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25年度）
審査日

H25.4.19

H25.5.24

医学研究等の名称

申請者

承認日

実施期間等

膠原病的背景を有する特発性間質性肺炎の多施設共同コホート
片岡 健介
研究

H30.3.31まで

間質性肺炎におけるバイオマーカーの臨床的意義に関する後ろ
近藤 康博
向き研究

H28.3.31まで

慢性心不全患者のセルフケア評価尺度の開発

H26.3.31まで

婦人科悪性腫瘍研究機構子宮体癌ＪＧＯＧ２０２８Ｓ
肉腫症例に関する調査研究

森田恵美子

子宮癌

H25.4.23

浅井

英和

H25.10.31まで

携帯型酸素濃縮装置による酸素投与と、１００％酸素連続流に
木村 智樹
よる酸素投与での酸素化比較試験

H26.3.31まで

Epidermal Growth Factor Receptor activating mutation
positive(EGFRm+)の進行・再発非小細胞肺がん（NSCLC）治療
の観察研究

智樹

H26.6.30まで

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対する
味岡 正純
リバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究

H26.3.31まで

術後疼痛コントロールに対する投薬の検討

西森

康浩

H30.４.30まで

Clostridium difficile感染症に関する研究

市原

利彦

H30.2.28まで

６分間歩行試験における歩行距離の正常予測値作成に関する研
近藤 康博
究

H28.4.30まで

木村

H25.5.28

ＵＩＰパターンを示す膠原病の肺病変、慢性過敏性肺炎、特発
片岡 健介
性肺線維症の画像的鑑別に関する検討

H25.12.31まで

既治療非小細胞肺がんに対するアルブミン懸濁型パクリタキセ
木村 智樹
ル療法の第Ⅱ相試験

H27.5.31まで

CJLSG1103 化学療法不応または再発の小細胞肺がんに対する塩
木村 智樹
酸アムルビシン毎週投与法の第Ⅱ相試験

H26.11.30まで

非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋アルブミン懸濁型パク
木村 智樹
リタキセル併用化学療法の有効性と安全性の検討

H27.5.31まで

ＮＡＶＡの有用性の検討

小山

昌利

H23.7.20まで

人工呼吸器患者におけるＮＡＶＡの有用性

鈴木

淳

H25.12.31まで

黒岩

正憲

H25.6.28 鎮痛剤起因性小腸障害に対するレパミピドの効果

H25.7.9 H25.3.31まで

切除不能進行膵癌の二次治療例に対するＳ－１通常投与法とＳ
黒岩 正憲
－１隔日投与法の無作為化第Ⅱ相試験SCOTCH trial

H27.12.31まで

大腿骨転子部骨折の内固定材による比較検討

H30.6.30まで

西森

康浩
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審査日

医学研究等の名称

申請者

承認日

実施期間等

中心性漿液性脈絡網膜症に対する低エネルギー照射光線力学療
小澤 信介
法

H30.7.31まで

大腸癌手術後炎症反応に対するプロシェアの比較第Ⅱ相臨床研
川瀨 義久
究

H26.6.30まで

Lung-dominant CTDにおける肺高血圧に関する多面的評価

H25.8.31まで

鈴木

淳

高齢進行非小細胞肺癌患者における、脆弱性スクリーニング
ツールVulnerable Elders Survey(VES)-13ならびに認知機能評
木村 智樹
H27.11.30まで
価ツールMini-Mental State Examination(MMSE)の有用性に関
H25.8.13
H25.7.24 する検討（CJLSG 1301）
呼吸器疾患に伴う肺高血圧症の多施設前向き症例登録研究
木村 智樹
H28.7.31まで
（Japan Respiratory PH study）
形成不全股の大腿骨側における三次元的画像解析

渡邊

宣之

H30.7.31まで

腎動脈狭窄症に対するステント治療の治療反応群予測因子の検
浅野 博
討

H29.6.30まで

EGFR変異陽性のNSCLC患者に対するEGFR-TKI治療効果予測因子
の検討

智樹

H25.6.30まで

成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨
梶口 智弘
床試験
-JALSG Burkitt･ALL213-

H32.8.31まで

成人precursor Ｔ細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用
梶口 智弘
化学療法による第Ⅱ相臨床試験
-JALSG T･ALL213-O-

H29.8.31まで

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor Ｂ細胞性急性リン
梶口 智弘
パ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
-JALSG Ph(-)B･ALL213-

