん患者III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 OSK-0028 食道亜全摘術を行う胸部食道癌を有する患者II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 Apatinib 胃癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 ONO-4538 胃がん 拡大治験 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 E6007 潰瘍性大腸炎 II 消化器内科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 Nivolumab・Ipilimumab 食道がん III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 SPP-005 腹膜における腫瘍病変の可視化 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 MK-3475 抗悪性腫瘍剤 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 MK-3475 抗悪性腫瘍剤 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(消化器) 大阪大学 DS-8201a 各種悪性腫瘍 II 消化器外科 2017年12月末時点
がん(乳) 大阪大学 *** 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2017年12月末時点
がん(乳) 大阪大学 denosumab 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2017年12月末時点
がん(乳) 大阪大学 BKM120 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2017年12月末時点
がん(乳) 大阪大学 オラパリブ(AZD2281) 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2017年12月末時点
がん(乳) 大阪大学 *** 乳癌 I/II *** 2017年12月末時点
がん(乳) 大阪大学 KHK2375 進行・再発乳癌 II 乳腺・内分泌外科 2017年12月末時点
がん(婦人科) 大阪大学 ONO-4538 プラチナ製剤抵抗性の進行又は再発卵巣癌II 婦人科 2017年12月末時点
がん(婦人科) 大阪大学 Z-100 子宮頸癌の放射線療法との併用での延命 III 婦人科 2017年12月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪大学 *** *** I 消化器外科 2017年12月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪大学 LY3009806 肝細胞癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪大学 ONO-4538(BMS-936558) 肝細胞がん III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 AG-013736 腎摘徐術後のRCCの再発リスクの高い患者に対する術後補助療法III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 ONO-4538/BMS-936558 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 S-588410 膀胱癌 II 泌尿器科 2017年12月末時点
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がん(泌尿器・腎) 大阪大学 MPDL3280A 尿路上皮膀胱癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 LY3009806 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 ONO-4538/BMS-734016 未治療の進行性又は転移性腎細胞癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 Atezolizumab 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 MEDI4736、Tremelimumab 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 MPDL3280A 尿路上皮癌、腎細胞癌、非小細胞肺癌等の悪性腫瘍III 呼吸器内科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 Avelumab(MSB0010718C)、アキシチニブ進行腎細胞癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 エンザルタミド 去勢抵抗性前立腺癌 IV 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 ODM-201 前立腺癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 AZD2281 相同組換え修復関連遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺癌III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 Relugolix（レルゴリクス） 進行性前立腺癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 BMS-936558/BMS-734016 腎細胞癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪大学 Cabozantinib 根治切除不能または転移を有する腎細胞癌II 泌尿器科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 AMN107 慢性骨髄性白血病 III *** 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 RG7159 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 AMN107 BCR-ABL1陽性慢性期慢性骨髄性白血病 II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 B187 慢性骨髄性白血病 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 PCI-32765 マントル細胞リンパ腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 PCI-32765 びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 PCI-32765 既治療の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 SGN-35 進行期古典的ホジキンリンパ腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 ブレンツキシマブ ベドチン(SGN-35)CD30陽性成熟型T細胞リンパ腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 MLN9708 初発の多発性骨髄腫(移植非適応) III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 PCI-32765 未治療の慢性リンパ性白血病(CLL)又は小リンパ球性リンパ腫I 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 carfilzomib(ONO-7057) 再発及び難治性の多発性骨髄腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 SP-02L 再発又は難治性の末梢T細胞リンパ腫 (PTCL)II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 E7777 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫及び皮膚T細胞性リンパ腫II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 JNJ-54767414 多発性骨髄腫 I 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 HBI-8000 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫（PTCL）II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 HBI-8000 再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫（ATL）II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 *** 急性骨髄性白血病 II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 ASP2215 FLT3-ITD遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 ASP2215 急性骨髄性白血病 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 INC424 骨髄線維症,真性多血症,移植片対宿主病 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 SAR650984 多発性骨髄腫 I/II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 JNJ-54767414-SC 多発性骨髄腫 その他 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 INC424 骨髄線維症,真性多血症,移植片対宿主病 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 ABL001 慢性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 Carfilzomib（ONO-7057） 再発又は難治性の多発性骨髄腫 III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(血液) 大阪大学 ODK-1601 *** その他 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 *** *** I/II *** 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 ONO-4538 初回再発膠芽腫 II 脳神経外科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 MK-3475 切除不能進行又は再発食道癌 III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 E7777 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫及び皮膚T細胞性リンパ腫II 皮膚科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 KW-0761、ONO-4538 CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫・再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫・再発又は難治性のCCR4陽性の皮膚T細胞性リンパ腫I 消化器外科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 *** 前立腺癌 III 泌尿器科 2017年12月末時点
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がん(その他) 大阪大学 BI 695502 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、卵巣癌、手術不能又は再発乳癌、悪性神経膠腫III 消化器外科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 ONO-4538/BMS-936558 初発膠芽腫 III 脳神経外科 2017年12月末時点
がん(その他) 大阪大学 ONO-4538/BMS-936558 初発膠芽腫 II 脳神経外科 2017年12月末時点
肺疾患(がん除く) 大阪大学 MR11A8 急性呼吸窮迫症候群 III 集中治療部 2017年12月末時点
消化器(がん除く) 大阪大学 CNTO1275 クローン病 III 消化器内科 2017年12月末時点
消化器(がん除く) 大阪大学 Teduglutide 日本人短腸症候群患者 III 消化器外科 2017年12月末時点
消化器(がん除く) 大阪大学 GS-6034 クローン病 III 消化器内科 2017年12月末時点
消化器(がん除く) 大阪大学 GS-6034 クローン病 III 消化器内科 2017年12月末時点
消化器(がん除く) 大阪大学 GS-6034 潰瘍性大腸炎 II/III 消化器内科 2017年12月末時点
消化器(がん除く) 大阪大学 GS-6034 潰瘍性大腸炎 II/III 消化器内科 2017年12月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪大学 GS-7340 肝硬変を含む未治療及び治療歴のある代償性肝疾患患者を対象としたB型慢性肝炎治療III 消化器内科 2017年12月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪大学 *** C型慢性肝炎又はC 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善II 消化器内科 2017年12月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪大学 *** C型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善III 消化器内科 2017年12月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪大学 Selonsertib 線維化の進行した非アルコール性脂肪肝炎III 消化器内科 2017年12月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪大学 Selonsertib 線維化の進行した非アルコール性脂肪肝炎III 消化器内科 2017年12月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪大学 ALXN1210 非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制III 腎臓内科 2017年12月末時点
静脈血栓症・肺塞栓症 大阪大学 NS-304 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 III 循環器内科 2017年12月末時点
血液(がん除く) 大阪大学 LFG316 発作性夜間ヘモグロビン尿症 II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
血液(がん除く) 大阪大学 DSP-7888 骨髄異形成症候群(MDS) II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
血液(がん除く) 大阪大学 AMG531 免疫抑制療法に不応又は免疫抑制療法が適用されない再生不良性貧血II/III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
血液(がん除く) 大阪大学 ALXN1210 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
血液(がん除く) 大阪大学 *** 発作性夜間ヘモグロビン尿症 I/II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
血液(がん除く) 大阪大学 ALXN1210 発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制III 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
代謝・内分泌 大阪大学 AT1001 ファブリー病 III 小児科 2017年12月末時点
代謝・内分泌 大阪大学 JR-051 ファブリー病 II/III 小児科 2017年12月末時点
代謝・内分泌 大阪大学 SOM230LAR 膵内分泌腫瘍、クッシング病 III 脳神経外科 2017年12月末時点
