医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（平成24年度）
審査日

医学研究等の名称

KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法
mFOLFOX6と周術期化学療法mFOLFOX＋セツキシマブの第Ⅲ相ラ
H24.5.11 ンダム化比較試験
腹膜透析患者の残腎機能に与える造影剤の影響

H24.5.29

申請者
坪井

承認日

賢治

実施期間等
H27.2.28まで

H24.5.16
倉田

圭

H26.6.30まで

PCI施行後の急性冠症候群に対する短時間作用型βblocker（オ
坂口 輝洋
ノアクト）導入意義に関する研究

H25.6.30まで

重症COPD患者に対する長期非侵襲的換気（NIV）療法の有用性
の検討

木村

智樹

H27.6.30まで

緑膿菌の薬剤感受性サーベイランス

木村

智樹

-

人工骨頭の手術進入法による差違の検討

渡邊

宣之

人工骨頭の機種による違いの検討

渡邊

宣之

うっ血性心不全患者に対し、トルバプタン長期投与での有用性
の検討
味岡 正純
－特に腎機能、入院回数及び神経体液性因子に及ぼす影響につ
いて－

H24.6.1

H29.6.30まで
H29.6.30まで

H25.11.30まで

COPD患者における運動耐容能の予測因子についての検討

木村

智樹

-

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

梶口

智弘

H28.5.31まで

渡邊

宣之

H24.7.5 H29.7.31まで

NAS-J-Hipによる変形性股関節症評価

渡邊

宣之

H29.7.31まで

ECMO治療中における立位リハビリの施行について

長谷川隆一

H24.6.29 人工関節置換術に於ける同種骨バンクの確立

冠血行再建術による心血管イベントリスクの減少効果を負荷心
浅野 博
筋血流SPECTを用いた虚血量定量で評価するための調査研究
（J-ACCESS Ⅳ）
造血幹細胞移植の前処置に対するマブリン散の投与

梶口

智弘

H27.4.30まで

-

StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤および
坪井 賢治
H27.7.31まで
オキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比
較試験 ACHIEVE Trial
H24.7.27 StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
H24.7.31
mFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤および
坪井 賢治
H28.7.31まで
オキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比
較試験 付随研究
非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋ペメトレキ
セド併用療法の血液検体を用いた効果予測に関する多施設共同
木村 智樹
H27.3.31まで
観察研究 （PREDICT 1）
CJLSG 1201
早期胃癌におけるアプローチ別の術後栄養状態評価

坪井

賢治

H27.3.31まで

医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（平成24年度）
審査日

医学研究等の名称

治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する一次治療としての
XELOX+ベバシズマブ療法とXELIRI+ベバシズマブ療法の多施設
共同無作為化第Ⅱ相臨床試験

H24.7.27

申請者
坪井

賢治

鳥関連過敏性肺炎における特異的IgG、IgA抗体測定の有用性に
片岡 健介
関する研究

H27.2.28まで

H27.3.31まで
H24.7.31
H27.7.31まで

水利尿薬（トルバブタン）投与患者におけるループ利尿薬減量
村瀬 洋介
とその影響に関する研究

H25.8.31まで

片岡

健介

大腸癌手術後炎症反応に対するプロシュアの比較第Ⅱ相臨床研
川瀨 義久
究
H24.8.24 胎児および新生児トキソプラズマ症の治療

超多剤耐性結核患者に対するAMPC/CVAの高容量投与

H25.6.30まで

節男 H24.8.30 H27.8.31まで

岡田

慢性腎臓病例に対し血管内超音波ガイドにて冠動脈インターべ
浅野 博
ンションを極少量造影剤量で行う前向き観察研究
富貴原

H26.8.31まで
淳

-

慢性腎臓病（CKD）患者における経口吸着炭AST-120（クレメジ
味岡 正純 ######## H28.9.30まで
ン）の冠動脈石灰化進展抑制に関する前向き無作為化比較試験
J-BRAND Registry（Japan-Based clinical ReseArch Network
for Diabetes Registry）

吉岡

修子

H28.3.31まで

周産期母子医療センターネットワークの構築に関する研究

家田

訓子

-

婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮頸がんJGOG1072
再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する 浅井 英和
調査研究

