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２７年度）
審査日

医学研究等の名称

申請者

承認日

既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab木村 智樹
パクリタキセルのランダム化比較第Ⅲ相試験
H27.4.17 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

内境界膜可視化剤としてのプリリアントブールＧ(BBG)の適応
外使用

小澤

信介

小澤

信介

実施期間等
H31.4.30まで

H27.5.8

-

-

１８トリソミーの児が在宅医療に移行できるために必要な条件
加藤 英子
を明らかにするための多施設共同研究

H29.2.28まで

人工呼吸療法に関する免疫学研究

H25.11.30まで

横山

俊樹

胸腔鏡観察による超音波ガイド下傍脊椎ブロックにおける薬液
下起 明
の広がりおよびカテーテル挿入に関する研究

H33.3.31まで

気腫合併肺線維症の臨床・画像・病理診断学的特徴を明らかに
片岡 健介
するための多施設共同後方視的臨床研究

H27.12.31まで

股関節唇損傷診断に於ける関節内造影MRIの施行

渡邊

H27.5.22 Spitzy変法臼蓋形成術（タナ形成術）における手術器械の作成 渡邊

宣之

-

宣之 H27.5.22

-

特発性肺線維症に対するアンケート調査

近藤

康博

H28.3.31まで

HRCT診断Possible
子の検討

近藤

康博

H29.3.31まで

UIP pattern症例におけるIPF診断の予想因

日本CKDコホート研究終了後の継続予後調査に関する研究（略
倉田 圭
称:CKD-JACⅡ研究）―慢性腎臓病患者を対象とした観察研究―

H30.6.30まで

腹膜透析患者における、新規腹膜灌流用紫外線照射器の腹膜炎
倉田 圭
発生予防効果に関する研究

H31.12.31まで

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）

H30.3.31まで

オキサリプラチン、イリノテカン、べバシズマブ既治療KRAS遺
伝子変異型進行再発大腸癌に対するS-1単独療法の臨床第Ⅱ相
試験
オキサリプラチン、イリノテカン、べバシズマブ既治療KRAS遺
伝子野生型進行再発大腸癌に対するセツキシマブ（隔週投与）
併用S-1療法の臨床第Ⅱ相試験
オキサリプラチン、イリノテカン、べバシズマブ既治療KRAS
遺伝子変異型進行再発大腸癌に対するべバシズマブ併用S-1療
法の臨床第Ⅱ相試験
H27.6.19 治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する経口フッ化ピリミジ
ン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン、ベバシズマブ併用療法
既治療例の二次治療としてのXELIRI+ベバシズマブ療法の第Ⅱ
相臨床試験
治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する経口フッ化ピリミジ
ン系抗悪性腫瘍剤、イリノテカン、ベバシズマブ併用療法既治
療例の二次治療としてのXELOX+ベバシズマブ療法の第Ⅱ相臨床
試験

大河内

治

H29.6.30まで

大河内

治

H29.6.30まで

大河内

治

H29.6.30まで
H27.7.1

大河内

治

H29.6.30まで

大河内

治

H29.6.30まで

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動疾患における
神原 貴博
リバーロキサバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）

H29.12.31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２７年度）
審査日

医学研究等の名称

申請者

承認日

実施期間等

化学療法未治療のHER２陰性進行・再発胃癌に対するオキサリ
プラチン+S-1療法について検討する第Ⅱ相臨床試験

松下

英信

H30.5.31まで

化学療法未治療のHER２陽性進行・再発胃癌に対するオキサリ
プラチン+S-1療法+トラスツズマブ併用療法について検討する
第Ⅱ相臨床試験

松下

英信

H31.5.31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

慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary
disease:COPD）患者の１０年生存率に影響を及ぼす因子（生活 木村 智樹
習慣、食習慣、運動習慣）の検討 ―コホートスタディ―
H27.6.19
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
してのべバシズマブ+エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単 木村 智樹
剤療法を比較する非盲検無作為化比較第Ⅲ相臨床試験
核小体型抗核抗体（anti-nucleolar antibodies:AnoAs）陽性
間質性肺炎患者の臨床・病理・画像・治療に与える影響につい 山野 泰彦
ての後ろ向き検討

H29.3.31まで
H27.7.1
H30.6.30まで

-

間質性肺炎患者において自己抗体が、臨床・病理・画像に与え
山野 泰彦
る影響についての後ろ向き検討

-

特発性肺線維症の予後因子に関する検討

-

古川

大記

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）第３４回東海
浅野 博
北陸地方会 地方会主催ビデオライブデモンストレーション
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
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（多施設共同研究