代謝・内分泌 大阪大学 JR-051 ファブリー病 III 小児科 2017年12月末時点
代謝・内分泌 大阪大学 NNC0195-0092 成人成長ホルモン分泌不全症 III 糖尿病・内分泌・代謝内科2017年12月末時点
代謝・内分泌 大阪大学 KHK7580 副甲状腺癌及びPTx不能又は術後再発のPHPTにおける高Ca血症患者III 糖尿病・内分泌・代謝内科2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 LBH589 多発性骨髄腫 II 血液・腫瘍内科 2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 GGS 顕微鏡的多発血管炎 III 免疫・アレルギー内科 2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 Tocilizumab(RO4877533) 全身性強皮症 III 免疫・アレルギー内科 2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 ASP015K 関節リウマチ III 免疫・アレルギー内科 2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 ASP015K 関節リウマチ III 整形外科 2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 *** 関節リウマチ III 免疫内科 2017年12月末時点
膠原病 大阪大学 *** 関節リウマチ III 免疫内科 2017年12月末時点
眼 大阪大学 EYE-01M 角膜上皮幹細胞疲弊症 その他 眼科 2017年12月末時点
眼 大阪大学 RTH258 滲出型加齢黄斑変性 III 眼科 2017年12月末時点
眼 大阪大学 COMET01 角膜上皮幹細胞疲弊症 その他 眼科 2017年12月末時点
眼 大阪大学 CK2-085 緑内障 その他 眼科 2017年12月末時点
眼 大阪大学 A0001 白内障手術時における水晶体前嚢の可視化III 眼科 2017年12月末時点
眼 大阪大学 SJP-0125 緑内障・高眼圧症 III 眼科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 MK-3222 乾癬 III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 CNTO1959 中等症から重症の局面型乾癬患者 III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 CNTO1959 掌蹠膿疱症 III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 NPC-12G 結節性硬化症に伴う皮膚病変 III 皮膚科 2017年12月末時点
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皮膚 大阪大学 *** 局面型乾癬 II/III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 JR-031 表皮水疱症 I/II 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 JTE-052A アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 risankizumab/ABBV-066 慢性局面型乾癬 III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 SR-0379 皮膚潰瘍 II 老年・高血圧内科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 nemolizumab アトピー性皮膚炎に伴う痒み III 皮膚科 2017年12月末時点
皮膚 大阪大学 KOI2 栄養障害型表皮水疱症 II 皮膚科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 KCB-1B 特発性大腿骨頭壊死症 II 整形外科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 PF-04383119 変形性関節症 III *** 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 PF-04383119 *** III *** 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 AIN457 強直性脊椎炎 III 整形外科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 LY2439821 体軸性脊椎関節炎 III 整形外科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 LY2439821 体軸性脊椎関節炎 III 整形外科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 KHK4827 体軸性脊椎関節炎 III 整形外科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 gMSCR1 軟骨損傷、離断性骨軟骨炎 III 整形外科 2017年12月末時点
整形(がん除く) 大阪大学 ABT-494 強直性脊椎炎 II/III 整形外科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 GSK1325760 *** II 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 GSK1325760 *** II 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 Teduglutide 日本人短腸症候群患者 III 小児外科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 *** 異染性白質ジストロフィー I/II 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 KRN23 X染色体遺伝子低リン血症性くる病・骨軟化症III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 KRN23 X染色体遺伝子低リン血症性くる病・骨軟化症III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 DSP-7888 小児悪性神経膠腫 I/II 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 BAY 63-2521 / リオシグアト 肺動脈性肺高血圧症 III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 KDN-413 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症2型 II 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 Brivaracetam (ucb 34714) *** III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 RAD001 結節性硬化症に伴う部分発作を有するてんかん患者III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 KRN23 X染色体遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 L059/L059IV てんかん及びてんかん症候群 III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 OPC-41061 ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 MOD-4023 成長ホルモン分泌不全性低身長症 III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 ABT-493/ABT-530 C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善II/III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 KRN23 X染色体遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 MHOS/SHP615 てんかん重積状態 III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 MHOS/SHP615 てんかん重積状態 III 小児科 2017年12月末時点
小児 大阪大学 *** *** その他 小児科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 TCD-10023 冠動脈に形成された狭窄性病変による虚血性心疾患　*狭心症/心筋梗塞にも同データ掲載III 循環器内科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 INC-001 腎動脈下における腹部大動脈瘤を有する患者　*その他分類にも同データ掲載その他 心臓血管外科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 植込み型補助人工心臓システムHW005死亡の恐れのある末期的左心不全患者の心移植までの橋渡しとしての使用を目的とするその他 心臓血管外科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 BSJ006L 大動脈弁狭窄症　*医療機器・材料分類にも同データ掲載III 心臓血管外科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 YS0001 小児拡張型心筋症の病態の維持あるいは改善II 心臓血管外科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 EYE-01M 角膜上皮幹細胞疲弊症患者における角膜上皮再建及び臨床症状(自覚症状及び視力障害)の改善その他 眼科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 PRDS-001 治療抵抗性高血圧 医療機器 循環器内科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 SJM-401 症候性重度大動脈弁狭窄症 医療機器 心臓血管外科 2017年12月末時点
医療機器・材料 大阪大学 EWJ-003 大動脈弁狭窄 その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             循環器内科 2017年12月末時点
その他 大阪大学 INC-001 腎動脈下における腹部大動脈瘤を有する患者　*医療機器・材料分類にも同データ掲載その他 心臓血管外科 2017年12月末時点
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その他 大阪大学 *** *** その他 消化器外科 2017年12月末時点
その他 大阪大学 PRDS-001 治療抵抗性高血圧 医療機器 循環器内科 2017年12月末時点
その他 大阪大学 CDB-2914 子宮筋腫に伴う過多月経の改善 III 婦人科 2017年12月末時点
その他 大阪大学 CDB-2914 子宮筋腫に伴う過多月経の改善 III 婦人科 2017年12月末時点
その他 大阪大学 FE999901 妊娠末期の子宮頸管熟化不全における熟化促進III 産科 2017年12月末時点
精神・神経 大阪急性期C ONO-2370 パーキンソン病 II 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪急性期C JNJ-54135419（esketamine） 治療抵抗性うつ病 II 精神科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪急性期C BRIVARACETAM てんかん III 神経内科 2018年1月末時点
脳卒中 大阪急性期C ACT-108475 動脈瘤性くも膜下出血 III 脳神経外科 2018年1月末時点
心不全 大阪急性期C ONO-1162 慢性心不全 III 心臓内科 2018年1月末時点
心不全 大阪急性期C DU-176b 非弁膜症性心房細動 III 心臓内科 2018年1月末時点
心不全 大阪急性期C MK-1242 慢性心不全 III 心臓内科 2018年1月末時点
心不全 大阪急性期C BAY1067197（15128） 心不全 II 心臓内科 2018年1月末時点
心不全 大阪急性期C BAY1067197（17582） 心不全 II 心臓内科 2018年1月末時点
心不全 大阪急性期C OPC-61815 うっ血性心不全 II 心臓内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪急性期C ACZ885 心筋梗塞発症後 III 心臓内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪急性期C BAY59-7939 冠動脈疾患または末梢動脈疾患 III 心臓内科 2018年1月末時点
狭心症・心筋梗塞 大阪急性期C BAY59-7939 症候性末梢動脈疾患 III 心臓内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C TAS-118/L-OHP 胃癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C LY3009806 転移性胃腺癌/食道胃接合部腺癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C S-588410 食道癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C LY3009806 転移性胃腺癌/食道胃接合部腺癌 II 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C TAS-102 転移性胃癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C ONO-4538 胃がん II/III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C ONO-4538 胃がん III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C ＭＫ-3475 胃がん III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C ＭＫ-3475 食道がん III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪急性期C ＳＰＰ－００５ 進行胃がん III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪急性期C BAY1841788（ODM-201） 去勢抵抗性前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C BAY94-8862(16244) 糖尿病性腎臓病 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C BAY94-8862(17530) 糖尿病性腎臓病 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C GSK1278863 腎性貧血を伴う保存期慢性腎臓病 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C ＢＡＹ85-3934（19349） 腎性貧血 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C ＢＡＹ85-3934（19350） 腎性貧血 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C ＪＴＺ-951（ＭＢＡ4-1） 腎性貧血 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C ＪＴＺ-951（ＭＢＡ4-3） 腎性貧血 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C ＢＡＹ85-3934（19353） 腎性貧血 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
腎・泌尿器(がん除く) 大阪急性期C ＪＴＺ-951（ＭＢＡ4-4） 腎性貧血を伴う保存期慢性腎臓病 III 腎臓・高血圧内科 2018年1月末時点
糖尿病 大阪急性期C ABT-627 2型糖尿病性腎症 III 糖尿病内分泌内科 2018年1月末時点
感染症 大阪急性期C BAY1192631 人工呼吸器装着下院内肺炎 III 救急診療科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪急性期C ＳＩ－６１３ 変形性関節症 III 整形外科 2018年1月末時点