-

日本産科婦人科学会周産期委員会

-

周産期登録事業への参加

岡田

節男

HTLV－１母子感染予防に関する研究：HTLV－１抗体陽性妊婦か
岡田 節男
らの出生児のコホート研究への参加
H24.11.2

実施期間等

外科的肺生検にて診断した過敏性肺炎症例の予後・臨床的特徴
片岡 健介
の検討

肺胞蛋白症様を伴う間質性肺炎の検討

H24.10.4

承認日

H24.3.31まで

眼内新生血管疾患および黄斑浮腫に対する抗VEGF抗体（ｱﾊﾞｽﾁ
小澤 信介 H24.11.13
ﾝ）眼内注入療法
冠動脈病変合併リスクの高い川崎病患者に対する免疫グロブリ
H27.11.30まで
ンと免疫グロブリン・プレドニゾロン初期併用投与の前方視的 足達 武憲
ランダム化比較試験
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
浅井 英和
H34.6.30まで
学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験
結核治癒まで
の期間

超多剤耐性結核（XDR－TB）患者へのclofazimine投与

富貴原

３次元骨モデルによる手術シュミレーション

渡邊

宣之

H29.11.30まで

Menkes病に対するヒスチジン銅皮下注射治療

松井

照明

患児の生存中

淳

医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（平成24年度）
審査日

医学研究等の名称

申請者

研究参加施設に新たに発生する全ての成人ＡＬＬ症例を対象と
梶口 智弘
した５年生存率に関する前向き臨床研究（JALSG-ALL-CS-12)
H24.11.30

H25.1.11

承認日

実施期間等
H28.6.30まで

成人急性リンパ性白血病における微小残存病変と治療反応性に
倉田 圭
関する検討

H24.12.4 H31.6.30まで

重症虚血性心疾患に対する低出力対外衝撃波治療法（高度先進
浅野 博
医療）

H28.3.31まで

胃癌術後における高蛋白質スープの早期経口摂取の及ぼす影響 川瀨 義久

H25.12.31まで

薬剤性肺障害の病態機序に関する多面的評価

渡辺

尚宏

H24.11.30まで

慢性肺アスペルギルス症を対象とした予後調査後ろ向き研究

松田

俊明

H27.3.31まで

高齢者未治療進展型小細胞癌に対するアムルビシン単剤療法の
木村 智樹 H25.1.22 H27.12.31まで
臨床第Ⅱ相試験
呼吸状態が急速に悪化した、間質性肺炎終末期患者の呼吸困難
木村 智樹
に対するオピオイド使用の検討

H24.4.30まで

２型糖尿病患者に関するＤＰＰ４阻害剤とＥＰＡ併用による相
大高 直也
乗血糖降下作用

H27.3.31まで

腎動脈狭窄症に対するステント治療の心機能改善効果に関する
浅野 博
他施設前向き観察研究（ＣＡＲＭＥＬ Ｓｔｕｄｙ）

H26.2.28まで

活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口５－ＡＳＡ製剤に
黒岩 正憲
関する実施調査（観察研究）

H26.6.30まで

クローン病小腸病変に対する

正憲

H27.9.30まで

入院を要する市中肺炎・医療ケア関連肺炎患者における起炎菌
松田 俊明
の薬物耐性の予測に関する研究 ―他施設共同前向き研究―
ＣＪＬＳＧ１２０５

H27.5.31まで

股関節疾患における患者立脚型アウトカムの確立

H30.2.28まで

H25.2.15 人工骨頭の機種による差異の検討

黒岩

渡邊

宣之

渡邊

宣之 H25.2.22 H30.2.28まで

安静時PaO2 60㎜Hg以上のCOPD患者における右心カテーテル検
木村 智樹
査を用いた肺高血圧症の臨床研究

H25.12.31まで

乳幼児児童症型血友病に対する凝固因子製剤の定期補充療法に
上田 一仁
関する前方視的研究

H30.2.28まで

臍肉芽腫に対する吉草酸ベタメタゾン軟膏の有用性について前
加藤 英子
方視的多施設共同研究

H25.8.31まで

ＰＣＰＳ離脱及び膜交換を拒否された高齢ＭＲの症例に
ついて

石濱

総太

-

医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（平成24年度）
審査日

H25.3.29

医学研究等の名称

申請者

JALSG AML209GS試験付随研究 成人急性骨髄性白血病の発症、
進展及び治療反応性の副作用に関する遺伝子異常の網羅的解析 梶口 智弘
（JALSG AML209 genome-wide study: AML209GWS）
骨髄不全症候群及び発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)疑い症
例における(GPI)アンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義 梶口 智弘
を明らかにするための観察研究
高齢者非小細胞癌非扁平上皮癌に対するベバシズマブ+ペメト
レキセド併用療法の忍容性と有効性を検討する第Ⅱ相試験

木村

智樹

リゾリュート・インテグリティを用いた日本の実地臨床におけ
る長期の有効性及び安全性に関する前向き多施設共同市販後臨 浅野 博
床研究

承認日

実施期間等
H29.3.31まで

H25.12.31まで
H25.4.8
H27.3.31まで

H28.12.31まで

