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1738 小児科学（血液） 江　口　光　興 大和田　葉子

JSKDC02「ステロイド抵抗性小児ネフローゼ症候群を対象としたシクロ
スポリン＋プレドニゾロン併用療法とコハク酸メチルプレドニゾロンナトリ
ウム＋シクロスポリン＋プレドニゾロン併用療法の多施設共同非盲検ラ
ンダム化比較試験」

平成17年10月11日

1917 耳鼻咽喉科学 春　名　眞　一 春　名　眞　一 嗅粘膜障害における活性好酸球の関与 平成19年06月26日

1925 精神神経医学 下　田　和　孝 藤　井　久彌子 向精神薬によるＱＴ延長リスクの遺伝学的評価 平成19年07月10日

2085 内科学（心血管・肺） 金　子　　　昇 阿　部　七　郎
日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解
析 平成21年01月13日

2133 内科学（循環器） 石　光　俊　彦 八　木　　　博 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI） 平成21年06月09日

2162 精神神経医学 下　田　和　孝 尾　関　祐　二
精神疾患患者におけるＬ－セリン合成系とそれに関連するアミノ酸の検
討 平成21年07月14日

2182 形成外科学 朝　戸　裕　貴 梅　川　浩　平 日本形成外科学会疾患登録システム 平成21年09月08日

2141 整形外科学 野　原　　　裕 吉　川　勝　久 人工関節登録制度の確立 平成21年09月08日

21122 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光
小児慢性期慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）に対する多施設共同研究ＣＭＬ
－０８ 平成21年11月10日

22042 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 阿　部　七　郎 薬剤溶出性ステント植え込み冠動脈局所での再内皮化障害の検討 平成22年09月14日

22091 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性
に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験（MLL-10) 平成23年03月08日

22092 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光 乳児白血病における白血病幹細胞の同定 平成23年03月08日

23043 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 田　口　　　功
自己脂肪組織由来前駆細胞の脂肪細胞・内皮細胞・平滑筋細胞への分
化誘導能およびサイトカイン産生能に関する基礎的検討 平成23年10月11日

23057 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光
若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用Bu+Flu+L-PAM前処
置法による同種造血幹細胞移植第Ⅱ相臨床試験実施計画書 平成23年12月06日

23081 小児科学 有　阪　　　治 有　阪　　　治 17-ヒドロキシプロゲステロンキットの小児における基準値設定 平成24年02月07日

24028 小児科学 有　阪　　　治 渡　部　功　之
先天奇形症候群における遺伝的要因の探索：１４番染色体父性片親ダ
イソミー 平成24年07月10日

24064 産科婦人科学 深　澤　一　雄 坂　本　尚　徳
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業及び
登録情報に基づく研究 平成24年12月04日

24071 内科学（神経） 平　田　幸　一 國　分　則　人 神経・筋チャネル病の遺伝子解析 平成24年12月04日

24097 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 阿　部　七　郎 急性心筋梗塞と治療の現状とその効果の実態調査(J-MINUET) 平成25年01月08日

24126 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 春　名　眞　一 中　山　次　久
鼻副鼻腔疾患に対する治療効果の検討
-鼻呼気NOの測定を中心に- 平成25年04月09日

24130 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 春　名　眞　一 中　島　逸　男
小児睡眠時呼吸障害に対するアデノイド切除術後の再増殖に関する検
討 平成25年04月09日

25017 内科学（循環器・腎臓） 石　光　俊　彦 堀　中　繁　夫 心血管イベント予知因子としてのCAVIに関する前向き研究（CAVI-J) 平成25年05月14日

大学病院生命倫理委員会承認案件（平成31年3月時点）
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25035 呼吸器外科学 千　田　雅　之 井　上　　　尚
高齢者(75歳以上)の病理病期Ⅱ－ⅢA期非小細胞肺癌感染切除例に
対するカルボプラチン/TS-1による術後補助化学療法のfeasibility
study(エスカルゴ002)

平成25年07月09日

25038 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光
急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定期量PCR
法による骨髄微小残存病変（MRD)量の測定 平成25年07月09日

25056 内科学（神経） 平　田　幸　一 國　分　則　人
ギラン・バレー症候群(GBS)の臨床経過と予後についての研究
-International GBS Outcome Study(IGOS)- 平成25年10月08日

25068 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 阿　部　七　郎
慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予防効果の
検討 (RESPECT-EPA)

平成25年11月05日

25071 内科学（内分泌代謝） 麻　生　好　正 友　常　孝　則 CETP欠損症における遺伝子異常のシーケンス解析、及び治療の検討 平成25年11月05日

25112 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 豊　田　　　茂　 高感度トロポニンⅠ検査による急性心筋梗塞鑑別法の有用性の検討 平成26年03月04日

25114 精神神経医学 下　田　和　孝 長谷川　千　絵
メランコリーの概念はうつ病の治療および予後予測の指標になりえるの
か

平成26年03月04日

25122 第一外科学 加　藤　広　行 中　島　政　信
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭
清効果を検討する介入研究 平成26年04月08日

26013 産科婦人科学 深　澤　一　雄 坂　本　尚　徳

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点滴静注
+Carboplatin3週毎点滴静注投与対Paclitaxel毎週点滴静注
+Carboplatin3週毎腹腔内投与のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験(GOTIC-
001/JGOG3019)

平成26年05月13日

26005 第一外科学 加　藤　広　行 山　口　　　悟
OCD1401進行下部直腸癌に対する照射野を小骨盤に限局した術前化
学放射線療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験 平成26年05月13日

26020 眼科学 妹　尾　　　正 永　田　万由美 摘出アクリル製眼内レンズの表面散乱光の分析 平成26年06月10日

26032 内科学（血液・腫瘍） 三　谷　絹　子 半　田　智　幸
６５歳以下自家造血幹細胞移植後再発多発性骨髄腫に対するボルテゾ
ミブおよびレナリドミドによる再寛解療法と維持療法、および自家・同種
造血幹細胞移植による再発後治療の有効性と安全性の検討

平成26年08月26日

26034 口腔外科学 川　又　　　均 齋　藤　正　浩
頭頸部癌患者又は造血器腫瘍患者の化学療法および放射線療法の完
遂率に及ぼすポラプレジンク含有含嗽薬の効果

平成26年08月26日

26038 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光
重症および最重症再生不良性貧血患者に対するウサギ胸腺細胞抗グ
ロブリン(サイモグロブリン)の前方視的ランダム化用量比較多施設共同
研究

平成26年09月09日

26056 小児科学 有　阪　　　治 坪　井　龍　生 川崎病に関する遺伝子解析に関する多施設共同研究 平成26年10月14日

26068 産科婦人科学 深　澤　一　雄 深　澤　一　雄
センチネルリンパ節ナビゲーションによる早期子宮頸がん患者の系統的
骨盤リンパ節郭清術の省略に関する前方視的検討

平成26年11月11日

26066 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 春　名　眞　一 中　島　逸　男
耳鼻咽喉科領域における遠隔医療を用いた双方向手術指導について
の検討 平成26年11月11日

26075 内科学（循環器・腎臓） 石　光　俊　彦 里　中　弘　志
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究
-ダルベポエチンアルファ製剤低反応性に関する検討- 平成26年11月11日

26056 小児科学 有　阪　　　治 坪　井　龍　生 川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究 平成26年11月11日

26083 内科学（神経） 平　田　幸　一 竹　川　英　宏 栃木県民の頚動脈内中膜複合体厚に影響を及ぼす因子の検討 平成27年01月13日
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26097 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 清　水　泰　生 肺癌組織における選択的オートファジー関与の検討 平成27年02月03日

26098 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 清　水　泰　生 肉芽形成性肺疾患組織における選択的オートファジー関与の検討 平成27年02月03日

26096 小児科学 有　阪　　　治 吉　原　重　美 小児の特異的IgE抗体検査を用いたアレルギーマーチに関する研究 平成27年02月03日

26092 精神神経医学 下　田　和　孝 藤　井　久彌子 精神疾患における神経疾患の診断の試み 平成27年02月03日

26093 精神神経医学 下　田　和　孝 藤　井　久彌子 ラモトリギンの皮膚症状出現への影響に関する調査 平成27年02月03日

26106 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 新　井　　　良
ＲＥＴ融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、
分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 平成27年03月10日

26111 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　吏 抗凝固療法リバーロキサバンによる内皮細胞誘導効果の検討 平成27年03月10日

26112 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　吏
大動脈破綻の先制診断を目的とする血管内視鏡を用いたレジストリー
研究

平成27年03月10日

26092 精神神経医学 下　田　和　孝 藤　井　久彌子 精神疾患における神経疾患の診断の試み 平成27年03月10日

26114 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也
高リスク肝芽腫に対するDose-dence cisplatin療法と外科療法の安全性
を評価する多施設共同臨床研究 平成27年04月07日

26123 小児科学 有　阪　　　治 黒　澤　秀　光
日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）における小児血液腫
瘍性疾患を対象とした前方視的研究 JPLSG-CHM-14

平成27年04月07日

27021 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也 小児固形腫瘍観察研究 平成27年05月12日

27007 整形外科学 種　市　　　洋 山　本　　　格 Ｄｙｎａｍｉｃ ＭＲＩによる半月板動態解析 平成27年05月12日

27013 整形外科学 種　市　　　洋 稲　見　　　聡 脊柱側弯症の遺伝子解析に関する研究 平成27年05月12日

27028 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 春　名　眞　一 吉　田　拓　人
好酸球性副鼻腔炎患者に対するケナコルト®局所投与による治療効果
の検討 平成27年06月09日

27045 眼科学 妹　尾　　　正 伊　藤　　　栄 アスコルビン酸の水疱性角膜症に対する影響の究明 平成27年07月14日

27038 産科婦人科学 深　澤　一　雄 宮　下　　　進 胎児冠血流の評価 平成27年07月14日

27050 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理吏

急性冠症候群におけるシナジーステントの検討
ABBA study：Angioscopy and Biomarker evaluation between durable vs.
Bioabsorbable polymer EES in Japanese ACS patients 平成27年07月14日