小児 大阪急性期C アダリムマブ 小児潰瘍性大腸炎 III 小児科 2018年1月末時点
小児 大阪急性期C MD-0901（活動期試験） 小児潰瘍性大腸炎 III 小児科 2018年1月末時点
小児 大阪急性期C MD-0901（寛解期試験） 小児潰瘍性大腸炎 III 小児科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCMPDL3280A 非小細胞肺癌 II 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCPemetrexed、Gefitinib 肺癌 II 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
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がん(肺) 大阪はびきのCMPDL3280A 非小細胞肺癌 III 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCMPDL3280A 非小細胞肺癌 III 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCMEDI4736 非小細胞肺癌 III 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCONO-4538/BMS-936558 非小細胞肺癌 III 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCLY3009806 転移性非小細胞肺癌 III 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪はびきのCMK_3475 転移性扁平上皮非小細胞肺癌 III 肺腫瘍内科 2018年1月末時点
皮膚 大阪はびきのCDUPILUMAB アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪はびきのCJTE-052A アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪はびきのCnemolizumab アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪精神C SM-13496 統合失調症 III 精神科 2017年11月末時点
精神・神経 大阪精神C JNJ-54135419（esketamine） 治療抵抗性うつ病 II 精神科 2017年11月末時点
小児 大阪精神C DSP5423 統合失調症 III 精神科 2017年11月末時点
小児 大阪精神C NPC-15 睡眠障害 II/III 精神科 2017年11月末時点
心不全 大阪国際がんCリバーロキサン 慢性心不全 III 循環器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCLDK-378 A2303 肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCCH5424802 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCAZD9291 非小細胞肺癌 II 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCAZD9291(AURA3) 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMEDI4736(PACIFIC) 肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMK3475(042試験) 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCAZD9291 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMEDI4736 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCAtezolizumab(GO29431) 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCAtezolizumab(GO29437) 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCLY3009806(JVCY) 非小細胞肺癌 II 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMEDI4736、Tremelimumab 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMEDI4736 非小細胞肺癌 III 呼吸器外科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCONO-4538/BMS-936558 肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMSC2156119J   非小細胞肺癌 II 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMK-3475 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCLORLATINIB 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCONO-4538 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCMK-3475 進展型小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCBMS-936558/BMS734016 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪国際がんCNivolumab 非小細胞肺癌 II 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCS-588410 食道癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCLY3009806(JVCU) 胃腺癌 III 臨床腫瘍科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCMK-3475 胃癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCONO-4538 食道癌 III 消化管内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCMEDI4736、tremelimumab(アストラゼネカ)胃腺癌 I/II 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCLY3009806(JVCW) 胃腺癌 III 臨床腫瘍科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCMK-3475 胃腺癌 III 臨床腫瘍科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCMK-3475 食道癌 III 消化管内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCMK-3475 胃腺癌 II 臨床腫瘍科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCBAX2398 膵癌 II 消化器検診科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCBBI608 大腸癌 III 臨床腫瘍科 2018年1月末時点

①平成30年1月末時点実施中



がん(消化器) 大阪国際がんCONO-4538 胃癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCONO-4538 胃癌 その他 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCONO-4538 胃癌 II/III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCTDM-621 胃/直腸上皮性腫瘍 その他 消化管内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCNivolumab・Ipilimumab 食道癌 III 消化管内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCMK-3475 食道癌 III 消化管内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪国際がんCDS-8201a 胃腺癌 II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCHKI-272 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCAGM162 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCGW572016 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCペルツズマブ、トリスツズマブ乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCBevacizumab 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCトラスツズマブ、エムタンシン 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCペルツズマブ(パージェタ) 乳癌 その他 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCオラパリブ 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCLY2835219 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCLY2835219(JPBM) 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCBYL719 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCneratinib 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCMPDL3280A 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCU3-1402 乳癌 I/II 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪国際がんCLY2835219 乳癌 III 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪国際がんCZ-100 子宮頸癌 III 婦人科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪国際がんCMK-3475-100 卵巣癌 II 婦人科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪国際がんCABT-888 上皮性卵巣癌、卵管癌 III 婦人科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪国際がんCAtezolizumab 卵巣癌、卵管癌、腹膜癌 III 婦人科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCTAS-118/L-OHP 膵癌 III 臨床腫瘍科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCラムシルマブ(LY3009806) 肝細胞癌 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCNC-6004(NC-6004-005) 膵癌 III 消化器検診科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCABI-007 膵癌 I 消化器検診科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCMK-3475 進行性肝癌 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCBBI608 膵癌 III 消化器検診科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪国際がんCDurvalumab　Tremelimumab 肝細胞癌 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMDV3100 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCアキシチニブ 腎癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMPDL3280A 膀胱癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCラムシルマブ(LY3009806) 膀胱癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMPDL3280A(WO29637試験) 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCJNJ-56021927(ARN-509) 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMEDI4736+tremelimumab 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMK-3475-057 膀胱癌 II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCBAY1841788(ODM-201) 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCONO-4538 尿路上皮がん III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMDV3100 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMK-3475 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMK-3475 尿路上皮がん III 泌尿器科 2018年1月末時点
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がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCエンザルタミド 前立腺癌 その他 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCＡＺＤ2218 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCBAY1841788 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCMK-3475 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCTAK-385 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCONO-4538/BMS-936558,BMS-734016尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪国際がんCCabozantinib 腎細胞癌 II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCMEDI4736 悪性腫瘍 I 消化器検診科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCMEDI4736、Tremelimumab 頭頸部扁平上皮癌 III 耳鼻咽喉科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCOlaratumab(LY3012207)(JGDJ試験)悪性軟部腫瘍 III 整形外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCMK-3475 頭頸部扁平上皮癌 III 耳鼻咽喉科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCMEDI4737+tremelimumab 頭頸部扁平上皮癌 III 耳鼻咽喉科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCABT-414 悪性神経膠腫 I/II 脳神経外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCTAS-115 固形癌 I 整形外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCONO-7643 がん悪液質 III 臨床腫瘍科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCMK-3475 悪性黒色腫 III 腫瘍皮膚科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCAVELUMAB 頭頸部扁平上皮癌 III 頭頸部外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCTBI-1401(HF10） 悪性黒色腫 III/Ⅳ 腫瘍皮膚科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCPDR001 悪性黒色腫 III 腫瘍皮膚科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCHP-3150 がん疼痛 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCONO-4059 中枢神経系原発リンパ腫 I/II 脳神経外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪国際がんCE790 固形癌 I 消化器検診科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 大阪国際がんCMR11A8 急性呼吸窮迫症候群 III 麻酔科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 大阪国際がんCBAY63-2521(Riociguat) 肺高血圧症 II 腫瘍循環器科 2018年1月末時点
