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革新がんでサポート
されている試験

臨床試験
国内

更新

標準治療
化学療法±放射
線治療

UMIN000019093
追跡中・Phase II
小児HLに対する層別化治療（HL-14）
2015.10～2020.3（観察中）

標準治療
化学療法

UMIN000002213
追跡中・Phase II
限局期小児LBLに対する多剤併用化学療法
（LLB-NHL03）
2004.11～2019.10

標準治療
強化化学療法

jRCTs041180173
追跡中・Phase II
進行期小児LBLに対する多剤併用化学療法
（ALB-NHL-14）
2015.9～2021.8

標準治療
強化化学療法±
造血細胞移植

UMIN 000016346
登録中・Phase II
再発・治療抵抗性LBLに対する多剤併用療法・造血幹細
胞移植（ALB-R13）
2015.2～2021.2

標準治療
化学療法

jRCTs041210104
登録中・Phase II
小児・AYA世代限局期B-NHLに対する
rituximab併用化学療法(B-NHL-20)

海外

準備中
（米国）NCT03755804
登録中・Phase II
初発時HLに対する
BV＋多剤併用療法（ｃHOD17）
2018.11～

（米国）NCT02166463
追跡中・Phase II
初発HL (HR) BV＋多剤併用療法
（AHDO1331）2015.3～

（米国）NCT01190930
追跡中・Phase III
新規診断SR-ALLまたは限局期B-LBｌに対するリス
ク調整化学療法(COG AALL0932） 2010.8～

更新

新規

標準治療
リツキシマブ併
用強化化学療法

（米国）St. Jude 小児病院
NCT03117751
登録中・Phase II / III
Total Therapy XVII for Newly
Diagnosed Patients with
lymphoblastic Leukemia and
Lymphoma (TOT17 ) 2017.3～

(米国) NCT03136146
登録中・Phase II
再発難治ALL/リンパ芽球性
リンパ腫/バーキットリンパ腫/
ダブルヒットリンパ腫に対する
多剤併用化学療法臨床試験
2017.11〜

（米国）MD Anderson
NCT00501826
登録中・Phase II
小児未治療T-ALL / T-LBLに対す
るHyper-CVAD plus
Nelarabine (2006-0328)
2007.7～

(米国) NCT01700946
追跡中・PhaseⅡ
再発Bリンパ球性白血病とリン
パ腫に対するRituximabとIL-2を
併用する多剤併用治療試験
(ALLR18) 2013.4〜

JCCG Phase II
小児・AYA HLのBV先行
投与反応性による層別化
（HL-20）2022.9～予定

（欧州）
NCT04043494
登録中・
Phase III
小児・思春期未治療
LBLに対する国際共
同研究(LBL2018)
2019.8～

更新

(欧州)
NCT03384654
追跡中・Phase Ⅱ
Janssen社主導
小児・若年成人の難治
ALL/LBLに対する
Daratumumab投与の有効性
と安全性試験 2018.7〜

更新

（欧州） NCT03206671
登録中・Phase II/III
CD20+成熟B-NHLに対するRituximab追加化学療法(B-NHL 2013）
2013.1～

更新

（米国） NCT01979536
追跡中・Phase II
初発ALCLに対するALCL99 + CZ or BV
（ANHL12P1）
2013.11～2021.3

標準治療
化学療法

標準治療
強化化学療法/
ブレンツキシマ
ブ ベドチン／
ALK阻害薬±
造血細胞移植

2022年1月 作成

（欧州）
2017-002935-40（EU-CTR）
登録中・Phase II
低リスクALCLに対するVBL単剤試験
（ALCL-VBL） 2020.8～

jRCTs041190066
登録中・Phase II
再発・難治性ALCLに対する
骨髄非破壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移
植（ALCL-RIC18）

（ITCC） ITCC053
2015-005437-53（EU-CTR）
登録中・Phase Ib
再発ALCLに対するCZ + VBL
（CRISP）
2016.6～

UMIN 000028075
登録終了・Phase I/II
再発・難治性ALCLに対するクリゾチニブ
（CRZ-NBALCL）
2017.10～2021.12

（欧州） NCT03703050
登録中・Phase II
再発・難治性ALCLに対するニボルマブ単剤
（NIVO-ALCL）
2019.1～

JCCG
高リスクALK+ALCLに対する
アレクチニブ併用化学療法
未治療ALK+ALCLに対する
アレクチニブ医師主導治験

小児リンパ腫 治療開発マップ 更新一覧表
試験ID

試験名

jRCTs041210104

小児・AYA世代の限局期成熟B細胞性リン
パ腫に対するリツキシマブ併用化学療法の
有効性の評価を目的とした多施設共同臨床
試験

新マップ

URL

登録中

https://jrct.niph.go.jp/latest
-detail/jRCTs041210104

更新

UMIN000019093

小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET
検査による初期治療反応性判定を用いた治
療法の効果を確認する第II相試験 (HL-14)

登録中

追跡中

https://upload.umin.ac.jp/cg
i-openbin/ctr/ctr_view.cgi?recptno
=R000022077

更新

jRCTs041180173

標準的化学療法を行った進行期小児リンパ
芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目的と
した多施設共同試験

登録中

追跡中

https://jrct.niph.go.jp/latest
-detail/jRCTs041180173

更新

NCT01700946

再発Bリンパ球性白血病とリンパ腫に対す
るRituximabとIL-2を併用する多剤併用
治療試験 (ALLR18)

登録中

追跡中

https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT01700946

更新

NCT03384654

Janssen社主導
小児・若年成人の難治ALL/LBLに対する
Daratumumab投与の有効性と安全性試験

登録中

追跡中

https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT03384654

更新

NCT01979536

登録中

追跡中

https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT01979536

新規

初発ALCLに対するALCL99 + CZ or BV
（ANHL12P1）

旧マップ
準備中