27055 小児科学 有　阪　　　治 坪　井　弥　生 ペルオキシソーム病の病態解明と治療法開発に関する研究 平成27年07月31日

27056 小児科学 有　阪　　　治 坪　井　弥　生
胎児試料を用いたペルオキシソーム病の診断と遺伝子解析に関する研
究 平成27年07月31日

27059 小児科学 有　阪　　　治 鈴　村　　　宏
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システム
の構築

平成27年09月08日

27080 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 石　井　芳　樹
ＣＯＰＤ・間質性肺炎における動脈血酸素飽和度連続測定の有用性に
関する研究 平成27年10月13日

27074 ハートセンター 井　上　晃　男 中　島　敏　明 心臓リハビリテーションの総合的評価と新規リハビリ法の臨床的検討 平成27年10月13日
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27077 ハートセンター 井　上　晃　男 中　島　敏　明
心大血管外科手術患者における筋萎縮・サルコペニアのメカニズムの
解明とその改善への応用研究

平成27年10月13日

27078 内科学（内分泌代謝） 麻　生　好　正 加　藤　嘉奈子
副腎疾患及びＡＣＴＨ非依存性大結節性副腎過形成における遺伝子異
常のシーケンス解析、及び治療の検討 平成27年10月13日

27088 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 知　花　和　行
アレルゲン免疫療法による皮内反応閾値濃度および好塩基球活性化
マーカーの変化の検討 平成27年11月10日

27097 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 清　水　泰　生 iPS細胞を用いた呼吸器疾患の病態解明と創薬 平成27年11月10日

27091 第二外科学 窪　田　敬　一 青　木　　　琢
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する後向
き観察研究（PROP-UP study Ⅰ） 平成27年11月10日

27092 第二外科学 窪　田　敬　一 青　木　　　琢
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する前向
き観察研究（PROP-UP study Ⅱ） 平成27年11月10日

27093 第二外科学 窪　田　敬　一 青　木　　　琢
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍患者の血清クロモグラ
ニンA・NSEに関する研究（PROP-UP study Ⅱ-付随研究） 平成27年11月10日

27121 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 新　井　　　良 包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）構築研究（NEJSG021A study） 平成28年01月12日

27122 第二外科学 窪　田　敬　一 青　木　　　琢
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討
～前向き多施設共同研究～

平成28年01月12日

27129 内科学（血液・腫瘍） 三　谷　絹　子 鴇　田　勝　哉
再発・難治悪性リンパ腫におけるサルベージ療法としてのPECAM療法
の有効性・副作用についての後方視的解析 平成28年02月02日

27127 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 清　水　泰　生 特発性肺線維症患者における末梢血中脂質の網羅的解析 平成28年02月02日

27128 口腔外科学 川　又　　　均 齋　藤　正　浩
母斑性基底細胞癌症候群の発生に関するヘッジホッグ情報伝達系遺伝
子群の変異解析 平成28年02月02日

27150 眼科学 妹　尾　　　正 永　田　万由美 アクリル製眼内レンズ２種の前嚢収縮率と収縮性状の比較 平成28年03月08日

27143 形成外科学 朝　戸　裕　貴 福　田　憲　翁 熱傷入院患者のレジストリーに関する研究 平成28年03月08日

27133 小児科学 有　阪　　　治 大和田　葉　子
小児ネフローゼ症候群の疾患感受性遺伝子および薬剤感受性遺伝子
同定研究 平成28年03月08日

27141 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 天　野　裕　久
肺高血圧患者に関する前向き大規模実態調査（日本肺循環学会での多
施設共同調査）

平成28年03月08日

27154 精神神経医学 下　田　和　孝 篠　﨑　將　貴
抑うつ障害群におけるベンラファキシンの効果的薬物投与法の確立：
CYP2D6遺伝子型と光学異性体血中濃度・治療反応性・副作用との関
連

平成28年03月08日

27144 泌尿器科学 釜　井　隆　男 阿　部　英　行

腎盂および上部尿管の上部尿路癌に対する腎尿管全摘術に伴う、リン
パ節郭清術の有効性と安全性に関する多施設共同前向き無作為化研
究
Amulti-institutional prospective randomized controlled study
investigating the outcome and safty of the lymphadenectomy plus
radical nephroureterectomy for upper tract urothelial cancer(LYNUC
study)

平成28年03月08日

27153 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也 初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 平成28年04月12日
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27156 整形外科学 種　市　　　洋 浅　野　太　志 脊椎後縦靭帯骨化症の手術成績に関する前向き多施設研究 平成28年04月12日

27161 第一外科学 加　藤　広　行 佐々木　欣　郎
進行度（病理分類）Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に関す
る前向きコホート研究

平成28年04月12日

27157 内科学（神経） 平　田　幸　一 鈴　木　圭　輔 レストレスレッグス症候群の亜型（RLS variants）に関する検討 平成28年04月12日

28016 内科学（リウマチ・膠原病） 倉　沢　和　宏 倉　沢　和　宏
日本の臨床現場における生物学的製剤未投与の関節リウマチ患者を
対象としたアバタセプトの多施設共同による長期観察研究 平成28年05月10日

28015 小児科学 有　阪　　　治 大和田　葉　子
小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象と
したリツキシマブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの薬物動態
試験（JSKDC09）

平成28年05月10日

28012 ハートセンター 井　上　晃　男 中　島　敏　明
睡眠時夜間無呼吸症候群（SAS）の血液バイオマーカーとCPAP療法、
心臓リハビリテーションの効果に関する臨床的検討 平成28年05月10日

28013 ハートセンター 井　上　晃　男 中　島　敏　明 myBeatホーム心電図を用いた臨床応用に関する研究 平成28年05月10日

28010 泌尿器科学 釜　井　隆　男 深　堀　能　立
前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に関す
る実態調査研究 平成28年05月10日

28005 麻酔科学 濱　口　眞　輔 秦　　　要　人 デスフルランが術後精神運動機能の回復に及ぼす影響 平成28年5月10日

28022 産科婦人科学 深　澤　一　雄 宮　下　　　進
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査の臨床
研究 平成28年06月14日

28036 産科婦人科学 深　澤　一　雄 宮　下　　　進
母体血胎児染色体検査（NIPT)におけるセルフリーDNAの量的変化と胎
児の染色体異常および臨床所見に関する研究 平成28年06月14日

28021 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也 アスパラギナーゼの薬物動態学的、薬力学的解析に関する研究 平成28年06月14日

28032 小児科学 有　阪　　　治 市　川　純　子 成長ホルモン治療導入における注入器の選択についての調査 平成28年06月14日

28041 整形外科学 種　市　　　洋 山　口　雄　史
膝関節全層軟骨欠損を対象とした自家培養軟骨（ジャック）の使用成績
調査 平成28年06月14日

28009
第一外科学
→乳腺センター

加　藤　広　行
上　野　　　望
→阿部曉人

乳腺原発悪性腫瘍intrinsic subtypeに関する臨床病理学的検討 平成28年06月14日

28034 内科学（神経） 平　田　幸　一 鈴　木　圭　輔 神経変性疾患における血清インスリン様成長因子（IGF-1)に関する検討 平成28年06月14日

28061 小児科学 有　阪　　　治 吉　原　重　美
初回喘息時におけるその後の喘息発症に関与するバイオマーカーの検
討 平成28年07月12日

28055 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　史
ヒト皮下脂肪由来間葉系前駆細胞を用いた重症虚血肢に対する血管新
生療法についての研究 平成28年07月12日

26106 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 新　井　　　良
ＲＥＴ融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、
分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 平成28年07月27日

27074 ハートセンター 井　上　晃　男 中　島　敏　明 心臓リハビリテーションの総合的評価と新規リハビリ法の臨床的検討 平成28年07月27日

28076 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　史
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法に
よる血栓性イベント、出血性イベント、血小板凝集抑制作用の実態調査
（PENDULUM研究）

平成28年08月04日

28075 精神神経医学 下　田　和　孝 藤　井　久彌子 精神疾患における代謝異常疾患の検討 平成28年08月04日
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28075 精神神経医学 下　田　和　孝 藤　井　久彌子 精神疾患における代謝異常疾患の検討 平成28年08月26日

28083 精神神経医学 下　田　和　孝 尾　関　祐　二 精神疾患の経過における自閉スペクトラム症傾向の影響の評価 平成28年09月03日

27153 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也 初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 平成28年09月08日

27074 ハートセンター 井　上　晃　男 中　島　敏　明 心臓リハビリテーションの総合的評価と新規リハビリ法の臨床的検討 平成28年09月08日

28087 呼吸器外科学 千　田　雅　之 小林　哲
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性憎悪予測リスクスコア
バリデーションスタディ 平成28年10月04日

25068 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 阿部　七郎
慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予防効果の
検討 (RESPECT-EPA) 平成28年10月05日

28089 病理診断学 今　井　康　雄 飯野　望
遺伝子変異解析に必要なホルマリン固定パラフィン切片から抽出した核
酸の質の検討 平成28年10月11日

28096 精神神経医学 下　田　和　孝 川俣　安史
パロキセチン誘発性悪性症候群の１例におけるCYP2D6遺伝子多型解
析 平成28年10月14日

27038 産科婦人科学 深　澤　一　雄 宮　下　　　進 胎児冠血流の評価 平成28年11月04日

28101 産科婦人科学 深　澤　一　雄 宮　下　　　進
位相差トラッキング法を応用したヒト胎児の脈波伝播速度および脈圧計
測の有用性を検討する多施設共同研究 平成28年11月04日

26005 第一外科学 加　藤　広　行 山　口　　　悟
OCD1401進行下部直腸癌に対する照射野を小骨盤に限局した術前化
学放射線療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験 平成28年11月04日

28103 内科学（内分泌代謝） 麻　生　好　正 鈴　木　國　弘

Insulin Degludeg / Insulin Aspart BID injection therapy versus GLP-1
analogue Liraglutide and Insulin Deguldec combination therapy in
Tochigi: IDEAL Trial
２型糖尿病患者におけるインスリン配合剤１日２回投与と特効型インスリ
ン＋ＧＬＰ-１受容体作動薬併用療法の有用性を検討した多施設共同非
盲検無作為割付け並行群間比較試験