医療機器・材料 大阪国際がんCPAX-15(機器) 乳癌 その他 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
医療機器・材料 大阪国際がんCE8002 大腸癌 その他 消化器外科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C FPF3400 セレン補充 III 消化器・内分泌科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C NN-220 ヌーナン症候群 III 消化器・内分泌科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** *** III 泌尿器科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** *** III 泌尿器科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** てんかん III 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C VRS-317 小児成長ホルモン分泌不全症 II/III 消化器・内分泌科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C RFB002 未熟児網膜症 III 眼科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** *** II 消化器・内分泌科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C TAK-536 小児高血圧 III 腎代謝科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C FE-999901 *** III 産科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C FE-999901 *** III 産科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** てんかん III 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C PLA003 ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病 II 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** てんかん III 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** *** III 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** *** III 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C PLA003EX ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病 II 小児神経科 2018年1月末時点
小児 大阪母子C *** *** III 血液・腫瘍科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立総合医Cシロスタゾール 軽度認知症 II 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立総合医CRAD001 結節性硬化症(TSC) III 小児神経内科 2018年1月末時点
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心不全 大阪市立総合医CONO-1162 慢性心不全 III 循環器内科 2018年1月末時点
心不全 大阪市立総合医CSC-66110 急性心不全 III 循環器内科 2018年1月末時点
不整脈 大阪市立総合医CONO-1101 頻脈性不整脈 II/III 小児不整脈科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CZD1839(医師主導治験) 非小細胞肺癌 III 呼吸器外科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医Cペメトレキセド *** 製造販売後 *** 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CCH5424802 非小細胞肺癌 製造販売後 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CONO-4538/BMS-936558 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CABT-888 非小細胞肺癌 III *** 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CMSB0010718C 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CLDK378 非小細胞肺癌 II/III 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CBMS-936558+BMS-734016 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医C*** 非小細胞肺癌 III *** 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CONO-4538/BMS-936558 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医C*** 非小細胞肺癌(腺癌) III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CBMS-936558 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CMEDI4736 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医Cgadatolisib(PF-05212384) 小細胞肺癌 II 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CAZD9291 非小細胞肺癌 II 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CRXDX-101（Entrectinib） 固形癌 II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CPF-06463922（Lorlatinib) 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CDurvalumab/Tremelimumab 進展型小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CRovalpituzumab tesirine 小細胞肺がん III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CRovalpituzumab tesirine 小細胞肺がん III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立総合医CAZD9291 非小細胞肺癌 II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立総合医CLY3009806 転移性胃腺癌又は食道胃接合部腺癌 II 腫瘍内科(呼吸器内科) 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立総合医CS-588410 食道癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立総合医CDS-8201a HER2発現の進行胃腺癌又は胃食道接合部腺癌II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪市立総合医CMK-3475 *** II 婦人科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪市立総合医CDurvalumab／Tremelimumab 切除不能肝細胞癌 III 肝臓内科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立総合医C*** 膀胱癌 II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立総合医CARN-509 非転移性去勢抵抗性前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立総合医C*** 急性骨髄性白血病 III 血液内科 2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立総合医CDSP-1958 小児固形腫瘍・小児脳腫瘍 III(拡大治験)小児血液腫瘍科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪市立総合医Cdinutuximab(ch14.18) 神経芽腫 II 小児血液科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪市立総合医CPALO 抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐 III 小児血液腫瘍科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 大阪市立総合医CMR11A8 中等度～重度のARDS患者 III 集中治療センター・集中治療部2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CMLN0002 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CMLN0002 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CAJM300 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CMLN0002SC 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CMLN0002SC 潰瘍性大腸炎、クローン病 IIIb 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CE6011 *** I/II 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CE6007 潰瘍性大腸炎 II 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立総合医CMLN0002SC クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立総合医CNN-220 ヌーナン症候群 III 小児代謝内分泌内科 2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立総合医CNNC0195-0092 成長ホルモン分泌不全性低身長症 II 小児代謝内分泌内科 2018年1月末時点
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代謝・内分泌 大阪市立総合医CLY900014 2型糖尿病 III 糖尿病内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立総合医CGGS 顕微鏡的多発血管炎 III *** 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立総合医CLY2439821 膠原病 III 総合診療科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立総合医CLY2439821 膠原病 III 総合診療科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立総合医CKHK4827 膠原病 III 総合診療科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立総合医CABT-494 関節リウマチ III 総合診療科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立総合医CLY2439821 体軸性脊椎関節炎 III 総合診療科 2018年1月末時点
感染症 大阪市立総合医CBAY1192631 人工呼吸器装着下院内肺炎 III 感染症内科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CSPM927 てんかん II 小児神経内科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CDSP-7888 悪性神経膠腫 I/II 小児血液腫瘍科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CNPC-15(メラトニン） 睡眠障害 III 児童青年精神科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CE2007（ペランパネル） 部分発作を伴う小児てんかん III 小児神経内科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CMOD-4023 小児成長ホルモン分泌不全性低身長症 III 小児代謝内分泌内科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CL059/L059IV 小児てんかん III 小児神経内科 2018年1月末時点
小児 大阪市立総合医CHFT-290 がん疼痛 III 緩和医療科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立大 *** *** III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立大 AZD3293 アルツハイマー型認知症 II/III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立大 BIIB037 軽度アルツハイマー病 III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立大 *** 早期アルツハイマー病 III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪市立大 LY33114814 早期アルツハイマー病 III 神経内科 2018年1月末時点
