
令和元年度　倫理委員会審査承認一覧
（令和 2年 3月 31日現在）

受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

495
ミュータスワコーi50用トロポニン測定試薬、NTproBNP測定試
薬の性能評価

医療技術部
臨床検査科

福澤　京介 平成31年4月23日

496
冠動脈疾患を合併した糖尿病患者における酸化ストレス・抗
酸化力マーカーの意義

糖尿病・
内分泌内科

田渕　優希子 平成31年4月23日

497
心不全増悪で入院した患者への再入院予防介入プログラムの
効果

看護部 恩田　朋子 平成31年4月23日

498
腸管狭窄合併クローン病患者に対する内視鏡的バルーン拡張
術後ブデソニド内服の安全性および有効性の検討(OGF1707)
＜臨床研究法＞

消化器内科 小川　弘之 平成31年4月23日

499
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）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和1年5月28日

500

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 （変更申請）＜臨床
研究法対応＞

外科 宮嵜　安晃 令和1年5月10日

501
EGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌に対するEGFR-TKI使用例の
検討（学会発表）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和1年5月21日

502 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 消化器内科 小川　弘之 令和1年6月5日

503
ステロイド依存性・抵抗性の炎症性腸疾患に対する薬剤選択
に関する多施設後ろ向き観察研究（OGF1809）

消化器内科 小川　弘之 令和1年6月25日

504
ステロイド依存性・抵抗性の炎症性腸疾患に対する薬剤選択
に関する多施設前向き観察研究（OGF1810）

消化器内科 小川　弘之 令和1年6月25日

505

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）

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」におけるバイオ
マーカー研究（RAINCLOUD-TR）
 （変更申請）＜臨床研究法対応＞

外科 宮嵜　安晃 令和1年6月12日

506 特定健診で測定したHbA1c値に関する検討
糖尿病・

内分泌内科
合屋　佳世子 令和1年6月25日

507 特定健診で測定したHbA1c値に関する後ろ向き検討
糖尿病・

内分泌内科
合屋　佳世子 令和1年6月25日

508
比較的稀な経過をたどっている泌尿器癌肺転移の３例（学会
発表）

外科 河中　聡之 令和1年6月18日



受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

509
門脈血栓症に対する血栓溶解療法の治療効果についての検討
―多施設共同研究―

消化器内科 小川　弘之 令和1年7月23日

510
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相臨床試験
（OGSG1701）　＜臨床研究法＞（変更申請）

外科 足立　真一 令和1年7月2日

511 「Cyclists’fractures in the elderly」（論文投稿） 整形外科 田邉　勝久 令和1年7月4日

512
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) 　＜臨床研究法＞（変更申請）

外科 足立　真一 令和1年7月16日

513
RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌における二次治療
FOLFIRI＋ラムシルマブ併用療法の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-
16） ＜臨床研究法対応＞（変更申請）

外科 大西　直 令和1年7月22日

514
直腸がん手術におけるdiverting loop ileostomyの前向き観
察研究（変更申請）

外科 大西　直 令和1年9月27日

515 誤嚥性肺炎入院症例の診療状況（学会発表） 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和1年9月25日

516
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・変更申請＞

外科 足立　真一 令和1年9月30日

517

＜臨床研究法対応：重篤有害事象報告の院内取り扱いについ
て＞ RAS遺伝子野生型切除不能進行・再発大腸癌における二
次治療FOLFIRI＋ラムシルマブ併用療法の第Ⅱ相試験（JACCRO
CC-16）

外科 宮嵜　安晃 令和1年10月29日

518
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)

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和1年10月29日

519 手術直後の皮膚損傷の現状と分析（論文投稿） 中央手術室 濱崎　弘子 令和1年11月8日

520
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）　＜臨床研究法対応＞

外科 足立　真一 令和1年11月8日

521

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1年11月14日

522

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1年11月14日



受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

523
２型糖尿病患者の左室拡張機能に対するテネリグリプチンの
予防・抑制効果に関する臨床試験（TOPLEVEL study）＜臨床
研究法対応＞

循環器内科 伊原　まどか 令和1年11月25日

524

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＞

外科 大西　直 令和1年12月4日

525

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
(JFMC48-1301-C4, ACHIEVE-2 Trial) ＜臨床研究法対応＞

外科 大西　直 令和1年12月4日

526
Genotype1型C型慢性肝疾患に対するダクラタスビル・アスナ
プレビル療法の治療効果ならびに安全性についての検討（変
更申請）

消化器内科 小川　弘之 令和1年12月16日

527
抗凝固薬内服者における大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層
剥離術（ESD）後出血に関する多施設共同後ろ向き研究（変更
申請）

消化器内科 小川　弘之 令和1年12月23日

528
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＞

外科 足立　真一 令和1年12月19日

529
大腸SM癌におけるリンパ節転移を予測するためのノモグラム
の構築

外科 宮嵜　安晃 令和1年12月24日

530
炎症性腸疾患合併消化管癌のデータベース作成と臨床病理学
的研究（多施設共同後向き・前向き研究）

外科 宮嵜　安晃 令和1年12月24日

531
本邦における成人鼠径ヘルニア術後慢性疼痛の実態調査とそ
のリスク因子解析
-多施設共同前向きコホート研究-　H30-NHO(外科)-01

外科 大西　直 令和2年1月28日

532
２型糖尿病患者の左室拡張機能に対するテネリグリプチンの
予防・抑制効果に関する臨床試験（TOPLEVEL study）＜臨床
研究法対応＞

循環器内科 伊原　まどか 令和2年1月14日

533
レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の
質の向上に資する研究

循環器内科 栗本　哲哉 令和2年1月28日

534
「Pre-estimation of distal screw lengths with computed
tomography in volar plating for distal radius
fractures」（論文投稿）

整形外科 田邉　勝久 令和2年1月23日

535
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＞（変更確認）

外科 足立　真一 令和2年1月29日

536
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) 　＜臨床研究法対応＞（変更申請）

外科 足立　真一 令和2年1月30日



受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

537
RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋ｾﾂｷｼﾏﾌﾞと
FOLFOXIRI＋ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞの最大腫瘍縮小率を検討する無作為化
第Ⅱ相臨床試験（JACCRO CC‐13) ＜臨床研究法対応＞

外科 大西　直 令和2年2月5日

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2月28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2月28日

540 多施設共同研究：潰瘍性大腸炎治療におけるQOL評価 外科 宮嵜　安晃 令和2年2月25日

541

＜臨床研究法対応：重篤有害事象報告の院内取り扱いについ
て＞
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）

外科 足立　真一 2020/3/2

542

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＞

外科 大西　直 2020/3/3

543

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
(JFMC48-1301-C4, ACHIEVE-2 Trial)＜臨床研究法対応＞

外科 大西　直 2020/3/3

544
２型糖尿病患者の左室拡張機能に対するテネリグリプチンの
予防・抑制効果に関する臨床試験（TOPLEVEL study）＜臨床
研究法対応＞

循環器内科 伊原　まどか 2020/3/5

545
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研
究について

整形外科 田邉　勝久 2020/3/19

546 ステント血栓症発症後の長期予後に関する検討（変更申請） 循環器内科 野嶋　祐兵 2020/3/17

547

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）

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」におけるバイオ
マーカー研究（RAINCLOUD-TR）
 （変更申請）＜臨床研究法対応＞

外科 宮嵜　安晃 2020/3/23

548

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 （変更申請）
＜臨床研究法対応＞

外科 宮嵜　安晃 2020/3/23

538