平成28年11月08日

27080 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 石　井　芳　樹
ＣＯＰＤ・間質性肺炎における動脈血酸素飽和度連続測定の有用性に
関する研究 平成28年11月22日

28110 第二外科学 窪　田　敬　一 青　木　　　琢 Ｂ型ウイルス性肝炎における肝癌発症のメカニズムの検討 平成28年12月06日

28118 内科学（神経） 平　田　幸　一 平　田　幸　一
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研
究 All Nippon AF In Elderly Registry－ANAFIE Registry－ 平成28年12月08日

28123 呼吸器外科学 千　田　雅　之 荒　木　　　修
非小細胞肺癌（cT1N0M0）に対する肺部分切除術の多施設前向き観察
研究 平成29年01月04日

27154 精神神経医学 下　田　和　孝 篠　﨑　將　貴
抑うつ障害群におけるベンラファキシンの効果的薬物投与法の確立：
CYP2D6遺伝子型と光学異性体血中濃度・治療反応性・副作用との関
連

平成29年01月04日

25122 第一外科学 加　藤　広　行 中　島　政　信
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭
清効果を検討する介入研究 平成29年01月04日

28128 看護学部（神経内科） 宮本　雅之 宮本　雅之
レム睡眠行動異常（睡眠時随伴症）による離床に対する予知・通知シス
テムの有用性

平成29年01月04日

28133 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也
20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究実施計画
書 平成29年01月16日
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28135 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也 ウィルムス腫瘍患者におけるWT1遺伝子胚細胞変異分析 平成29年01月16日

28143 健康管理科 大　類　方　巳 知　花　洋　子 検診目的のＭＲＣＰ受診者に関する後方視的検討 平成29年01月26日

28144 健康管理科 大　類　方　巳 知　花　洋　子
人間ドックおよび企業健診受診者の慢性閉塞性肺疾患の後方視的検討
（男女別検討） 平成29年01月26日

28142 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 清　水　泰　生 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究　(NEJ030) 平成29年01月26日

26096 小児科学 有　阪　　　治 吉　原　重　美 小児の特異的IgE抗体検査を用いたアレルギーマーチに関する研究 平成29年01月26日

28076 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　史
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法に
よる血栓性イベント、出血性イベント、血小板凝集抑制作用の実態調査
（PENDULUM研究）

平成29年01月26日

28150 内科学（内分泌代謝） 麻　生　好　正 飯　嶋　寿　江
トホグリフロジンによる血糖日内変動への影響
～ＣＧＭsによる検討～

平成29年01月26日

28155 第一外科学 加　藤　広　行 山　口　　　悟　

切除不能・再発大腸癌３次治療に対するTAS-102+Bevacizumab併用療
法：第Ⅱ相試験
TAS-102 and Bevacizumab as Sulvage line chemotherapy for colorectal
cancer. [TAS-CC3 Study]

平成29年02月01日

28159 健康管理科 大　類　方　巳 知　花　洋　子
人間ドックおよび企業健診受診者の逆流性食道炎(gastroesophageal
reflux disease:GERD)の実態 平成29年02月09日

28160 健康管理科 大　類　方　巳 知　花　洋　子
人間ドックおよび企業健診受診者におけるNAFLDの検討:（男女別、特
定健診質問票の検討) 平成29年02月09日

28157 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 石　井　芳　樹

喘息及び／又はCOPDと診断されたかその疑いがあると診断された患
者を対象に、経時的な患者の特性、治療パターン、及び疾病負荷の特
徴を示し、今後の個別化治療法の開発を支援しうる喘息／COPDを見分
けるアウトカムに関連するフェノタイプ及びエンドタイプを特定することを
目的とした最新（NOVEL）の縦断的（longiTudinal）観察試験（studY）

平成29年02月09日

28158 呼吸器外科学 千　田　雅　之 井　上　　　尚
重複癌における保険適応外部位の癌腫に対する抗がん薬の有効性、
無効性の検討

平成29年02月09日

25112 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 豊　田　　　茂　 高感度トロポニンⅠ検査による急性心筋梗塞鑑別法の有用性の検討 平成29年02月09日

28175 呼吸器外科学 千　田　雅　之 前　田　寿美子 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究 平成29年03月06日

28172 小児科学 有　阪　　　治 佐　藤　雄　也 脊柱管内浸潤例の国際協力前向き登録試験 平成29年03月06日

27088 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 知　花　和　行
アレルゲン免疫療法による皮内反応閾値濃度および好塩基球活性化
マーカーの変化の検討

平成29年03月11日

28192 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　吏
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓
リスクに関する前向き観察研究 平成29年03月11日

25114 精神神経医学 下　田　和　孝 長谷川　千　絵
メランコリーの概念はうつ病の治療および予後予測の指標になりえるの
か 平成29年03月11日

26005 第一外科学 加　藤　広　行 山　口　　　悟
OCD1401進行下部直腸癌に対する照射野を小骨盤に限局した術前化
学放射線療法の多施設共同第Ⅱ相臨床試験 平成29年03月11日
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28171 口腔外科学 川　又　　　均 小宮山　雄　介
テトラサイクリン系薬剤を用いた骨蛍光標識法による腐骨除去ナビゲー
ションシステムの検討

平成29年03月14日

29001 内科学（神経） 平　田　幸　一 駒ヶ嶺　朋　子 パーキンソン病における感覚の調査 平成29年4月4日

29004 排泄機能センター 山　西　友　典 加　賀　勘　家
難治性尿失禁に対するＳＳＰ（Ｓｌｉｖｅｒ Ｓｐｉｋｅ Ｐｏｉｎｔ）療法による抑制効
果の検討 平成29年4月4日

28142 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 清　水　泰　生 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究　(NEJ030) 平成29年4月8日

22091 小児科学 吉　原　重　美 黒　澤　秀　光
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性
に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験（MLL-10)

平成29年4月8日

29008 小児科学 吉　原　重　美 市　川　　　剛 ヒト尿中農薬代謝産物の分析 平成29年4月8日

27050 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理吏

急性冠症候群におけるシナジーステントの検討
ABBA study：Angioscopy and Biomarker evaluation between durable vs.
Bioabsorbable polymer EES in Japanese ACS patients 平成29年4月8日

28076 内科学（心臓・血管） 井　上　晃　男 佐久間　理　史
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法に
よる血栓性イベント、出血性イベント、血小板凝集抑制作用の実態調査
（PENDULUM研究）

平成29年4月8日

29007 第一外科学 加　藤　広　行 中　島　政　信　
食道癌の化学放射線療法による治療成績に関する後方視的研究
The result of concurrent chemoradiotherapy with esophageal carcinoma
[研究略称：CCRT for Esok]

平成29年4月8日

29013 健康管理科 大　類　方　巳 大　類　方　巳 医科大学・学生におけるＨＢワクチン追加接種の意義について 平成29年4月17日

29023 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 武　政　聡　浩
日本における気管支サーモプラスティの有用性と安全性に関する多施
設共同研究 平成29年5月9日

26114 小児科学 吉　原　重　美 佐　藤　雄　也
高リスク肝芽腫に対するDose-dense cisplatin療法と外科療法の安全性
を評価する多施設共同臨床試験　JPLT3-H 平成29年5月10日

29018 整形外科学 種　市　　　洋 飯　村　拓　哉
思春期特発性側弯症の胸椎後弯が腰仙椎矢状面アライメントと相補的
関係にあることを調査する 平成29年5月10日

27133 小児科学 吉　原　重　美 大和田　葉　子
小児ネフローゼ症候群の疾患感受性遺伝子および剤感受性遺伝子同
定研究 平成29年5月13日

28015 小児科学 吉　原　重　美 大和田　葉　子
小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象と
したリツキシマブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの薬物動態
試験（JSKDC09）

平成29年5月13日

29025 小児科学 吉　原　重　美 吉　原　重　美 オボムコイド特異的IgE抗体価乖離原因の検討 平成29年5月13日

29030 小児科学 吉　原　重　美 宮　本　健　志
凝固線溶系検査は川崎病の診断的マーカー,予後予測マーカーとなり得
るか？

平成29年5月13日

29028 整形外科学 種　市　　　洋 知　場　一　記
先行的ファウンデーション作成術を併用したグローイングロッド法の治療
成績 平成29年5月13日



整理番号 申請時所属 所属長 責任者 研究課題名 承認日

大学病院生命倫理委員会承認案件（平成31年3月時点）

28157 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 石　井　芳　樹

喘息及び／又はCOPDと診断されたかその疑いがあると診断された患
者を対象に、経時的な患者の特性、治療パターン、及び疾病負荷の特
徴を示し、今後の個別化治療法の開発を支援しうる喘息／COPDを見分
けるアウトカムに関連するフェノタイプ及びエンドタイプを特定することを
目的とした最新（NOVEL）の縦断的（longiTudinal）観察試験（studY）

平成29年5月16日

26114 小児科学 吉　原　重　美 佐　藤　雄　也
高リスク肝芽腫に対するDose-dence cisplatin療法と外科療法の安全性
を評価する多施設共同臨床試験 JPLT3-H 平成29年5月27日

26106 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 新　井　　　良
ＲＥＴ融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、
分子生物学的特長を明らかにするための前向き観察研究 ver1.8 平成29年6月12日

29037 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 新　井　　　良
PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する
小細胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための
前向き観察研究 ver1.3

平成29年6月12日

29038 内科学（呼吸器・アレルギー） 石　井　芳　樹 新　井　　　良
食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異なる用量のステロイド療
法の有効性と安全性を検討する無作為化第Ⅱ相試験
（NJLCG1602/NEJ031）v.1.12

平成29年6月12日



整理番号 研究課題名 申請科 所属長 研究責任医師 申請日 調査期間

C-271-05 JACCRO　GC-07　AR（JACCRO　GC-07　付随研究） 第一外科 小嶋　一幸 佐々木　欣郎 H25.9.13 2022年12月31日