心不全 大阪市立大 SC-66110 急性心不全 医師主導 循環器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 アムルビシン塩酸塩 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 ZD1839 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 LY231514 非小細胞肺癌 II 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 MK-3475 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 MPDL3280A 非小細胞肺癌 III *** 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 MPDL3280A 非小細胞肺癌 III *** 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 LY3009806 転移性非小細胞肺癌 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪市立大 Pro-NETU 肺癌 II 呼吸器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立大 S-488410 食道癌 I/II 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立大 S-588410 食道癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立大 S-588410 食道癌 III 肝胆膵外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立大 ono-4538 胃癌 II/III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立大 *** 結腸・直腸癌 生物性同等試験消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪市立大 E7090 *** I *** 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪市立大 OCUMD-C01 乳癌 *** 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(乳) 大阪市立大 ベルツブマブ 再発乳癌 IV 乳腺・内分泌外科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪市立大 Z-100 子宮頸癌 III 女性診療科(婦人科腫瘍)2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪市立大 MK-3475 肝細胞癌 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 大阪市立大 MEDI14736 肝細胞癌 III *** 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 *** *** II *** 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MDV3100 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 ARN-509 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 JNJ-56021927 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MEDI4736 膀胱尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MDV3100 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点

①平成30年1月末時点実施中



がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 ODM-201 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MPDL3280A、R04876646 進行腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 AVELUMAB 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MK3475 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MPDL3280A/CARBOPLATIN尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 BAY1841788 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 エンザルタミド 去勢抵抗性前立腺癌 IV 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 AZD2281 前立腺癌 III *** 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 MK-3475 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 Relugolix 進行性前立腺癌 III *** 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 Cabozantinib 進行性腎細胞癌 II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪市立大 E7080 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 AMN107 慢性骨髄性白血病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 *** 慢性骨髄性白血病 I/II 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 オファツムマブ Bリンパ球性非ホジキンリンパ腫 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 RO5072729 リンパ腫 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 GS-0387 原発性骨髄線維症 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 SGI-110 急性骨髄性白血病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 AMG103 *** II *** 2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 AP24534 慢性骨髄性白血病 II 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 PF-05280586 濾胞性リンパ腫 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 MK-3475 ホジキンリンパ腫 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 ルキソリチニブ 急性移植片対宿主病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 ASP2215 急性骨髄性白血病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 PF-05082566 非ホジキンリンパ腫 II 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 *** 慢性骨髄性白血病 II 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 ABT-199 多発性骨髄腫 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 ASP2215 急性骨髄性白血病 II/III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 GS-9973 急性骨髄性白血病 I 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 ルキソリチニブ 同種幹細胞移植後慢性移植片対宿主病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 BAY80-6946 再発性の低悪性度B細胞非ホジキンリンパ腫III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 PF-04449913 急性骨髄性白血病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 ABT-199 急性骨髄性白血病 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(血液) 大阪市立大 R00541077 リンパ腫 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
がん(整形) 大阪市立大 ザルトプロフェン びまん型腱滑膜巨細胞腫 III 整形外科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 大阪市立大 QVA149 慢性閉塞性肺疾患 III *** 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 大阪市立大 NS-304 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 III 循環器内科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 大阪市立大 GW685698/GSK573719/GW642444気管支喘息 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 メサラジン・MD-0901 軽症、中等症の活動期の潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 MLN0002 潰瘍性大腸炎/UC I 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 CNTO1275 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 CP-690、550 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 AJM300 *** II前期 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 Z-206 潰瘍性大腸炎 II 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 GSK1605786A クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 MLN0002 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
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消化器(がん除く) 大阪市立大 MLN0002 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 CNT01275 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 ABT-494 潰瘍性大腸炎 II/III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 ABT-494 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 GS-6034 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 GS-6034 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 GS-6034 潰瘍性大腸炎 II/III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 GS-6034 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 cp-690,550 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 ABT-494 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 ABT-494 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪市立大 ABT-494 クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 フエロン C型代償性肝硬変 製造販売後 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 GS-7340 Hbe抗原陽性B型肝炎 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 *** *** II 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 AL-335、Odalasvir、シメプレビルC型慢性肝炎、C型代償性肝硬変 II 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 ソホスブビル 非代償期C型肝硬変 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 GSK2330672 原発性胆汁性胆管炎に伴うそう痒症 II 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 Selonsertib F3を伴う非アルコール性脂肪肝炎 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 Selonsertib NASHによる代償性肝硬変 III 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 テノホビルジソプロキシルフマル酸塩B型慢性肝炎 IV 肝胆膵内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 大阪市立大 NN9535 非アルコール性脂肪肝炎 II 肝胆膵内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 大阪市立大 INC424 真性多血症 III *** 2018年1月末時点
血液(がん除く) 大阪市立大 ASP0113 同種造血細胞移植 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立大 *** 骨粗鬆症 *** 内分泌・骨・リウマチ内科2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立大 KRN23 XLH III 内分泌・骨・リウマチ内科2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立大 KRN23 腫瘍性骨軟化症 II 内分泌・骨・リウマチ内科2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立大 KHK7585 高Ca血症 III 内分泌・骨・リウマチ内科2018年1月末時点
代謝・内分泌 大阪市立大 KRN23 成人X染色体遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症III 内分泌・骨・リウマチ内科2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 ASP015K 関節リウマチ III 整形外科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 ASP015K 関節リウマチ III 整形外科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 CNT0136 関節リウマチ III 整形外科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 CNT0136 関節リウマチ III 内分泌・骨・リウマチ内科2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 *** 関節リウマチ III 整形外科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 KHK4827 体軸性脊椎関節炎 III 膠原病内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 BMS-986142 関節リウマチ II 整形外科 2018年1月末時点
膠原病 大阪市立大 ABT-494 活動性強直性脊椎炎 II/III 整形外科 2018年1月末時点
眼 大阪市立大 DE-102 糖尿病黄斑浮腫(DME) II/III 眼科 2018年1月末時点
眼 大阪市立大 BAY86-5321 脈絡膜新生血管を伴う病的近視 III 眼科 2018年1月末時点
