
令和２年度　倫理委員会審査承認一覧
（令和 2年 9月 30日現在）
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FOLFOX plus panitumumabによる一次治療抵抗または不耐と
なったRAS wild-type、切除不能進行・再発大腸癌に対する2次
治療としてのFOLFIRI plus panitumumab療法の有効性に関する
多施設共同第Ⅱ相試験（PBP study）＜臨床研究法対応＞

外科 大西　直 令和2年4月30日

大腸癌に対するoxaliplatin併用の術後補助化学療法終了後6か
月以降再発例を対象としたoxaliplatin based regimenの有効
性を検討する第Ⅱ相臨床試験（INSPIRE study）＜臨床研究法
対応＞

外科 大西　直 令和2年4月30日

552
根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研
究（GALAXY trial）

外科 宮嵜　安晃 令和2年5月26日

553
「当院でROS1遺伝子転座陽性肺腺癌に対してクリゾチニブを導
入した3症例の検討」（論文投稿）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年5月11日

554
抑肝散を用いた高齢者消化器癌術後のせん妄対策に関する研究
（POPEYE study）＜臨床研究法対応・定期報告＞

外科 足立　真一 令和2年5月27日

555 帯状疱疹及び帯状疱疹関連痛の診療実態調査
麻酔科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ

内科・外科
前田　倫 令和2年5月26日

556
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine
＋Oxaliplatin（CapeOx）療法の第Ⅱ相試験（OGSG1701）＜臨
床研究法対応・定期報告＞

外科 足立　真一 令和2年6月1日

557
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine
＋Oxaliplatin（CapeOx）療法の第Ⅱ相試験（OGSG1701）＜臨
床研究法対応・変更申請＞

外科 足立　真一 令和2年5月20日

558 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)専門医技能評価 循環器内科 野嶋　祐兵 令和2年5月20日

559

血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStage II及び低リスクStage
III結腸癌治癒切除例に
対する術後補助化学療法としてのCAPOX療法と手術単独を比較
するランダム化第III相比較試験(VEGA trial)

外科 宮嵜　安晃 令和2年5月26日

560

大腸癌に対するoxaliplatin併用の術後補助化学療法終了後6か
月以降再発例を対象としたoxaliplatin based regimenの有効
性を検討する第Ⅱ相臨床試験（INSPIRE study）
＜臨床研究法対応・変更申請＞

外科 大西　直 令和2年5月25日

561
外科症例臨床データベースを利用した臨床調査研究 （変更申
請）

外科 足立　真一 令和2年6月4日

563

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
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
比較臨床試験（JFMC47-1202-C3: ACHIEVE Trial） ＜臨床研究
法対応＞ (定期報告・変更申請)

外科 大西　直 令和2年6月8日

551
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564
直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観察
研究

外科 大西　直 令和2年6月10日

565
「進行・再発の結腸・直腸癌におけるパニツムマブ療法の皮膚
毒性に対する予防療法の検討」の追跡調査

外科 宮嵜　安晃 令和2年6月23日

566
抑肝散を用いた高齢者消化器癌術後のせん妄対策に関する研究
（POPEYE study） （変更申請）＜臨床研究法対応＞

外科 足立　真一 令和2年6月10日

567 咽頭・喉頭・気管狭窄症疾患レジストリ構築研究 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年6月23日

568

補助化学療法としてのフッ化ピリミジン＋オキサリプラチン併
用療法に不応となった再発結腸・直腸がんにおける
FOLFIRI+Ramucirumab併用療法の第Ⅱ相試験（RAINCLOUD）
 （定期報告・変更申請）＜臨床研究法対応＞

外科 宮嵜　安晃 令和2年6月29日

569

FOLFOX plus panitumumabによる一次治療抵抗または不耐と
なったRAS wild-type、切除不能進行・再発大腸癌に対する2次
治療としてのFOLFIRI plus panitumumab療法の有効性に関する
多施設共同第Ⅱ相試験（PBP study）＜臨床研究法対応＞

外科 大西　直 令和2年7月6日

570
Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによるmultiplex
遺伝子解析の有効性に関する前向き観察研究（LC-SCRUM-
Liquid研究）Ver.2.2

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年6月23日

571

進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カルボプラチン/エト
ポシド/アテゾリズマブ併用療法の実地診療における有効性、
安全性を検討する多施設前向き観察研究(APOLLO trial) の付
随研究

呼吸器内科
鈴木　真優美
(石井　誠剛)

令和2年6月12日

572

オキサリプラチン・ベバシズマブによる病勢コントロールが得
られた進行再発結腸・直腸癌に対するTAS-102+Bevによる計画
的維持投与(Switch Maintenance Therapy)の有効性と安全性に
関する検討;　多施設共同第II相試験 （定期報告・変更申請）
＜臨床研究法対応＞

外科 宮嵜　安晃 令和2年7月6日

573

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) （定期報告）＜臨床研究法対
応＞

外科 足立　真一 令和2年7月8日

574

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) （変更申請）＜臨床研究法対
応＞

外科 足立　真一 令和2年7月14日

575
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する周術期Capecitabine
＋Oxaliplatin（CapeOx）療法の第Ⅱ相試験（OGSG1701） （変
更申請）＜臨床研究法対応＞

外科 足立　真一 令和2年7月14日
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576

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
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
比較臨床試験（JFMC47-1202-C3: ACHIEVE Trial）(変更申請）
＜臨床研究法対応＞

外科 大西　直 令和2年7月27日

577
Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対するramucirumab＋Irinotecan
併用療法のインターグループランダム化第III相試験(RINDBeRG
試験) （変更申請、重篤有害事象報告）＜臨床研究法対応＞

外科 足立　真一 令和2年7月14日

578 大腸癌肝転移における後方視的予後解析 外科 宮嵜　安晃 令和2年7月28日

579
日本心血管理学療法学会レジストリー研究・慢性心不全患者の
フレイル実態調査

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 嘉喜田　大輔 令和2年7月28日

580
多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観
察研究

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年9月29日

581
アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指し
た、遺伝子スクリーニングとモニタリングのための多施設共同
前向き観察研究（LC-SCRUM-Asia）＜Ver2.0変更申請＞

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年8月25日

582
「胃癌術前ステロイド投与の有効性と安全性を検証するランダ
ム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験」の追跡調査

外科 足立　真一 令和2年9月1日

583
胃がん肝転移症例（同時性、異時性）に対する化学療法施行後
のsurgical intervention に関する第II相臨床試験

外科 足立　真一 令和2年9月1日

584
免疫チェックポイント阻害剤投与による肝障害治療におけるミ
コフェノール酸モフェチルの適応外使用

消化器内科 林　典子 令和2年8月25日

585 アレルギー性気管支肺真菌症　第２回全国実態調査 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年9月29日

587
放射線化学療法後の局所進行非小細胞肺癌におけるDurmalmab
の使用実態調査（多施設共同後ろ向き研究）

呼吸器内科 二木　俊江 令和2年9月29日

588
分解しても中性を保つ新しい生体吸収性ステントを目指した生
分解性高分子材料設計

循環器内科 南都　伸介 令和2年4月1日

589

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティ
ブMDD診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの
創出 ―AI診断システムと新規バイオマーカーの開発―
（IBiS+AMED）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和2年9月29日