C-282-01
S-1+L-OHP+Bevacizumab　併用療法既治療の進行・再発大腸癌
に対する2nd line S-1+CPT-11+Bevacizumab　併用療法の臨床第
Ⅱ相試験

第一外科 小嶋　一幸 山口　悟 H26.10.8 2019年6月30日

C-286-01
2型糖尿病患者における、長時間作用型GLP-1受容体作動薬リラ
グリチドと短時間作用型GLP-1受容体作動薬リキシセナチドの糖
尿病性自律神経障害への影響の比較研究

内分泌代謝内科 麻生　好正 麻生　好正 H27.3.24 2023年3月31日

C-290-01

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切
除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6＋ベバシズマブ
併用療法とmFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安
全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験
PAnitumumab and RAS,DIagnostically-useful Gene Mutation for 
mCRC

第一外科 小嶋　一幸 山口　悟 H27.7.10 2020年3月31日

C-303-01
2型糖尿病を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来
療法とのランダム化比較試験（J-DOIT3）（追跡）

内分泌代謝内科 麻生　好正 麻生　好正 H28.11.4 2021年6月30日

C-307-01
切除不能進行・再発胃癌に対するDocetaxel+Oxaliplatin+S-1併用
（DOS）療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

第一外科 小嶋　一幸 佐々木欣郎 H29.4.10 2022年4月30日

治験審査委員会（平成31年3月分）



整理番号 所属 所属長 責任者 研究課題名 承認日

R-1-4 医療安全推進センター 窪田　敬一 窪田　敬一 医療現場での眼鏡型通知デバイスの有効性調査 2017年8月14日

R-2-1 循環器・腎臓内科 石光　俊彦 藤乘　嗣泰
腎生検症例における尿検査・腎エコー検査・腎組織所見と腎予後の前
向き研究

2017年9月27日

R-2-4 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 三谷　絹子
日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観
察研究 2017年9月27日

R-2-5 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 三谷　絹子
日本における骨髄増殖性腫瘍の予後に関する大規模多施設前向き観
察研究 2017年9月27日

R-2-7 脳神経内科 平田　幸一 竹川　英宏 頸動脈狭窄診断に対する超音波パルスドプラ波形を用いた解析 2017年9月27日

R-2-11 整形外科 種市　洋 関本　巌雄
日本骨折治療学会運動器外傷データベース[Database of Orthopaedic
Trauma by Japanese Society for Fracture Repair(DOTJ)]における四肢
長管開放骨折症例の登録事業

2017年9月27日

R-2-15 小児科 吉原　重美 吉原　重美 小中学生の保護者のアレルギー疾患に関する健康意識調査 2017年9月27日

R-2-18 小児科 吉原　重美 佐藤　雄也

国内の小児血友病A患者を対象とした遺伝子組換え血液凝固第VIII因
子Fc融合タンパク質(rFVIIIFc)製剤の有用性を検討する多施設観察研
究
Fc Adolescent and Children Treatment study (FACTs)

2017年9月27日

R-2-19 排泄機能センター 山西　友典 山西　友典 間質性膀胱炎の患者登録と診療ガイドラインに関する研究 2017年9月27日

R-2-20 超音波センター 竹川　英宏 竹川　英宏 Bモード画像とカラードプラ・パルスドプラ法による乳腺腫瘤診断の検討 2017年9月27日

R-2-22 看護学部看護医科学（病態治療） 宮本　雅之 宮本　雅之 レム睡眠行動異常患者の転帰調査 2017年9月27日

R-3-8 精神神経科 下田　和孝 下田　和孝
精神疾患と診断された患者よりニーマンピック病C型を見出す標準的手
法の開発と有病率調査の試み 2017年10月30日

R-3-9 精神神経科 下田　和孝 下田　和孝 双極性障害の原因解明および診断法・治療法の開発に関する研究 2017年10月30日

R-3-10 皮膚科 井川　健 井川　健 分子標的薬による皮膚障害の調査および重症化予防の研究 2017年10月30日

R-3-13 整形外科 種市　洋 種市　洋 XLIFⓇACRⓇ手術及びXLIFⓇTHORACIC(ニューベーシブジャパン社）手
術のデータベース構築に関する研究

2017年10月30日

R-3-14 小児科 吉原　重美 吉原　重美
病気の子どもと保護者の家庭、通院途上、飲食店等、職場における受
動喫煙に関するアンケート調査 2017年10月30日

R-4-2 内分泌代謝内科 麻生　好正 加瀬　正人
2型糖尿病患者における血清ケモカイン値（CCL11/CCL22/TARC）の臨
床的意義 2017年11月24日

R-4-6 整形外科 種市　洋 種市　洋
患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーション手術患者の前向き
登録調査 2017年11月24日

R-4-9 小児科 吉原　重美 佐藤　雄也
小児造血幹細胞移植における早期DICの実態についての観察研究：
DIC-SCT15

2017年11月24日

R-5-4 内分泌代謝内科 麻生　好正 薄井　勲 2型糖尿病患者における免疫担当細胞の脆弱性に関する研究 2017年12月20日

R-5-5 脳神経内科 平田　幸一 平田　幸一 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 2017年12月20日

臨床研究審査委員会承認案件（平成31年3月時点）



整理番号 所属 所属長 責任者 研究課題名 承認日

臨床研究審査委員会承認案件（平成31年3月時点）

R-5-6 脳神経内科 平田　幸一 竹川　英宏
潜因性脳梗塞における経食道心エコーの実施状況、病態、長期予後に
関する多施設共同後方視的観察研究

2017年12月20日

R-5-8 呼吸器外科 千田　雅之 西平　守道 肺扁平上皮癌における予後因子の検討に関する研究 2017年12月20日

R-5-11 超音波センター 竹川　英宏 竹川　英宏
下肢深部静脈血栓症診断における下肢静脈超音波検査およびDダイ
マー値の有用性に関する研究 2017年12月20日

R-6-1 心臓・血管内科 井上　晃男 井上　晃男
出血リスクの高い経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とし
たプラスグレル治療の研究 –PENDULUM　mono-

2018年1月19日

R-6-3 脳神経内科 平田　幸一 平田　幸一 遮光眼鏡適合判定における視覚ダイナミックレンジテストの有用性評価 2018年1月19日

R-6-4 脳神経内科 平田　幸一 鈴木　圭輔 パーキンソン病におけるゾニサミドの臨床効果の検討 2018年1月19日

R-6-5 泌尿器科 釜井　隆男 釜井　隆男 低侵襲の腫瘍関連遺伝子変異解析方法の開発 2018年1月19日

R-6-8 形成外科・美容外科 朝戸　裕貴 梅川　浩平
舌再建手術後の嚥下障害発生割合を検討する多施設共同前向き観察
研究

2018年1月19日

R-6-9 小児科 吉原　重美 吉原　重美
妊娠時の受動喫煙、出生時低体重、その後の喘息発症の関連に関する
アンケート調査 2018年1月19日

R-6-12 医療安全推進センター 窪田　敬一 窪田　敬一 体幹機能低下患者に対する研究 2018年1月19日

R-6-13 医療安全推進センター 窪田　敬一 窪田　敬一 センサーを用いたトイレにおける急変早期発見の試み 2018年1月19日

R-6-14 医療安全推進センター 窪田　敬一 河野　由江 患者への説明不足が要因となった転倒・転落の実態調査 2018年1月19日

R-6-16 医学部公衆衛生学講座 小橋　元 小橋　元 頸髄症の危険因子及び予後に係る因子に関する調査研究 2018年1月19日

R-7-1 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹 呼吸器疾患診療における有用性の検討 2018年2月28日

R-7-2 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹 クライオ生検による有用性と安全性に関する検討 2018年2月28日

R-7-3 脳神経内科 平田　幸一 平田　幸一
種々の症状を呈する難治性疾患における中枢神経感作の役割の解明
とそれによる患者ケアの向上に関する研究 2018年2月28日

R-7-5 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 肺モデルを用いた肺切除線に作用する応力に関する研究 2018年2月28日

R-7-6 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 脳死片肺移植後の自己肺に発生する合併症に関する研究 2018年2月28日

R-7-7 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之
特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期ピルフェニド
ン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相試験 (NEJ034) 2018年2月28日

R-7-19 小児科 吉原　重美 福島　啓太郎
Memorial symptom assessment scale（MSAS）日本語版開発のための調
査研究 2018年2月28日

R-7-20 小児科 吉原　重美 吉原　重美
小児における小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの診断に関する研
究 2018年2月28日

R-7-21 小児科 吉原　重美 吉原　重美
アレルギー性疾患におけるハンノキ花粉感作頻度と果実、野菜アレル
ギー合併に関する研究 2018年2月28日

R-7-22 小児科 吉原　重美 吉原　重美
アレルゲンコンポーネント特異的IgE検査によるモモアレルギーの病型分
類に関する研究 2018年2月28日

R-7-24 小児科 吉原　重美 吉原　重美
食物アレルギーにおける急速経口免疫療法前後での腸内細菌叢解析
に関する研究 2018年2月28日



整理番号 所属 所属長 責任者 研究課題名 承認日

臨床研究審査委員会承認案件（平成31年3月時点）

R-7-25 睡眠医療センター 春名　眞一 宮本　雅之
レム睡眠行動異常における黒質線条体ドパミン神経機能の

123
I-FP-

CIT-SPECTによる評価－国際多施設共同研究－（研究代表者；Dr．
Dario Arnoldi）

2018年2月28日

R-8-1 循環器・腎臓内科 石光　俊彦 石光　俊彦 慢性腎臓病患者の血管内皮機能に影響する因子の検討 2018年3月30日

R-8-2 循環器・腎臓内科 石光　俊彦 石光　俊彦
慢性腎臓病患者におけるキサンチンオキシダーゼ阻害薬による治療効
果の検討 2018年3月30日

R-8-3 循環器・腎臓内科 石光　俊彦 石光　俊彦 高血圧患者の診察室血圧および家庭血圧の変動に及ぼす因子の検討 2018年3月30日

R-8-4 循環器・腎臓内科 石光　俊彦 石光　俊彦 ジャンクフードが血管内皮機能に及ぼす影響の検討 2018年3月30日

R-8-5 心臓・血管内科 井上　晃男 上嶋　亨
SATAKE・HotBalloonカテーテル使用症例に対する全国観察研究
（HARVEST Study） 2018年3月30日