眼 大阪市立大 RTH258 滲出型加齢黄斑変性 III 眼科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 *** 乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 DUPILUMAB アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 CNTO1959 掌蹠膿疱症 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 NPC-12G(長期) 結節性硬化症に伴う皮膚病変 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 LY3074828 乾癬 II 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 BI655066 慢性局面型乾癬 II/III 皮膚科 2018年1月末時点
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皮膚 大阪市立大 Risankizumab 関節症性乾癬 II 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 セルトリズマブペゴル 乾癬 II/III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 Risankizumab/ABBV-066 乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 ABT-494 関節症性乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 Tralokinumab/CAT-354 アトピー性皮膚炎 III *** 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 nemolizumab アトピー性皮膚炎 III *** 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 LY3009104 中等症から重症のアトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 LY3009104 アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪市立大 UCB4940 慢性尋常性乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪市立大 *** 骨粗鬆症 *** リハビリテーション部 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪市立大 LY2439821 体軸性脊椎関節炎 III 整形外科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪市立大 LY2439821 体軸性脊椎関節炎 III 整形外科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 大阪市立大 LY2439821 体軸性脊椎関節炎 III 整形外科 2018年1月末時点
感染症 大阪市立大 DR-3355inj 腹膜炎(子宮旁結合織炎などの骨盤内炎症性疾患による腹膜炎を含む)III 肝胆膵外科 2018年1月末時点
感染症 大阪市立大 MK-5592 アスペルギリス症 III 感染制御部 2018年1月末時点
感染症 大阪市立大 MK-5592 アスペルギリス症 III 血液内科・造血細胞移植科2018年1月末時点
感染症 大阪市立大 *** 院内肺炎 III 感染症内科 2018年1月末時点
感染症 大阪市立大 BAY1192631 院内肺炎 III 感染症内科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 AT1001 ファブリー病 III 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 NN1218 1型糖尿病 III 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 GC123 ムコ多糖症II型 I/II 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 HOE901-U310 1型糖尿病 IV 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 *** *** *** *** 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 MOD-4023 小児成長ホルモン分泌不全性低身長症 III 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 *** けいれん性てんかん重積状態 III 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 *** けいれん性てんかん重積状態 II 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 MD-0901 潰瘍性大腸炎 II/III 小児科・新生児科 2018年1月末時点
小児 大阪市立大 MD-0901 潰瘍性大腸炎 II/III 小児科・新生児科 2018年1月末時点
手術・麻酔 大阪市立大 ONO-2745 全身麻酔剤 II/III 麻酔科 2018年1月末時点
その他 大阪市立大 該当なし COPD 安全性確認試験呼吸器内科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪医科大 ME2112 統合失調症(急性期) III 精神神経科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪医科大 ME2112 統合失調症(長期投与) III 精神神経科 2018年1月末時点
精神・神経 大阪医科大 KPS-0373 脊髄小脳変性症 III 神経内科 2018年1月末時点
心不全 大阪医科大 ONO-1162 慢性心不全 III 循環器内科 2018年1月末時点
心不全 大阪医科大 BAY1067197 慢性心不全（左室駆出率保持） II 循環器内科 2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 AZD9291 非小細胞肺癌 I 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 LDK378 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 *** 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 MEDI4736 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 BMS-936558/BMS-734016 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 アベルマブ(MSB0010718C) 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 BMS-936558/BMS-734016 小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 MPDL3280A 非小細胞肺癌 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(肺) 大阪医科大 Pro-NETU 肺癌 II 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 TAS-118 胃癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 MK-3475 胃癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
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がん(消化器) 大阪医科大 MK-3475 胃癌(初回治療) III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 MK-3475 胃癌（術前・術後） III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 LY3009806 胃癌 II 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 ONO-4538 胃癌（初回治療） II/III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 ONO-4538 胃癌（術後） III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 ONO-4538 胃癌 III(拡大治験)消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 ONO-4538 食道癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 MK-3475 食道癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 ONO-4538 食道癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 MK-3475 食道癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 大阪医科大 BBI608 大腸癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪医科大 Z-100 子宮頸癌 III 婦人科/腫瘍科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 大阪医科大 ONO-4538 卵巣癌 III 婦人科/腫瘍科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪医科大 MEDI4736/トレメリムマブ 膀胱尿路上皮癌 III 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 大阪医科大 ニボルマブ/イピリムマブ 尿路上皮癌 III 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 SPM-011/BNCT 悪性神経膠腫 II 脳神経外科・脳血管内治療科2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 MEDI4736 頭頸部癌 III *** 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 MEDI4736/トレメリムマブ 頭頸部癌(初回治療) III *** 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 ONO-4538/BMS-734016 頭頸部癌 III *** 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 HP-3150 がん疼痛 III 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 HP-3150 がん疼痛 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 フィルゴチニブ クローン病 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 フィルゴチニブ クローン病（長期投与試験） III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 フィルゴチニブ 潰瘍性大腸炎 IIb/III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(その他) 大阪医科大 フィルゴチニブ 潰瘍性大腸炎（長期投与試験） III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪医科大 CP-690、550 潰瘍性大腸炎(長期投与試験) III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 大阪医科大 CP-690、550 潰瘍性大腸炎（寛解期） IIIB/IV 消化器内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪医科大 GGS 顕微鏡的多発血管炎 III *** 2018年1月末時点
膠原病 大阪医科大 YLB113 関節リウマチ(長期継続） III リウマチ膠原病内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪医科大 ニンテダニブ 間質性肺疾患を伴う全身性強皮症 III リウマチ膠原病内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪医科大 ニンテダニブ 進行性線維化を伴う間質性肺疾患 III リウマチ膠原病内科 2018年1月末時点
膠原病 大阪医科大 ABT-494 関節リウマチ III リウマチ膠原病内科 2018年1月末時点
眼 大阪医科大 GGS 視神経炎 III 眼科 2018年1月末時点
皮膚 大阪医科大 DUPILUMAB アトピー性皮膚炎(非盲検試験) III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 大阪医科大 ネモリズマブ アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
耳鼻いんこう 大阪医科大 Dupilumab 両側性鼻茸を有する患者 III 耳鼻咽喉科・頭頸部外科2018年1月末時点
小児 大阪医科大 アバタセプト 若年性特発性関節炎 III 小児科 2018年1月末時点
小児 大阪医科大 ALXN1210 非典型溶血性尿毒症症候群 III 小児科 2018年1月末時点
医療機器・材料 大阪医科大 LX-01 潰瘍性大腸炎 医療機器 消化器内科 2018年1月末時点
医療機器・材料 大阪医科大 CK2-085 緑内障 医療機器 眼科 2018年1月末時点
精神・神経 関西医大 KPS-0373 脊髄小脳変性症 III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 関西医大 KW-0761 ヒトT細胞白血病ウイルス関連脊髄症 III 神経内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 LDK378 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 LDK378 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 CH5424802 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 **** *** I/II 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
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がん(肺) 関西医大 M*** *** II 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MK-3475 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MEDI4736 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 **** *** Ib 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 AZD9291 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MEDI4736 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MPDL3280A 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MPDL3280A 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 **** *** I 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 BMS-936558 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MK-3475 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 BMS-734016 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 LY3009806 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 ASP8273 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MSB0010718C 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 BMS-936558 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MK-3475 肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 AZD9291 非小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 BI695502 非小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 BMS-936558/BMS-734016 非小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 MK-3475 非小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 ONO-4538 非小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 S 49076 非小細胞肺癌 I/II 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 rovalpituzumab 小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 rovalpituzumab 小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 INCB024360 非小細胞肺癌 III 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 関西医大 AZD9291 非小細胞肺癌 II 呼吸器腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 関西医大 S-588410 食道癌 III 消化器外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 関西医大 ONO-4538 食道扁平上皮癌 III 消化管外科 2018年1月末時点