H29.8.31まで

H25.8.30 危機的出血に対する凝固因子製剤の使用

ネフローゼ症候群の後ろ向きコホート研究

木村

大野

稔人 H25.9.26 H28.8.31まで

倉田

圭

H30.8.31まで

サイトメガロウイルス網膜炎に対する抗ウイルス薬（ガンシク
小澤 信介
ロビル）眼内注入療法

H25.9.18から

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
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

H29.9.30まで

一般臨床におけるＦＸa活性の検討

正純

H26.2.29まで

日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業
岡田 節男
および登録情に基づく研究事業への参加

H25.11.1から

味岡

胃癌術後患者を対象としたOral nutritional supplementsの有
坪井 賢治 H25.10.30 H27.9.30まで
効性に関する多施設共同臨床試験
外科的肺生検を施行したびまん性肺疾患症例における右心カ
H25.9.27 テーテルを用いた肺動脈圧と全肺volume thin-section CTを用 木村 智樹
いた画像解析との関連の検討
閉塞性気道疾患バイオマーカーの探索研究

木村

H25.6.30まで

智樹 H25.12.4 H28.12.31まで

間質性肺炎を合併する未治療非小細胞非扁平上皮肺癌に対する
木村 智樹 H25.10.30 H30.10.31まで
ペメトレキセド＋カルボプラチン併用臨床第Ⅱ相試験
（CJLSG1202）
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H25.10.22 人工呼吸の離脱について

申請者
市原

承認日

利彦 H25.10.25

早期声門部癌の１回２．２５Gyによる放射線治療の実態調査に
山川 耕二
よる研究 －多施設による遡及的研究―

実施期間等
－
H29.12.31まで

H25.11.1 安静臥床患者の頭部の細菌汚染分析による洗髪技術の開発（そ 安西由美子 H25.11.19 H25.12.31まで

の２）

H25.11.29

補助循環用人工肺の血栓予防に対する回路工夫）

堀口敦史

H26.3.31まで

虫垂癌におけるムチン蛋白発現に関する臨床病理学的研究
－ 特に予後との関連について －

大河内

H25.12.31まで

治

初発膠芽腫患者を対象としたカルムスチン脳内留置用剤＋イン
林 重正
ターフェロンβ＋テモゾロミド併用化学放射線療法

H28.11.30まで

鎖骨下動脈病変に対する血管内治療の安全性と有用性における
浅野 博
多施設後向き研究

H25.12.11 H25.12.15まで

脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有
湯浅 浩之
効性及び安全性の検討

Ｈ29.3.31まで

重症ＭＲＳＡ結膜炎患者に対するバンコマイシン点眼薬の適応
小林加寿子
外使用

H26.11.30まで

ＰＲＥＤＩＣＴ研究（期間延長）

H28.6.30まで

H25.12.27 血小板異常の遺伝子検査

倉田

圭

梶口

智弘

H26.1.8

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサベント酸エチル二次予防効
村瀬 洋介
果の検討
日本胸部外科学会データーベース登録（先天性）
冠血流予備比（ＦＦＲ）にて冠動脈インターベンションを見
H26.1.31 送った症例の長期予後：日本多施設レジストリー

J-BRAND Registry（Japan-Based clinical ReseArch Network
for diabetes Registry）
（本邦における2型糖尿病患者に対する経口血糖降下薬の長期
臨床経過とアログリプチンの安全性及び有効性の検討）

市原

利彦

浅野

博

吉岡

修子

－
H28.10.31まで
－

H26.1.31

H31.12.31まで

H29.9.30まで

骨髄不全症候群及び発作性夜間ヘモグロビン尿症（ＰＮＨ）疑
Ｈ26.2.14 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 奥野

真吾 H26.2.18 H26.12.31まで

意義を明らかにするための観察研究

H26.3.7

当院における呼吸療法サポートチームの院内ラウンド活動につ
松田 俊明
いて

H26.3.31まで

High-risk Stage Ⅱ/StageⅢ 大腸癌に対するＣａｐｅＯＸ療
法におけるオキサリプラチン継続投与群と間欠投与群とのラン 坪井 賢治
ダム化第Ⅱ相臨床試験

H31.3.31まで

非弁膜症心房細動患者の急性脳梗塞/ＴＩＡにおけるリバーロ
キサバンの投与開始時期に関する観察研究

湯浅

H26.3.14

浩之

フッ化ピリミジン系抗癌剤を含む初回治療に抵抗性を示した切
除不能または進行再発胃癌に対する早期減量を考慮した二次治 坪井 賢治
療としてのnab-paclitaxel単独療法の臨床第Ⅱ相試験
H26.3.27

入院を繰り返す心不全患者に対するトルバプタン長期投与の有
小川 隼人 H26.3.28
効性についての検討

H28.4.30まで

H27.11.30まで

－