R-8-7 内分泌代謝内科 麻生　好正 城島　輝雄 Cushing症候群治療前後における血管内皮前駆細胞(EPCs)数の変化 2018年3月30日

R-8-8 脳神経内科 平田　幸一 竹川　英宏
発作性心房細動による心原性脳塞栓症に注目した脳梗塞病型診断に
対する背景因子および検査所見の差異についての研究 2018年3月30日

R-8-10 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之

「EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性、PS
不良の非小細胞肺癌症例に対するオシメルチニブの第Ⅱ相試験
（NEJ032B）」における血漿および組織中EGFR遺伝子変異の発現状況
の観察研究（NEJ032B-AR）

2018年3月30日

R-8-11 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共同
後ろ向き臨床研究 2018年3月30日

R-8-12 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 日本版肺移植allocationシステム（LAS）の構築に向けた研究 2018年3月30日

R-8-21 小児科 吉原　重美 吉原　重美
小児期発症の慢性疾患の思春期における受診診療科に関するアン
ケート調査（受診診療科アンケート）

2018年3月30日

R-8-22 小児科 吉原　重美 吉原　重美
喘息児を対象とした吸入アレルゲン感作パターンによる気道炎症関連
バイオマーカーの比較検討 2018年3月30日

R-8-23 放射線 楫　靖 楫　靖 MRIを利用した前立腺正常構造と前立腺がんの特徴の解明 2018年3月30日

R-8-24 乳腺センター 林　光弘 林　光弘
乳房非腫瘤性病変の超音波診断におけるカラードプラ判定基準作成お
よびその有用性に関する多施設共同研究(JABTS BC-07) 2018年3月30日

R-8-25 乳腺センター 林　光弘 林　光弘
乳房腫瘤に対する超音波カラードプラ法の診断基準構築と標準化に関
する多施設共同研究（CD-CONFIRM） 2018年3月30日

R-9-1 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹 特発性肺線維症に対する研究 2018年5月14日

R-9-2 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹
肺間質陰影を呈する患者における自己免疫的関与と疾患活動性の解
析 2018年5月14日

R-9-3 脳神経内科 平田　幸一 鈴木　圭輔 パーキンソン病関連疾患における臨床徴候と臨床マーカーの検討 2018年5月14日

R-9-4 脳神経内科 平田　幸一 鈴木　圭輔
神経変性疾患及び睡眠障害患者の血中PGD合成酵素濃度についての
研究 2018年5月14日

R-9-5 脳神経内科 平田　幸一 平田　幸一 片頭痛患者を対象とした研究 2018年5月14日
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R-9-9 小児科 吉原　重美 佐藤　雄也 造血細胞移植医療の全国調査 2018年5月14日

R-9-12 麻酔科 山口　重樹 山口　重樹 難治性疼痛及び慢性疼痛に対する学際的治療の多面的評価 2018年5月14日

R-9-13 麻酔科 山口　重樹 山口　重樹
経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）後のQTおよびQT dispersion
の経時的変化 2018年5月14日

R-10-8 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究 2018年5月28日

R-10-9 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 転移性肝癌の治療成績・長期予後に関する研究 2018年5月28日

R-10-15 感染制御・臨床検査医学 菱沼　昭 菱沼　昭 BD PhoenixTM M50システムにおける臨床分離株の評価 2018年5月28日

R-10-5 第一外科 小嶋　一幸 佐々木　欣郎
「StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-
1+Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験
（JACCRO GC-07（START-2））」におけるバイオマーカー研究

2018年5月28日

R-10-6 第一外科 小嶋　一幸 小嶋　一幸

切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマーカー探索を
含めた観察研究（DELIVER試験）：JACCRO GC-08
An observational study to discover novel biomarkers for nivolumab in
patients with advanced gastric cancer

2018年5月28日

R-10-7 第一外科 平田　幸一 山口　悟 大腸癌における集学的治療の診療録を用いた後方視的観察研究 2018年5月28日

R-10-10 泌尿器科 釜井　隆男 釜井　隆男
骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした多施設共同前向き観
察研究 2018年5月28日

R-10-11 泌尿器科 釜井　隆男 釜井　隆男 5-ALAを用いた膀胱腫瘍の術中蛍光診断 2018年5月28日

R-10-12 眼科 妹尾　正 松島　博之
眼内レンズを縫着または強膜内固定及びブロック縫合を施行した無虹
彩症患者の術後成績に関する研究 2018年5月28日

R-10-14 口腔外科 川又　均 藤田　温志
インプラント治療に関連した骨造成におけるアローボーン-β-デンタル
の有用性に関する臨床研究 2018年5月28日

R-11-1 産科婦人科 深澤　一雄 香坂　信明
センチネルリンパ節ナビゲーションによる早期子宮体がん患者の系統的
骨盤リンパ節郭清術の省略に関する前方視的検討 2018年6月21日

R-11-5J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 生体肝移植の治療成績・長期予後に関する研究 2018年6月21日

R-11-2J 第一外科 小嶋　一幸 小嶋　一幸
胃上部癌、食道胃接合部癌に対する術後QOL向上に寄与する胃切除
術式、再建法に関する研究 2018年6月21日

R-12-1J 心臓・血管内科 井上　晃男 那須野　尚久
Impact TAVI試験　大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁植
込み術施行症例の予後に関する前向き観察研究

2018年7月20日

R-12-2J 心臓・血管内科 井上　晃男 井上　晃男
左心疾患合併肺高血圧患者に関する多施設共同前向き症例登録研究
Japan PH Registry(JAPHR)：2群 2018年7月20日

R-12-8J 精神神経科 下田　和孝 尾関　祐二 多施設共同研究による精神疾患関連遺伝子の探索 2018年7月20日

R-12-12J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 2018年7月20日

R-12-13J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 40歳未満の若年者肺癌手術例の検討 2018年7月20日

R-12-14J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之
Birt-Hogg-Dubé症候群の診断基準の確立と診療経験均てん化を目指し
た多施設共同研究 2018年7月20日
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R-12-21J 獨協医科大学病院 平田　幸一 植木　敬介
「Todai OncoPanel」の開発に関わる臨床性能試験（がんゲノム医療の有
効性検証のための基盤研究）

2018年7月20日

R-12-6J 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹 既治療進行非小細胞肺癌に対する オシメルチニブ投与の後ろ向き検討 2018年7月20日

R-12-7J 脳神経内科 平田　幸一 岩崎　晶夫 超急性期脳梗塞患者における血中IGF-1値と機能予後の関連性の調査 2018年7月20日

R-12-11J 第一外科 平田　幸一 中島　政信
食道癌診療におけるFDG-PET検査の有用性に関する後方視的観察研
究 2018年7月20日

R-12-15J 小児科 吉原　重美 佐藤　雄也
JCCG病理・免疫中央診断を利用した進行期リンパ芽球性リンパ腫の治
療抵抗・再発症例に対する後方視的研究 2018年7月20日

R-12-16J 麻酔科 山口　重樹 山口　重樹 がん患者におけるメサドン服用によるQT dispersionへの影響 2018年7月20日

R-12-17J 口腔外科 川又　均 川又　均 cN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究 2018年7月20日

R-12-18J 口腔外科 川又　均 川又　均
造血幹細胞移植患者に生じた扁平上皮癌あるいは口腔潜在性悪性疾
患の発生機構の解析 2018年7月20日

R-12-19J 口腔外科 川又　均 川又　均 癌の免疫病態の解析ならびにバイオマーカー開発に関する研究 2018年7月20日

R-12-20J 病理診断科 今井　康雄 黒川　一 膵臓がん切除断端に見られる上皮内病変の臨床的意義 2018年7月20日

R-13-2 救急医学 小野　一之 小野　一之 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価 JIPAD 事業 2018年8月22日

R-13-4J 心臓・血管内科 井上　晃男 井上　晃男
乳がん治療における心臓合併症の画像診断を用いた新たなリスク因子
探索と心機能評価法標準化に関する前向き多施設共同研究 2018年8月22日

R-13-6J 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 三谷　絹子
非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリン療法の有用性に関する
検討
(W-JHS  AA 01)

2018年8月22日

R-13-8J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之
PPFE患者に対する肺移植後の予後に関する多施設共同後ろ向き観察
研究 2018年8月22日

R-13-9J 第二外科 窪田　敬一 森　昭三
ABO式血液型の違いとperiampullary cancer切除症例の予後との関連
性についての検討 2018年8月22日

R-13-10J 産科婦人科 深澤　一雄 添田　わかな 早発卵巣不全の原因とホルモン補充療法の現状 2018年8月22日

R-13-13J 放射線 楫　靖 楫　靖
単純X線撮影装置におけるディープラーニングを適用した照射野認識機
能の性能評価 2018年8月22日

R-13-C002 小児科 吉原　重美 佐藤　雄也 小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究 AML-R15 2018年8月22日

R-13-1 脳神経内科 平田　幸一 鈴木　圭輔
パーキンソン病におけるロチゴチンの認知機能や睡眠に対する効果の
研究 2018年8月22日

R-13-7J 脳神経内科 平田　幸一 舩越　慶 Guillain-Barré症候群（GBS）における予後予測因子の検討 2018年8月22日

R-13-11J 小児科 吉原　重美 福島　啓太郎 稀少小児遺伝性血液疾患における原因遺伝子の探索研究 2018年8月22日

R-13-12J 小児科 吉原　重美 吉原　重美 食物経口負荷試験によるアナフィラキシー症例に関する調査 2018年8月22日

R-14-1J 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 瀬尾　幸子
ドナー年齢が移植成績に及ぼす影響
日本造血細胞移植学会一元化データを用いた後方視的解析 2018年9月21日
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R-14-2J 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 瀬尾　幸子 ヘルペスウィルス再活性化誘因因子の同定 2018年9月21日

R-14-3J 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 瀬尾　幸子
気管支肺胞洗浄液を用いたFilm array法による呼吸器ウィルス肺炎診断
の予備研究