がん(乳) 関西医大 Durvalumab/Tremelimumab/フルベストラント乳癌 II 乳腺外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 関西医大 MK-3475 *** II 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 関西医大 MK-3475 *** II 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 関西医大 MK-3475 尿路上皮癌 III 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 関西医大 エンザルタミド 前立腺癌 製造販売後 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 関西医大 MPDL3280A 転移性去勢抵抗性前立腺癌 III 腎泌尿器外科 2018年1月末時点
がん(血液) 関西医大 BMS-936564 *** I/II 血液腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(血液) 関西医大 BAY 80-6946 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 III 血液腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 関西医大 MEDI4736 頭頸部癌 III 耳鼻咽喉科・頭頸部外科2018年1月末時点
がん(その他) 関西医大 ONO-4538/BMS-936558 膠芽腫 III 脳神経外科 2018年1月末時点
がん(その他) 関西医大 MEDI4736 頭頸部癌 III 耳鼻咽喉科・頭頸部外科2018年1月末時点
がん(その他) 関西医大 ONO-4538/BMS-936558 膠芽腫 III 脳神経外科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 関西医大 MR11A8 急性呼吸窮迫症候群 III 麻酔科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 関西医大 PT010、PT003、PT009 慢性閉塞性肺疾患(COPD) III 呼吸器感染症内科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 関西医大 PT010, PT003, PT009 慢性閉塞性肺疾患（COPD） III 呼吸器感染症内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 関西医大 GS-6034 潰瘍性大腸炎 II/III 消化器肝臓内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 関西医大 GS-6034 潰瘍性大腸炎 III 消化器肝臓内科 2018年1月末時点

①平成30年1月末時点実施中



肝臓・肝炎・胆・膵 関西医大 E6011 原発性胆汁性胆管炎 II 消化器肝臓内科 2018年1月末時点
肝臓・肝炎・胆・膵 関西医大 E6011 原発性胆汁性胆管炎 - 消化器肝臓内科 2018年1月末時点
膠原病 関西医大 GGS 顕微鏡的多発血管炎 III リウマチ・膠原病科 2018年1月末時点
膠原病 関西医大 ABT-494 関節症性乾癬 III リウマチ・膠原病科 2018年1月末時点
眼 関西医大 RTH258 滲出型加齢黄斑変性 III 眼科 2018年1月末時点
皮膚 関西医大 risankizumab 汎発型膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症 III *** 2018年1月末時点
皮膚 関西医大 BI 655066 慢性局面型乾癬 II/III *** 2018年1月末時点
皮膚 関西医大 アダリムマブ/D2E7 壊疽性膿皮症 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 関西医大 risankizmab /ABBV-066 慢性局面型乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
耳鼻いんこう 関西医大 SAR231893 両側性の鼻茸 III 耳鼻咽喉科・頭頸部外科2018年1月末時点
整形(がん除く) 関西医大 NT 201 脳卒中後の上肢痙縮 III リハビリテーション科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 関西医大 NT 201 脳卒中後の下肢痙縮 III リハビリテーション科 2018年1月末時点
整形(がん除く) 関西医大 GSK1358820 脳卒中後の上肢痙縮 III リハビリテーション科 2018年1月末時点
精神・神経 近畿大学 SA237 視神経脊髄炎 III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 近畿大学 FPF300 Crow-Fukase症候群 III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 近畿大学 S-877489 注意欠如・多動症 III メンタルヘルス科 2018年1月末時点
精神・神経 近畿大学 ECULIZUMAB 重症筋無力症 III 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 近畿大学 A** *** II 神経内科 2018年1月末時点
精神・神経 近畿大学 E2007 てんかん III 脳神経外科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 PF-00299804 非小細胞性肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 LDK378 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 CH5424802 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 P** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MPDL3280A 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 ZD1839(イレッサ) 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 M** *** II/III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MK-3475 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 ONO-4538/BMS-936558 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MEDI4736 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 LY2835219 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MSB0010718C 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 ABT-888 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 *** *** Ib/III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 L** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 I** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MEDI4736 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 AZD9291 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 *** *** Ib/II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 BMS-936558 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 N** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 BMS-936558 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 ONO-4538/BMS-936558 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MEDI 4736 非小細胞肺癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MEDI 4736、Tremelimumab 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 ASP8273 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 A** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点

①平成30年1月末時点実施中



がん(肺) 近畿大学 O** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MPDL3280A 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 T** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 AZD9291 非小細胞肺癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 BMS-936558 胸膜中皮腫 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 R** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 PF-06463922 *** III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 BMS-936558/BMS-734016 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 ONO-4538 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MEDI4736，Tremelimumab 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 BMS-936558/BMS-734016 非小細胞肺癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 MEDI4736，Tremelimumab 非小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 Rovalpituzumab 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(肺) 近畿大学 Rovalpituzumab 小細胞肺癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 S-1 *** I/II 消化器内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 TS-1、L-OHP、UFT、LV 大腸癌 製造販売後 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 ONO-4538 胃癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 S-588410 食道癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MK-3475 胃癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 ONO-4538 食道癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MK-3475 食道癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MK-3475 胃癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MK-3475 大腸癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MSB0010718C 胃癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 O** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 B** *** II/III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MK-3475 非小細胞肺癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 ONO-4538 食道癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 ONO-4538 胃癌 その他 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 Nivolumab・Ipilimumab 食道癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 MK-3475 食道癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(消化器) 近畿大学 D** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 RO4876646 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 ペルツズマブ 乳癌 製造販売後 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 LY2835219 乳癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 B** *** II 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 MK-3475 乳癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 MPDL3280A 乳癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 MK-3475 乳癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 MK-3475 乳癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 K** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 D** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(乳) 近畿大学 Ipatasertib 乳癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点