H27.8.31まで

H29.8.31まで

８０歳以上標準治療肺結核症例の後方視的検討

松田

俊明

心不全Frailtyの予後予測妥当性と心臓リハビリテーション効
果に関する研究

神原

貴博

H32.3.31まで

第１回 瀬戸低侵襲心血管カテーテル治療Workshop

浅野

博

H25.11.27まで

-

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
H29.6.30まで
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
H27.7.10 観察研究 （PREDICT 1）CJLSG 1201 ＜期間延長＞
H27.7.31
癌性胸膜炎における悪性胸水量と予後との関連を調査する多施
木村 智樹
設共同前向き観察研究

H31.6.30まで

重症COPD患者に対する長期非侵襲的換気療法(NIV)と在宅酸
素療法(HOT)の有用性の検討

智樹

H31.6.30まで

ヒト虚血性心疾患における細胞傷害促進因子の血中動態に関す
神原 貴博
る検討

H32.3.31まで

日本人高齢者を対象としたアビキサバンの有効性・安全性に関
神原 貴博
する検討：医師主導型多施設共同前向きコホート研究

H29.8.31まで

メフロキンの進行性多巣性白質脳症(PML)への使用

H28.1.31まで

木村

湯浅

浩之

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２７年度）
審査日

医学研究等の名称

申請者

承認日

ＪＡＬＳＧ参加施設に新たに発生する全ＡＭＬ、全ＭＤＳ、全
ＣＭＭＬ症例を対象とした５年生存率に関する観察研究（前向 梶口 智弘
き臨床観察研究）10.2版
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 第４版

梶口

H32.3.31まで

智弘

H28.5.31まで

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
ver.4 （JALSG AML209 genome-wide study: AML209GWS）

H29.3.31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
床試験 -JALSG Burkitt･ALL213-ver4.4

智弘

H33.3.31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- ver4.4

H28.3.31まで

梶口

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-ver4.3
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
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
第Ⅱ相臨床試験
－ JALSG Ph+ALL213 －ver2.4
H27.8.21

口腔乾燥の保湿、痂皮の除去

大津

H28.3.31まで

H33.3.31まで

千佳

―
H27.9.15

呼吸器疾患患者におけるBreath-holdingを用いた新たな呼吸困
新貝 和也
難感評価法の開発

―

せん妄やBPSDを呈する患者の院内デイケアの有用性

水野

ヒトメタニューモウイルス感染症に関する多施設臨床調査

郷

特発性間質性肺炎（idiopathic interstitial
pmeumonais;IIPs）における臨床・画像・病理を含むデータ
ベースの構築と臨床疫学的検討

近藤

康博

H30.3.31まで

バラ科果実アレルギーの病態および抗原解析

森下

雅史

H28.12.31まで

アナフィラキシー治療症例の多施設集積研究

森下

雅史

H30.3.31まで

黄班浮腫を生じる眼内新生血管疾患と血管内皮増殖因子(VEGF) 小澤 信介

H29.8.31まで

慢性呼吸器疾患患者が息切れに対して行っているマネジメント
木村 智樹
法および医療者に求めている支援ニーズの実態

H29.3.31まで

高感度トロポニンⅠ測定の臨床的意義の評価

H27.9.25

実施期間等

日置

康子
清貴

松下

H28.8.31まで

達也

StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予
後予測因子および副作用発現の危険因子についての探索的研究 松下 英信
JACCRO GC-07 AR
StageⅠ胃癌に対する胃全摘術におけるアプローチ別のQOL評
価 CCOG 1504

H29.3.31まで

英信

核小体型抗核抗体（anti-nucleolar antibodies:AnoAs）陽性
間質性肺炎患者の臨床・病理・画像・治療に与える影響につい 山野 泰彦
ての後ろ向き検討

―

H33.3.31まで
H27.10.16

H31.3.31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２７年度）
審査日

医学研究等の名称

当院における鶏卵アレルギー児についての後方視的研究

申請者
森下

承認日

雅史

実施期間等
―

脳波―機能的ＭＲＩ同時記録によるてんかん焦点及び伝播経路
大江 英之
診断システムの開発

H29.3.31まで

特発性肺線維症に対するニンテダニブ効果予測バイオマーカー
山野 泰彦
H29.9.30まで
の前向き解析（多施設共同研究）
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
H27.10.30 価ツールMini-Mental State Examination(MMSE)の有用性に関 木村 智樹 H27.11.13 H29.11.30まで
する検討（CJLSG 1301）

