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２６年度）
審査日

H26.4.25

医学研究等の名称

申請者

承認日

冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓療
石濱 総太
法に関する検討（多施設共同前向き無作為割付研究）

H30.12.31まで

冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓療
石濱 総太
法に関する検討（多施設共同研究）

H30.12.31まで

急性冠症候群の治療経過、予後に関する登録観察研究（多施設
石濱 総太
共同研究）

H30.9.30まで

中等度催吐性抗悪性腫瘍投与によるがん化学療法時の悪心嘔吐
木村 智樹
観察研究

H26.12.31まで

未治療進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺癌を対象としたカル
ボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマブ併用療法とシスプ
木村 智樹
ラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法のランダム化
第Ⅱ相臨床試験

H26.5.13
H28.3.31まで

リソリュート・インテクリティを用いた日本の実地臨床におけ
る長期の有効性および安全性に関する前向き多施設共同市販後 浅野 博
臨床研究

H29.9.30まで

セレン欠乏症に対するセレン補充療法

H31.4.30まで

加藤秀紀

インフルエンザ脳症及び病原の異なる脳炎、脳症のマーカー探
大江 英之
索に関する研究

H27.3.31まで

保存期慢性腎臓疾患を対象とした臨床研究（BRIGHTEN試験）

H28.3.31まで

倉田

圭

H26.5.30

H26.6.3

がん相談支援センターの現状調査

田島

-

ちなみ

ＢＩＭ遺伝子多型を有するＥＧＦＲ変異肺がんの臨床的特徴を
木村 智樹
明らかにする他施設共同研究（PEOPLE-J）
H26.6.12 抗結核薬の急速減感作療法

H26.7.2

実施期間等

鈴木

淳

H30.3.31まで
H26.6.16 H26.6.30まで

大腸癌におけるがん関連遺伝子異常プロファイルと臨床病理学
坪井 賢治
的因子との相関に関する多施設共同研究

H28.3.31まで

人工膝関節の機種によるアウトカムの差違の検討

H30.6.30まで

渡邊

宣之

Ⅰ型呼吸不全におけるネーザルハイフローおよび非侵襲的人工
横山 俊樹
呼吸換気療法の無作為比較オープンラベル比較試験
ＰＣＩ施行後に糖尿病・耐糖能異常と診断した冠動脈疾患患者
に対するＤＰＰ－４阻害薬およびＳＧＬＴ２阻害薬を用いた心 増富 智弘
臓周囲脂肪体積への影響の比較検討
自己免疫性視床下部下垂体疾患の自己抗原の同定及びバイオ
マーカーの開発

赤羽貴美子

H26.7.8
H28.6.30まで

Ｈ29.12.31まで

-

初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対
H26.7.29 象としたダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の 梶口

智弘

H26.8.5 H33.7.31まで

医療関連感染を低減するための医療器具や材料への銅の活用に
須川真規子
関する研究

H27.3.31まで

第Ⅱ相臨床試験
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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２６年度）
審査日

医学研究等の名称

申請者

ＲＡＳ遺伝子野生型潜在的切除可能進行再発大腸癌に対する
Panitumumab+mＦＯＬＦＯＸ６療法の早期腫瘍縮小効果に関す 高橋 卓嗣
る検討（多施設協働観察研究）
H26.9.2
冠動脈ステント留置術後１２ヶ月超を経た心房細動患者に対す
るワーファリン単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試 浅野 博
験

承認日

H28.9.30まで
H26.9.19
H31.9.30まで

膠原病関連間質性肺炎における肺高血圧症に関する多面的評価 近藤 康博

－

白血球除去療法（ＬＣＡＰ）を施行した潰瘍性大腸炎患者の予
後およびその因子に関する多施設共同レトロスペクティブ観察 黒岩 正憲
研究
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS1+Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相 坪井 賢治
試験(JACCRO GC-07:START-2)
特発性肺線維症(IPF)および非特異性間質性肺炎(NSIP)におけ
る末梢血鑑別マーカーの模索