2018年9月21日

R-14-8J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 本邦の脳死片肺移植後における自己肺合併症の実態調査 2018年9月21日

R-14-9J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 SILS™ ポートを用いた単孔式腹腔鏡下に摘出した腹膜下異物の1例 2018年9月21日

R-14-10J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一
後腹膜リンパ節郭清後に留置した下大静脈フィルターの十二指腸穿通
の1例 2018年9月21日

R-14-11J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 原発性肝癌の診断、治療、治療後成績に関する研究 2018年9月21日

R-14-12J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 膵疾患の診断、治療、治療後成績に関する研究 2018年9月21日

R-14-13J 耳鼻咽喉・頭頸部外科 春名　眞一 春名　眞一
Understanding Sinonasal Disorders and Regeneration
和訳：副鼻腔疾患の病態解明と再生に関わる研究 2018年9月21日

R-14-14J 産科婦人科 深澤　一雄 坂本　尚徳
根治的同時化学放射線治療が行われた子宮頸がん症例における治療
前画像診断を用いた予防的拡大照射野の適応に関する検討 2018年9月21日

R-14-15J 産科婦人科 深澤　一雄 長谷川　清志 胞状奇胎の掻爬回数と続発症頻度に関する調査研究 2018年9月21日

R-14-16J 産科婦人科 深澤　一雄 木内　香織
卵巣明細胞がんにおけるPET/CTのSUVmax値とMRIのADC値の関連お
よび予後に関する研究 2018年9月21日

R-14-17J 心臓･血管外科 福田 宏嗣 福田 宏嗣
破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療
選択に関する全国多施設観察研究 2018年9月21日

R-14-18J 排泄機能センター 山西　友典 山西　友典

 Comparison of clinical effect of different initiation timing of dutasteride
for Benign Prostate Hyperplasia (BPH) on multicentre, observational,
retrospective,chart review study
前立腺肥大症（BPH）に対するデュタステリド導入時期別の治療効果の
比較：診療記録を用いた多施設共同後ろ向き観察研究

2018年9月21日

R-17-2J 脳神経内科 平田　幸一 舩越　慶 パーキンソン病（PD）における不安の検討 2018年9月21日

R-14-5J 皮膚科 井川　健 井川　健
上部消化管内視鏡検査を行った強皮症患者の臨床的特徴についての
後ろ向きコホート研究 DERM-1

2018年9月21日

R-14-6J 第一外科 平田　幸一 中島　政信
食道癌周術期の頻脈性不整脈治療における塩酸ランジオロールの有効
性の検討 2018年9月21日

R-14-7J 第一外科 平田　幸一 山口　悟
腸閉塞全国集計：腹腔鏡手術と癒着防止フィルムは腸閉塞を減少させ
たか？ 2018年9月21日

R-15-1J 心臓・血管内科 井上　晃男 井上　晃男
大動脈内視鏡により観察された大動脈壁動脈硬化と臓器障害の関連を
検討するレジストリー研究　～大動脈内視鏡所見と臓器障害の関係～

2018年10月16日

R-15-2J 心臓・血管内科 井上　晃男 井上　晃男
日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解
析　CVIT-2017 2018年10月16日

R-15-3J 心臓・血管内科 井上　晃男 佐久間　理吏 心臓MRIを用いた心臓再同期療法（CRT）後の治療効果予測 2018年10月16日

R-15-6J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之 転移性肺腫瘍に対する肺切除術の多施設共同コホート研究 2018年10月16日
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R-15-7J 第二外科 窪田　敬一 森　昭三
遠位胆管癌切除症例における術前胆道ドレナージ法（内視鏡的ドレナー
ジ法 vs. 経皮経肝的ドレナージ法）の違いによる予後への影響：
Propensity score matching 解析による検討

2018年10月16日

R-15-8J 第二外科 窪田　敬一 鈴木　隆志 切除可能膵臓癌における術前化学療法の有効性の検討 2018年10月16日

R-15-4J 内分泌代謝内科 麻生　好正 城島　輝雄
肥満症に対する効果的な治療戦略と健康障害の改善に資する減量数
値目標を見出すための介入研究 2018年10月16日

R-15-5J 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹 呼吸器内視鏡検査における経皮的血液ガス分圧測定の有用性の検討 2018年10月16日

R-16-1J 消化器内科 入澤　篤志 入澤　篤志
抗サイトカイン療法を施行した潰瘍性大腸炎患者の寛解維持における
粘膜治癒と病理学的炎症度の関連

2018年11月26日

R-16-2J 消化器内科 入澤　篤志 福士 耕 慢性膵炎の超音波内視鏡所見と病理組織像の相関に関する研究 2018年11月26日

R-16-3J 心臓・血管内科 井上　晃男　 井上　晃男
慢性心不全患者における冷え症の生理学的メカニズム
―末梢循環動態および自律神経活動指標による基礎的研究― 2018年11月26日

R-16-4J 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 瀬尾　幸子
同種臍帯血移植後HHV-6再活性化の認知機能と生活の質に与える影
響に関する前向き観察研究

2018年11月26日

R-16-5J 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 三谷　絹子
次世代シーケンシングによる再発・難治性後天性赤芽球癆の診断と治
療に関する研究 (PRCA-NGS2017) 2018年11月26日

R-16-6J 皮膚科 井川　健 井川　健
皮膚スポロトリコーシス症のPCR診断法の有用性についての後ろ向きコ
ホート研究
DERM-02

2018年11月26日

R-16-7J 皮膚科 井川　健 井川　健 新規乾癬患者の疫学調査 2018年11月26日

R-16-8J 泌尿器科 釜井　隆男 安士　正裕
国内の非転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対するエンザルタミドの実
臨床的有効性及び安全性に関する後ろ向き研究
【M0CRPC レトロ研究】

2018年11月26日

R-16-10J 耳鼻咽喉・頭頸部外科 春名　眞一 平林　秀樹 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 2018年11月26日

R-16-11J 産科婦人科 深澤　一雄 添田　わかな 大学病院における後期高齢者症例の検討 2018年11月26日

R-16-12J 救急医学 小野　一之 星山　栄成
Rapid Response System(RRS)データレジストリーに関する多施設合同研
究 2018年11月26日

R-16-13J 救急医学 小野　一之 星山　栄成 院内心停止登録に関する多施設共同研究 2018年11月26日

R-16-14J 口腔外科 川又　均 川又　均 メタゲノムを利用した口腔内細菌叢と感染症原因菌の網羅的解析 2018年11月26日

R-16-9J 泌尿器科 釜井　隆男 釜井　隆男
泌尿器腫瘍（腎細胞癌・尿路上皮癌）に対する抗PD-1抗体の新規効果
予測因子を用いた前向き観察研究

2018年11月26日

R-17-1J 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹 石井　芳樹
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多
施設共同前向き観察研究：(J-TAIL) 2018年12月21日

R-17-3J 精神神経科 下田　和孝　 岡安　寛明
心拍変動・瞬時心拍変動に着目した向精神薬による心臓予備能評価と
臨床的評価への応用 2018年12月21日

R-17-4J 精神神経科 下田　和孝　 藤井　久彌子 染色体欠失に関する研究 2018年12月21日
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R-17-5J 第一外科 平田　幸一 山口　悟
大腸癌術前化学療法後切除標本を用いた免疫チェックポイント分子及
び癌関連遺伝子異常のプロファイリングの研究(KSCC1301-A2)

2018年12月21日

R-17-6J 呼吸器外科 千田　雅之 千田　雅之
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多
施設共同前向き観察研究：(J-TAIL) 2018年12月21日

R-17-7J 第二外科 窪田　敬一 青木　琢 本邦における肝移植後の微小血管障害症(TMA)の全国調査 2018年12月21日

R-17-8J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 大腸がん肝転移におけるニボルマブの適応基準の確立 2018年12月21日

R-17-9J 産科婦人科 深澤　一雄 香坂　信明
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会：本邦における卵巣癌（上皮性
腫瘍）に対する妊孕性温存に関する実態調査

2018年12月21日

R-17-10J 産科婦人科 深澤　一雄 香坂　信明 「ベバシズマブ10mg/Kg/2週間間隔投与」に対する使用実態調査 2018年12月21日

R-17-12J 感染制御・臨床検査医学 菱沼　昭 菱沼　昭 TSH国際標準化準拠測定試薬と既存TSH測定試薬との相関性試験 2018年12月21日

R-14-4J 脳神経内科 平田　幸一 星山　栄成 ドクターヘリにおける神経救急疾患の調査 2018年12月21日

R-17-11J 小児科 吉原　重美 吉原　重美 小児喘息重症度分布と治療の経年推移に関する多施設調査 2018年12月21日

R-17-13J 医学部公衆衛生学講座 小橋　元 小橋　元 循環器疾患危険因子と過去の周産期の状況との関連に関する研究 2018年12月21日

R-18-1J 循環器・腎臓内科 石光　俊彦 石光　俊彦 衣服が家庭血圧測定の精度に及ぼす影響の検討 2019年1月23日

R-18-2J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 胃癌・膵癌・胆道癌における術後補助化学療法の後ろ向き研究 2019年1月23日

R-18-3J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 消化器系癌における腹膜播種の術前予測因子の検討 2019年1月23日

R-18-4J 整形外科 種市　洋 森平　泰
脊柱変形手術における2017年度の合併症調査
－日本側彎症学会による報告－

2019年1月23日

R-18-5J 整形外科 種市　洋 種市　洋 日本整形外科学会手術症例データベース（JOANR）構築に関する研究 2019年1月23日

R-18-6J 産科婦人科 深澤　一雄 茂木　絵美
産科婦人科における出血性病変に対する経カテーテル動脈塞栓術
（transcatheter arterial embolization：TAE）の有効性と副障害の検討 2019年1月23日