H27.11.27

当院における小児アナフィラキシー症例の検討

森下

雅史

HRCT診断Possible
子の検討

近藤

康博

UIP pattern症例におけるIPF診断の予想因

―
H29.3.31まで

安静時低酸素血症のないCOPD患者における肺高血圧症の予測因
木村 智樹
子についての臨床研究

H25.10.31まで

ヒト虚血性心疾患における各種アディポカイン血中動態に関す
神原 貴博
る検討

H32.3.31まで

日本人高齢者を対象としたアビキサバンの有効性・安全性に関
神原 貴博
する検討：医師主導型多施設共同前向きコホート研究

H29.8.31まで

特発性肺線維症患者における胸部ＣＴ画像の自動解析値（正常
八木 光昭
肺体積％）と生存率の後方視的検討

H29.11.30まで

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動疾患における
神原 貴博
リバーロキサバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）

H27.12.11
H29.12.31まで

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】

H29.3.31まで

高齢糖尿病患者の膝伸展筋力の縦断調査

井戸

和美

H31.3.31まで

DVT/PEに対するイグザレルト単独療法の検討

大橋

寛史

H29.12.31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（多施設共同前向き無作為割付研究）

H32.6.30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

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
H27.12.25 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 松下

英信 H28.1.15 H28.11.30まで

治療としてのnab-paclitaxel単独療法の臨床第Ⅱ相試験
国際的患者立脚型アウトカム日本語版作成にむけた臨床適応

渡邊

宣之

H32.12.31まで

デフェラシロクスとの薬剤相互作用における急性腎不全の検討 水野 貴仁

―

IPF患者を対象としたCOPD Assessment Test(CAT)と多面的評価
松田 俊明
に関する臨床検討

―

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２７年度）
審査日

医学研究等の名称

グルコセレブロシダーゼ活性測定

申請者
森下

雅史

H28.1.22 間質性肺炎患者の臨床・病理・画像・治療に与える影響につい 山野

泰彦

承認日

実施期間等
H28.2.29まで

核小体型抗核抗体（anti-nucleolar antibodies:AnoAs）陽性
H28.2.1

―

ての後ろ向き検討
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab木村 智樹
パクリタキセルのランダム化比較第Ⅲ相試験
保存期慢性腎臓疾患を対象とした臨床研究（BRIGHTEN試験）

倉田

―

圭

H29.9.30まで

Short and Optimal duration of Dual AntiPlatelet Therapy2
(STOPDAPT-2) study エベロリムス溶出性コバルトクロ
井上 陽介
ムステント(XIENCE)留置後の抗血小板剤２剤併用療法期間を１
ｶ月に短縮することの安全性を評価する研究

H36.2.29まで

１８トリソミー児の生存退院に関与する因子についての検討
― 多施設共同研究 １１７例の後方視的検討 ―

加藤

英子

H29.2.28まで

CCOG 1601 StageⅠ胃癌患者における幽門保存側胃切除術と
幽門側胃切除術の術後QOL評価

松下

英信

H34.2.28まで

松下

英信

H28.2.19 CCOG

1602 StageⅠ胃癌における噴門側胃切除術と胃全摘術
の術後QOL評価

H28.2.26

日本における成人喘息患者を対象とした調査研究、喘息のコン
木村 智樹
トロール、QOL及び患者の心理実態
所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン/nab-パクリタキ
セル（アブラキサン○Ｒ）胸部放射線同時併用化学療法の臨床 木村 智樹
第Ⅰ/Ⅱ相試験
ＤＭＳＯの間質性膀胱炎への使用

奥村

H34.2.28まで
H29.9.6まで
H29.9.6まで

敬子

―

難治性胃食道病変を合併している強皮症患者におけるオクトレ
鈴木 淳
オチド使用

－

腹膜透析における腹膜硬化症・腹膜線維症の病因の解明（腹膜
倉田 圭
組織を用いた検討）

H37.10.20まで

骨髄不全患者におけるＰＮＨ型血球割合とＰＮＨ関連の臨床症
梶口 智弘
状を経時的にみる観察研究

H35.5.31まで

JFMC48-1301-CA （ACHIEVE-2 Trial） 再発危険因子を有す
るハイリスクStageⅡ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化
松下 英信
学療法としてのｍFOLFOX6療法またはXELOX療法の至適投与期間
に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験

H36.1.31まで

CCOG 1601 StageⅠ胃癌患者における幽門保存側胃切除術と
H28.3.25 幽門側胃切除術の術後QOL評価

松下

英信

ヘモグロビンＡ１ｃ測定に用いる血液試料の検討

日置

達也

H29.5.1まで

高感度トロポニンⅠ測定の臨床的意義の評価

日置

達也

H29.12.31まで

化学療法困難な無治療急性前骨髄球性白血病に対する亜砒酸地
梶口 智弘
固め療法後の長期予後（後方視解析研究）

H28.11.30まで

労作時低酸素を合併した間質性肺疾患におけるハイフローネー
鈴木 淳
ザルカニューレを用いた運動能改善効果の検討

H30.3.31まで

H28.3.30

H34.2.28まで