①平成30年1月末時点実施中



がん(婦人科) 近畿大学 AZD2281 卵巣癌 III 産婦人科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 近畿大学 O** *** II 産婦人科 2018年1月末時点
がん(婦人科) 近畿大学 Veliparib 卵巣癌 III 産婦人科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 レンバチニブ(E7080) 肝細胞癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 LY3009806 肝細胞癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 ONO-4538/BMS-936558 肝細胞癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 M** *** II 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 MK-3475 肝細胞癌 III 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 *** *** I 消化器内科 2018年1月末時点
がん(肝・胆・膵) 近畿大学 E7080 肝細胞癌 その他 消化器内科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 GW786034 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 AG-013736 腎癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 ONO-4538/BMS-936558 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 JNJ-212082 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 BAY 88-8223 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MPDL3280A 膀胱癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 ONO-4538/BMS-734016 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 *** *** I 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 ARN-509(JNJ-56021927) 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 JNJ-56021927 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MPDL3280A 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 atezolizumab 膀胱癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 JNJ56021927 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MEDI4736 膀胱癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MSB0010718C 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MDV3100 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MSB0010718C 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 M** *** II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 BAY1841788 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 ONO-4538 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 T** *** II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 エンザルタミド 前立腺癌 IV 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MK-3475 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 atezolizumab 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 atezolizumab 尿路上皮癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 atezolizumab 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 BAY1841788 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 MK-3475 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
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がん(泌尿器・腎) 近畿大学 AZD228 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 RO5532961 前立腺癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 BMS-936558/BMS-734016 腎細胞癌 III 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(泌尿器・腎) 近畿大学 C** *** II 泌尿器科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 AMN107 慢性骨髄性白血病 III 血液内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 RO5072759(GA101) リンパ腫 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 AMN107 慢性骨髄性白血病 製造販売後 血液内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 ボスチニブ 慢性骨髄性白血病 III 血液内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 PCI-32765 非ホジキンリンパ腫 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 PCI-32765 リンパ腫 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 M** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 SGI-110 急性骨髄性白血病 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 ASP2215 急性骨髄性白血病 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 SyB L-1101 骨髄異形成症候群 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 MK-3475 多発性骨髄腫 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 A** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 MK-3475 ホジキンリンパ腫 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 H** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 H** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 SGI-110 MDS III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 ABT-199 慢性骨髄性白血病 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 *** *** I 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 B** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 *** *** I 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 N** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 SGI-110 急性骨髄性白血病 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 SyB L-0501 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 ABL001 慢性骨髄性白血病 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(血液) 近畿大学 *** *** I/II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 V** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 MK-3475 頭頚部癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 MEDI 4736 頭頚部癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 ダ** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 M** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 MEDI4736 頭頚部癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 Avelumab 頭頚部癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
がん(その他) 近畿大学 ONO-4538 頭頚部癌 III 腫瘍内科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 近畿大学 BIBF1120 強皮症 III 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 近畿大学 ART-123 特発性肺線維症 III 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 近畿大学 PT010、PT003、 PT009 COPD III 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 近畿大学 PT010、PT003、 PT009 COPD III 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 近畿大学 ニンテダニブ IPF IV 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 近畿大学 S** *** II 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
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肺疾患(がん除く) 近畿大学 PT010、PT003、 PT009 COPD III 呼吸器・アレルギー内科2018年1月末時点
消化器(がん除く) 近畿大学 AJM300 潰瘍性大腸炎 III 消化器内科 2018年1月末時点
消化器(がん除く) 近畿大学 E** *** II 消化器内科 2018年1月末時点
静脈血栓症・肺塞栓症 近畿大学 NS-304 CTEPH III 循環器内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 近畿大学 B** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 近畿大学 *** *** I/II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 近畿大学 A** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
血液(がん除く) 近畿大学 ALXN1210 夜間ヘモグロビン尿症 III 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
皮膚 近畿大学 CNTO1959 乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 近畿大学 CNTO1959 掌蹠膿疱症 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 近畿大学 B** *** II/III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 近畿大学 C** *** II/III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 近畿大学 nemolizumab アトピー性皮膚炎 III 皮膚科 2018年1月末時点
皮膚 近畿大学 risankizumab 乾癬 III 皮膚科 2018年1月末時点
小児 近畿大学 TAK-536 小児高血圧 III 小児科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 A** *** II 泌尿器科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 L** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 C** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 O** *** II 腫瘍内科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 *** *** I 腫瘍内科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 A** *** II 血液・膠原病内科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 GS-0387 骨髄線維症 III 血液内科 2018年1月末時点
その他 近畿大学 TJ-24 更年期障害 製造販売後 東洋医学 2018年1月末時点
不整脈 堺市立総合医療CONO-1101 敗血症に伴う頻脈性不整脈 II/III 集中治療科 2018年1月末時点
がん(消化器) 堺市立総合医療CTAS-118 胃癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 堺市立総合医療CLY3009806 胃腺癌/食道胃接合部腺癌 II 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 堺市立総合医療CTAS-102 胃癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(消化器) 堺市立総合医療CONO-4538 胃癌 II/III 外科 2018年1月末時点
がん(乳) 堺市立総合医療Cフルベストラント 乳癌 III 外科 2018年1月末時点
がん(その他) 堺市立総合医療CHP-3150 がん疼痛 III 外科 2018年1月末時点
肺疾患(がん除く) 堺市立総合医療CGSK2834425 喘息 III 呼吸器内科 2018年1月末時点
眼 堺市立総合医療CSJP-0133 加齢黄斑変性症 III 眼科 2018年1月末時点
感染症 堺市立総合医療CMK-7625A 人工呼吸器装着下院内肺炎 III 集中治療科 2018年1月末時点
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