R-18-7J 産科婦人科 深澤　一雄 長谷川　清志 本邦における若年子宮体がん妊孕性温存治療についての調査研究 2019年1月23日

R-18-8J 麻酔科 濱口　眞輔 濱口　眞輔 周術期アナフィラキシーの疫学的調査と全国診断支援システム構築 2019年1月23日

R-18-9J 放射線 楫　靖 新川　浩明 じん肺エックス線写真による診断精度向上に関する研究 2019年1月23日

R-19-1 臨床検査センター 菱沼　昭 菱沼　昭 甲状腺刺激ホルモン（TSH）検査の国際標準化と基準値の設定 2019年3月4日

R-19-2J 消化器内科 入澤　篤志 郷田　憲一
ADH1B / ALDH2 遺伝子型による頭頸部がん内視鏡治療後の異時性
頭頸部がん、異時性食道がんの発症リスクに関する検討 2019年3月4日

R-19-3J 心臓・血管内科 井上　晃男 井上　晃男
繰返し入院する慢性心不全患者を対象としたASV療法の予後に関する
前向きコホート研究：再入院や死亡に関する影響を検討する縦断的観
察研究―SAVIOR-L―

2019年3月4日

R-19-4J 内分泌代謝内科 麻生　好正 飯嶋　寿江 甲状腺クリーゼ：多施設前向きレジストリー研究 2019年3月4日

R-19-5J 脳神経内科 平田　幸一 平田　幸一 筋炎の活動性診断における針筋電図の有用性についての検討 2019年3月4日

R-19-6J 皮膚科 井川　健 井川　健 遺伝性結合組織疾患の病態解明 2019年3月4日
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R-19-7J 皮膚科 井川　健 井川　健 皮膚リンパ腫臨床統計調査研究 2019年3月4日

R-19-8J 第一外科 小嶋　一幸 菊池　真維子 食道胃接合部癌に対する臨床病理学的検討 2019年3月4日

R-19-9J 第一外科 小嶋　一幸 室井　大人
高齢者進行食道癌cStageⅡ/Ⅲにおける化学放射線療法の有用性に関
する後方視的観察研究 2019年3月4日

R-19-10J 第二外科 窪田　敬一 窪田　敬一 肝癌・非代償性肝硬変患者データベース構築 2019年3月4日

R-19-11J 小児科 吉原　重美 小山　さとみ
小児期発症の萎縮性甲状腺炎における阻害型TSH受容体抗体の関与
の検討 2019年3月4日

R-19-12J 放射線治療センター 江島　泰生 江島　泰生 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 2019年3月4日
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1 R-9-C001 小児科 佐藤雄也

Asia-wide, multicenter open-label, phase II non-randomised study involving 
children with Down syndrome under 21 year-old with newly diagnosed, 
treatment naive acute lymphoblastic leukemia
アジア広域における21歳未満のダウン症候群小児患者の未治療の急性リン
パ性白血病についての多施設共同非盲検非無作為化第二相試験

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター研究
倫理審査委員会

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

鹿児島大学病院
小児科

岡本　康裕

（CIRB)2018年5月14日
(認定)2019年3月8日

2 R-13-C002 小児科 佐藤雄也 小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究 AML-R15
JPLSG043(JPLSG運営委員会）

G-0034(宮崎大学）
JPLSG-AML-R15（実施計画書番号）

宮崎大学医学部小児科
盛武　浩

2018年8月22日

3 R-15-C003 小児科 佐藤雄也
Paediatric Hepatic International Tumour Trial
小児肝癌に対する国際共同臨床試験  JPLT4: PHITT

広島大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB6180006）

広島大学病院
檜山　英三

2018年10月9日

4 27061 呼吸器外科 千田雅之
ＥＧＦＲ遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベ
バシズマブ＋エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲
検無作為化比較第Ⅲ相臨床試験 NEJ026

埼玉医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180022）

岩手医科大学
前門戸　任

2018年11月14日
（R-21変更：2019年3月14日）

5 27020 呼吸器・アレルギー内科 石井芳樹
ＥＧＦＲ遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベ
バシズマブ＋エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲
検無作為化比較第Ⅲ相臨床試験 NEJ026

埼玉医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180022）

岩手医科大学
前門戸　任

2018年11月16日

6 R-2-10 脳神経外科 植木敬介
再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次併用療法をベ
バシズマブ療法と比較する多施設共同ランダム化第Ⅲ相試験  (JCOG1308C)

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨
床研究審査委員会

（認定番号：CRB3180008）

杏林大学医学部附属病院 脳神経外科
永根　基雄

2018年11月27日

7 C-308-01 脳神経内科 鈴木圭輔
パーキンソン病患者におけるイストラデフィリンのジスキネジア発現に対する
臨床研究（介入研究）
ODYSSEI Study

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡臨床研究
審査委員会

（認定番号：CRB7180004）

福岡大学医学部神経内科学教授
坪井　義夫

2018年11月26日

8 R-3-3 血液・腫瘍内科 三谷　絹子
移植非適応初発多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド-デキサメタゾン(Rd)
療法に効果不十分の症例に対しボルテゾミブを追加するレスポンスガイドセラ
ピーの有用性と安全性　-W-JHS MM01-

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 臨床研究
審査委員会

(認定番号：CRB7180004)

大阪大学大学院医学系研究科
血液・腫瘍内科学

金倉　譲
2018年12月25日

9 R-19-C004 血液・腫瘍内科 三谷　絹子
TP53変異陽性骨髄異形成症候群を対象としたアザシチジンと同種造血幹細
胞移植の多施設共同非盲検無対照試験

京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属
病院医の倫理委員会

京都大学医学部腫瘍生物講座
南谷　泰仁

2018年12月26日

10 24094 小児科 佐藤　雄也
小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および第
Ⅲ相臨床試験 (ALL-B12)

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

埼玉県立小児医療センター
康　勝好

2018年12月26日

他機関での中央一括審査承認案件（平成31年3月時点）
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11 R-5-9 産科婦人科 坂本　尚徳
婦人科悪性腫瘍患者の静脈血栓塞栓症に関する多施設共同前向き登録研
究および単群検証的臨床試験（GOTIC-VTE trial/GOTIC-015）

自治医科大学臨床研究審査委員会
(認定番号：CRB3180003)

自治医科大学附属病院
産婦人科

藤原　寛行
2018年12月28日

12 27104 心臓･血管内科 井上　晃男 SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験
佐賀大学臨床研究審査委員会

（認定番号：CRB7180010）
佐賀大学

野出　孝一
2019年1月7日

13 28014 小児科 大和田　葉子
小児難治性頻回再発型／ステロイド依存性ネフローゼ症候群を対象としたリ
ツキシマブ治療併用下でのミコフェノール酸モフェチルの多施設共同二重盲検
プラセボ対照ランダム化比較試験（JSKDC07）

神戸大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180009）

神戸大学医学部附属病院
小児科

飯島　一誠
2019年1月12日

14 R-8-9 呼吸器外科 千田　雅之
EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性、PS不良の
非小細胞肺癌症例に対するオシメルチニブの第Ⅱ相試験（NEJ032B）

島根大学医学部附属病院臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB6180008）

島根大学医学部附属病院
呼吸器・化学療法内科

礒部　威
2019年1月18日

15 R-4-5 脳神経外科 植木　敬介
初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法
＋放射線治療と照射前大量メトトレキサート療法＋テモゾロミド併用放射線治
療＋テモゾロミド維持療法とのランダム化比較試験 JCOG1114C

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨
床研究審査委員会

（認定番号：CRB3180008）

埼玉医科大学国際医療センター
脳脊髄腫瘍科

西川　亮
2019年1月24日

16 22060 産科婦人科 坂本　尚徳
局所進行子宮頸癌根治放射線療法施行例に対するＵＦＴによる補助化学療
法のランダム化第Ⅲ相比較試験（GOTIC-002）

埼玉医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180022）

埼玉医科大学国際医療センター 包括的が
んセンター

婦人科腫瘍科
藤原　恵一

2019年1月26日

17 28001 血液・腫瘍内科 三谷　絹子
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチンアルファに対する反応性
に関する解析

特定非営利活動法人治験ネットワーク福岡 臨床研究
審査委員会

(認定番号：CRB7180004)

獨協医科大学病院
三谷　絹子

2019年1月28日

18 26027 小児科 佐藤　雄也
小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投
与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変
の意義を検討する多施設共同シームレス第Ⅱ－Ⅲ相臨床試験 AML-12

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

京都大学医学研究科人間健康科学系専攻
足立　壮一

2019年1月30日

19 27118 小児科 佐藤　雄也
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

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

九州大学病院小児科
古賀　友紀

2019年2月4日

20 22065 小児科 大和田　葉子
頻回再発型小児ネフローゼ症候群を対象としたタクロリムス治療とシクロスポ
リン治療の多施設共同非盲検ランダム化比較試験（JSKDC06）

国立成育医療研究センター臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180023）

病院長承認2019/2/5

国立成育医療研究センター
腎臓・リウマチ・膠原病科

石倉　健司
2019年2月5日

21 R-11-3J 脳神経外科 植木　敬介
JCOG 1016:初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチン(ACNU) 化
学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテモゾロミド化学放射線療
法と比較するランダム化第III相試験

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨
床研究審査委員会

（認定番号：CRB3180008）

東京女子医科大学病院
脳神経外科
村垣　善浩

2019年2月12日
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22 R-20-C005 脳神経外科 植木　敬介
JCOG1303: 手術後残存腫瘍のあるWHO Grade II 星細胞腫に対する放射線
単独治療とテモゾロミド併用放射線療法を比較するランダム化第III相試験

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院臨
床研究審査委員会

（認定番号：CRB3180008）

国立がん研究センター中央病院
脳脊髄腫瘍科

成田　善孝
2019年2月12日

23 R-20-C006 血液・腫瘍内科 三谷　絹子 難治性造血器疾患の病態解明と診断向上を目的としたオミクス解析 東京大学医科学研究所倫理審査委員会第一委員会
東京大学医科学研究所　
ヒトゲノム解析センター

宮野　悟
2019年2月13日

24 25012 小児科 佐藤　雄也
初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施設共同臨床第Ⅱ相
試験：JPLT3-S JPLT3-Ⅰ

広島大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB6180006）

広島大学病院
自然科学研究支援開発センター

檜山　英三
2019年2月18日

25 28119 脳神経内科 平田　幸一 薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討
埼玉医科大学臨床研究審査委員会

