
令和３年度　倫理委員会審査承認一覧
（令和 4年 3月 31日現在）

受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

624
日本消化器内視鏡学会　JED-Project参画
「消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築
（9.0版）」

消化器内科 小川　弘之 令和3年4月22日

625
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）

外科 足立　真一 令和3年4月9日

626

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）

外科
大西　直

藤江　裕二郎
令和3年4月21日

627
プラチナ製剤併用療法＋PD-L1阻害薬を投与した進展型小細胞肺
癌4症例の検討（学会）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年4月22日

628
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）（変更申請）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年5月21日

629

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）（終了報告）

外科 大西　直 令和3年5月27日

630
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）（定期報告・変更申請）

外科 足立　真一 令和3年5月28日

631
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）（定期報告・変更申請）

外科 足立　真一 令和3年6月11日

632
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)（定期報告・変更申請）

外科 足立　真一 令和3年6月11日

633
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の短期成績に関する前向き観察研
究

外科
大西　直

藤江　裕二郎
令和3年6月22日

634 大腸癌手術に対するCOVID-19の影響に関する後方視的解析 外科
大西　直

藤江　裕二郎
令和3年6月22日

635
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）

外科 足立　真一 令和3年6月28日

636
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・変更申請）

外科 足立　真一 令和3年6月24日

637

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)

外科 大西　直 令和3年6月21日
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638 高齢者胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除手術の検討（学会） 外科 足立　真一 令和3年6月21日

639
仙腸関節障害において腰仙移行椎を合併する症例の臨床的特徴
を明らかにする研究

麻酔科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
内科・外科

前田　倫 令和3年7月6日

640 小児の炎症性疾患の重症化に関与する因子についての研究 小児科 麻生　知良 令和3年7月6日

641 外科症例臨床データベースを利用した臨床調査研究 外科 足立　真一 令和3年7月15日

642
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（PROMISE study）

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年7月15日

643

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3年7月15日

644

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に付随するバイオマーカー
研究(APOLLO-Bio)

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年8月25日

645 当院で経験したROS1融合遺伝子陽性肺がんの検討(学会) 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年9月10日

646 COVID-19に関するレジストリ研究　Ver.2.4変更申請 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年8月19日

647
炎症性腸疾患の内視鏡的重症度評価における血清LRGの有用性に
関する多施設前向き研究（OGF2016）

消化器内科 小川　弘之 令和3年10月4日

648
C型慢性肝疾患に対するインターフェロン・フリー治療の治療効
果ならびに安全性についての検討

消化器内科 小川　弘之 令和3年10月4日

649

「RAS野生型進行大腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋セツキシマブ
とFOLFOXIRI＋ベバシズマブの最大腫瘍縮小率（DpR）を検討す
る無作為化第Ⅱ相臨床試験」におけるバイオマーカー研究
(JACCRO CC-13AR）

外科 藤江　裕二郎 令和3年9月27日

650
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）（変更申請）

外科 藤江　裕二郎 令和3年10月11日

651
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) （変更申請）

外科 藤江　裕二郎 令和3年10月13日

652
片頭痛の予防治療（発症抑制）：日常診療科における患者アウ
トカム（TRIUMPH）

麻酔科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
内科・外科

前田　倫 令和3年10月26日

653 臨床試用医薬品について　「デュピクセント皮下注ペン」 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年10月26日
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654

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)（変更申請）＜臨床研究法対応＞

外科 藤江　裕二郎 令和3年11月8日

655
「Candida albicans flexor tenosynovitis after trigger
finger release: a case report」（論文投稿）

整形外科 田邉　勝久 令和3年11月8日

656 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3年11月18日

657 COVID-19に関するレジストリ研究　Ver.2.5変更申請 呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年11月24日

658
切除不能・進行再発胃癌、大腸癌、膵癌に対するエドルミズ投
与に関する観察研究

外科 足立　真一 令和3年11月30日

659
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＞

外科 足立　真一 令和3年12月16日

660
気管支鏡検査前処置局所麻酔における対面式ジャクソンスプ
レーとノズル付リドカインスプレーの比較検討

呼吸器内科 鈴木　真優美 令和3年12月9日

661
光干渉断層撮影と血管内視鏡によるCOMBOステントとOrsiroステ
ント留置後における血管内性状の比較研究（COLLABORATION II
Study）

循環器内科 野嶋　祐兵 令和4年1月21日

662
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4年1月27日

663 大腸癌肝転移を対象とした前向きレジストリ研究 外科 藤江　裕二郎 令和4年2月22日

664 薬剤関連顎骨壊死に関する多施設共同後ろ向き観察研究 歯科口腔外科 岩井　聡一 令和4年2月22日

665 「術前禁煙指導の取組み」（論文投稿） ４階東病棟 濱崎　弘子 令和4年3月2日

666
高齢者に対する幽門側胃切除後再建（Billroth-II法versus
Roux-en-Y法）に関するランダム化比較第II相臨床試験

外科 足立　真一 令和4年3月22日

667
大腸がん T1/T2、N（+）症例における術後補助化学療法の有用
性

外科 大西　直 令和4年3月15日