H26.10.24

近藤

H27.4.30まで

H28.3.31まで

康博

血液透析患者の経皮経管的血管形成術施行時のミダゾラムでの
倉田 圭
疼痛緩和の試みと適正投与量の検討

H27.4.30まで

H28.7.31まで
H26.11.11

突発性肺線維症（ＩＰＦ）初回評価症例における、ＣＴでの肺
八木 光昭
動脈径/大動脈径比と平均肺動脈圧の関係について

－

StageⅣ胃癌切除例を対象としたカペシタビン+シスプラチン
（+トラスツズマブ）療法の忍容性試験

日比野壮貴

H29.10.31まで

人工骨頭置換術における大規模長期成績追跡調査

渡邊

H31.10.31まで

宣之

疾患急性期・術後の高齢入院患者に対する高照度光療法の有効
小栗 卓也
性：睡眠覚醒リズムからみた検討
Lung dominant CTD(LDCTD)患者へのTacrolimus投与

寺町

H29.3.31まで

涼

－

特発性肺線維症（ＩＰＦ）の進行防止におけるピルフェニドン
およびピルフェニドン+Ｎ-アセチルシステイン（ＮＡＣ）吸入 片岡 健介
併用療法に関する前向き多施設共同治療研究

H27.12.31まで

人工骨頭置換術におけるセメント使用非使用の差違の検討

H31.11.30まで

渡邊

宣之

H26.12.4

H26.11.21

H27.1.17

実施期間等

ＩＰＦ患者の健康関連ＱＯＬの規定因子についての検討

松田

俊明

－

特発性血小板減尐性紫斑病に対するセファランチン療法

市村信太郎

-

長期酸素療法導入後の特発性肺線維患者の予後調査と予後因子
片岡 健介
の前向き検討（研究期間の延長）

H27.11.30まで

特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害に関与する日本人特
片岡 健介
異的遺伝素因に関する研究（研究期間の延長）

H32.4.30まで
H27.1.23

特発性肺線維症（ＩＰＦ）における血中ＫＬ－６の有用性評価 近藤 康博
ＩＰＦ急性増悪におけるＰＥＥＰの有用性

鈴木

淳

H28.3.30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２６年度）
審査日

医学研究等の名称

申請者

大規模前向き肺炎コホートにおける急性次障害（AKI：acute
kidney injury）発症と予後に関するサブ解析研究
ソリリス点滴静注３００㎎特定使用成績調査

非典型溶血性尿

H27.2.20 毒症症候群

承認日

片岡

健介

H28.3.31まで

梶口

智弘 H27.2.27 H31.1.31まで

EGFR TKI初回治療後に再発を来したEGFR遺伝子変異陽性非小細
胞肺癌に対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ 木村 智樹
療法の臨床第Ⅱ相試験（CJLSG 0908）(期間延長)
高尿酸血症を合併する慢性心不全患者を対象とした尿酸降下薬
フェブキソスタットの効果に関する多施設共同ランダム化比較 味岡 正純
試験【LEAF-CHF study】
抗Xa阻害薬における凝固マーカーの評価

H27.3.13

実施期間等

坂口

H27.12.31まで

H28.6.30まで

輝洋

H32.3.31まで

日本人工関節学会、人工関節登録制度の当院に於ける登録、実
渡邊 宣之
施について

-

睡眠関連病態を手掛かりとした神経変性疾患の早期診断法の確
小栗 卓也
立

H31.3.31まで

ＩＰＦにおけるＰＶＲとＨＬＭの関連性の検討

富貴原

膠原病関連間質性肺炎患者(CTD-ILD)及び、膠原病関連自己抗
体陽性間質性肺炎患者(Lung dominant CTD)に於ける
Tacrolimus(TAC)使用
ＡＲＳ抗体陽性間質性肺炎の臨床・画像・病理学的検討

H27.3.26

淳

-

山野

泰彦

-

山野

泰彦

-

膠原病関連間質性肺炎における肺高血圧症に関する多面的評価 谷口 博之

-

H27.3.25 膠原病関連間質性肺炎における肺高血圧症に関する多面的評価 片岡

健介 H27.3.31

H30.3.31まで