（認定番号：CRB3180022）

埼玉医科大学病院
神経内科・脳卒中内科

光藤　尚
2019年2月21日

26 C-237-02 第一外科 山口　悟
StageⅢb大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
UFT/Leucovorin療法とTS-1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

東京医科歯科大学臨床研究審査委員会
（認定番号；CRB3180020）

東京医科歯科大学医学部附属病院
消化器科学療法外科

植竹　宏之
2019年2月21日

27 C-258-04 第一外科 山口　悟
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用性
に関する研究（JFMC46-1201）

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB3180009）

東海大学
消化器外科

貞廣　荘太郎
2019年2月21日

28 R-20-C007 第二外科 窪田　敬一
総胆管結石治療後の再発予防に対するウルソデオキシコール酸の有効性と
安全性の評価に関する臨床試験

広島大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB6180006）

広島大学病院 
総合内科・総合診療科

　医師　田妻 進
2019年2月22日

29 24026 小児科 佐藤　雄也 小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床研究：LCH-12
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床

研究審査委員会
（認定番号：CRB4180009）

自治医科大学小児科
教授　森本 哲

2019年2月22日

30 23070 小児科 佐藤　雄也
小児および若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共
同第II相臨床試験：JPLSG ALL T-11 /JALSG T-ALL-211-U

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

中通総合病院小児科
入院総合診療部長

渡辺　新
2019年2月26日

31 28085 小児科 佐藤　雄也
小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同研究後期第Ⅱ相
臨床実験：LLB-NHL03

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

名古屋医療センター小児科
研究開発推進室長

関水　匡大
2019年2月26日

32 26026 小児科 佐藤　雄也
第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第III 相国際共同臨
床研究　International Study for Treatment of Standard Risk Childhood 
Relapsed ALL 2010：IntReALL SR 2010

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

三重大学医学部小児科
豊田　秀実

2019年3月1日
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33 28106 小児科 佐藤　雄也
横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC1.2（ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シク

ロホスファミド1.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全性
の評価第II相臨床試験：JRS-II LRB

京都府立医科大学　臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180001）

京都府立医科大学大学院小児発達医学
宮地　充

2019年3月1日

34 28107 小児科 佐藤　雄也
横紋筋肉腫低リスクA群患者に対するVAC1.2（ビンクリスチン、アクチノマイシ
ンD、シクロホスファミド1.2 g/m2）/ VA療法の有効性及び安全性の評価第II相
臨床試験：JRS-II LRA

京都府立医科大学　臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180001）

京都府立医科大学大学院小児科学
土屋　邦彦

2019年3月1日

35 29015 小児科 佐藤　雄也

横紋筋肉腫高リスク群患者に対するVI（ビンクリスチン、イリノテカン）/VPC（ビ
ンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド）/IE(イホスファミド、エトポシ
ド)/VAC（ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド）療法の有効
性及び安全性の評価第II相臨床試験：JRS-II HR

京都府立医科大学　臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180001）

新潟県立がんセンター新潟病院小児科
小川　淳

2019年3月1日

36 R-4-4 第一外科 小嶋　一幸
高齢者進行・再発胃癌に対する1次治療としてのS-1+ラムシルマブ療法の多
施設共同第Ⅱ相試験（KSCC1701）

国立大学法人熊本大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB7180006）

熊本大学医学部附属病院
がんセンター
陶山　浩一

2019年3月1日

37 R-4-8 小児科 佐藤　雄也
横紋筋肉腫中間リスク群患者に対するVAC2.2（ビンクリスチン、アクチノマイシ
ンD、シクロホスファミド2.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有
効性及び安全性の評価第II相臨床試験：JRS-II IR

京都府立医科大学　臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180001）

国立がん研究センター東病院小児腫瘍科
細野　亜古

2019年3月1日

38 28006 耳鼻咽喉・頭頸部外科 柏木　隆志
感冒後嗅覚障害に対する当帰芍薬散とメコバラミンによる治療効果の比較検
討

金沢医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB4180007）

金沢医科大学病院耳鼻咽喉科
教授　三輪　高喜

2019年3月4日

39 29035 小児科 佐藤　雄也
再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫Stage Ⅲ／Ⅳに対するDexICE治療の
有効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相臨床試験：ALB-R13

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

山形大学医学部附属病院小児科
小児科科長、兼、教授

三井　哲夫
2019年3月5日

40 R-7-18 小児科 大和田　葉子

初発寛解後早期に再発する小児ステロイド感受性ネフローゼ症候
群患者を対象とした標準治療(再発時プレドニゾロン治療)と標準治
療+高用量ミゾリビン併用治療の多施設共同オープンランダム化比
較試験(JSKDC05)

琉球大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB7180002）

琉球大学大学院医学研究科育成医学（小
児科）講座
中西　浩一

2019年3月5日

41 24081 血液・腫瘍内科 三谷　絹子
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療
第II相臨床試験　JALSG APL212

国立大学法人浜松医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：4180008）

浜松医科大学
竹下　明裕

2019年3月5日



付番 獨協整理番号 診療科 責任者 課題名 委員会名/認定番号 代表者 病院長実施許可日

他機関での中央一括審査承認案件（平成31年3月時点）

42 24082 血液・腫瘍内科 三谷　絹子
65歳以上の急性前骨髄球性白血病に対するATOによる地固め療法
第II相臨床試験　JALSG APL212G

国立大学法人浜松医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：4180008）

浜松医科大学
竹下　明裕

2019年3月5日

43 R-8-13 呼吸器外科 千田　雅之 臓器移植における抗体関連拒絶反応の新規治療法の開発に関する研究
東京大学臨床研究審査委員会

（認定番号：3180024）
東京女子医科大学病院

江川　裕人
2019年3月5日

44 R-3-7 呼吸器・アレルギー内科 石井　芳樹
在宅酸素療法を必要とする安定期COPD患者における長期高流量鼻カニュラ
酸素療法に対する有効性及び安全性に関する検討：多施設前向きランダム化
比較試験

神戸大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180009）

神戸市立医療センター中央市民病院
呼吸器内科
富井　啓介

2019年3月8日

45 27119 小児科 佐藤　雄也
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　JPLSG-ALB-NHL-14

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

兵庫県立こども病院
血液・腫瘍科　
医長　森　健

2019年3月8日

46 R-2-17 小児科 佐藤　雄也
第1・第2寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラビン・
メルファラン・低線量全身照射による前処置を用いた同種移植の安全性・有効
性についての臨床試験：AML-SCT15

京都大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180002）

東海大学医学部基盤診療学系再生医療科
学

矢部　晋正
2019年3月8日

47 28018 小児科 吉原　重美
乳幼児喘息のウイルス感染による急性憎悪に対するSalmeterol/Fluticasone 
Propionate Combination(SFC)の抑制効果に関する研究

自治医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180003）

獨協医科大学病院
小児科

吉原　重美
2019年3月13日

48 28134 脳神経外科 植木　敬介
小児上衣腫に対する残存腫瘍と組織型でのリスク分類を用いた集学的治療
を行う第Ⅱ相試験 JCCG EPN 1501

大阪市立大学医学部附属病院臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180003）

大阪市立総合医療センター
小児脳神経外科　教育顧問

坂本　博昭
2019年3月8日

49 R-12-3J 心臓･血管内科 井上　晃男
高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象としたアジルサル
タンの左室拡張機能改善効果の探索的検討

兵庫医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180005）

国立循環器病研究センター
臨床研究部部長　北風　政史

2019年3月8日

50 R-21-C008 小児科 吉原　重美
牛乳アレルギー経口免疫療法におけるTGF高含有食品の有効性と安全性に
関するプラセボ対照二重盲検比較試験

独立行政法人国立病院機構東京医療センター臨床研
究審査委員会

（認定番号：CRB3180019）

国立病院機構三重病院　
院長　藤澤　隆夫

2019年3月9日
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51 23055 小児科 佐藤　雄也
IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決定と、段階的に
強度を高める化学療法による、神経芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試
験

京都府立医科大学　臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB5180001）

京都府立医科大学
小児科　家原　知子

2019年3月11日

52 26006 血液・腫瘍内科 三谷　絹子
未治療症候性多発性骨髄腫に対するボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキ
サメタゾンによる導入療法、自家末梢血幹細胞移植療法およびレナリドミドに
よる地固め療法・維持療法に関する有効性と安全性の検討

自治医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180003）

自治医科大学附属さいたま医療センター
血液科　神田　善伸

2019年3月12日

53 28174 内分泌代謝内科 麻生好正
２型糖尿病を合併した急性冠症候群の冠動脈アテローム性プラークに対する
ＳＧＬＴ－２阻害剤ルセオグリフロジンとＧＬＰ－１受容体作動薬デュラグルチド
の前向き比較：非盲検無作為化比較試験

埼玉医科大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB3180022）

獨協医科大学病院
内分泌代謝内科

麻生　好正
2019年3月14日

54 R-21-C009 小児科 佐藤　雄也
小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の
安全性と有効性の評価を目的とした 多施設共同臨床試験：B-NHL-14

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB4180009）

聖マリアンナ医科大学病院
小児科　副部長

森　鉄也
2019年3月15日

55 C-267-01 第一外科 佐々木　欣郎
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1+Docetaxel
併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験JACCRO　ＧＣ-07
（START-2）

名古屋大学臨床研究審査委員会
（認定番号：CRB4180004）

名古屋大学大学院
消化器外科学

小寺　泰弘
2019年3月19日

56 R-21-C010 小児科 佐藤　雄也 小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第II相臨床試験：AML-P13
京都大学臨床研究審査委員会

（認定番号：CRB5180002）

東邦大学医療センター大森病院
小児科　准教授

高橋　浩之
2019年3月20日

57 24067 産科婦人科 深澤　一雄
ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学療法の必
要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験（JGOG3020試験）

国立研究開発法人国立がん研究センター東病院臨床
研究審査委員会

（認定番号：CRB3180009）

国立がん研究センター東病院
婦人科科長

田部　宏
2019年3月22日


