
平成30年度　倫理委員会審査承認一覧
（平成31年3月29日現在）

受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

413

「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）

外科 吉岡　慎一 平成30年4月24日

414
切除不能進行性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマー
カー探索を含めた観察研究（DELIVER試験）：JACCRO GC-08
（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

415

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TS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ
相試験JACCRO GC-07（START-2）におけるバイオマーカー研
究：JACCRO GC-07AR2（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

416
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 平成30年4月23日

417 腹部外科手術におけるアスピリン継続投与研究（変更申請） 外科 足立　真一 平成30年4月23日

418
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）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

419
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 平成30年4月23日

420
大型３型／４型胃癌に対する術前TS-1+CDDP+DTX併用療法によ
る第Ⅱ相臨床試験（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

421
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　Ⅱ／Ⅲ相試験（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

422

狭窄症を伴う初発治癒切除不能進行胃癌により経口摂取が不
可能となった症例に対するsurgical interventionの意義と適
応に関するQOL scoreを使用した前向きコホート研究（変更申
請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

423
胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫瘍マーカーとしての有
用性の検討（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

424
胃がん肝転移症例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（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

425
cSS/SE N1-3 MO 胃癌に対するperi CapeOxの有効性確認試験
―第Ⅱ相試験－（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日



受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

426 局所進行胃癌に対する術前SOX療法の第Ⅱ相試験（変更申請） 外科 足立　真一 平成30年4月23日

427
胃切除症例におけるピロリ菌感染率及び自然除菌率の前向き
研究（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

428
胃癌による胃出口狭窄症に対する治療法の実態調査（変更申
請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

429

腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった
切除不能進行・再発胃癌症例に対するsurgical intervention
の意義と適応に関するQOL scoreを使用した前向きコホート研
究（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

430
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（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

431
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-17（START-2））（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年4月23日

432
切除不能進行・再発胃癌を対象としたNivolumabの治療効果を
予測するバイオマーカーの探索研究

外科 足立　真一 平成30年5月22日

433
大腸癌に対するoxaliplatin併用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（INSPIER試験）（変更申請）

外科 吉岡　慎一 平成30年5月22日

434
「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試験）」（変更申請）

外科 吉岡　慎一 平成30年5月30日

435
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 平成30年6月12日

436
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）

外科 吉岡　慎一 平成30年6月27日

437

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相試験におけるバイオマーカー
研究（RAINCLOUD-TR）

外科 吉岡　慎一 平成30年6月27日

438
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 」（変更申請）

循環器内科 伊原　まどか 平成30年7月5日



受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

439
病棟薬剤師業務で実施した処方提案およびプレアボイド事例
による薬剤関連インシデント減少への寄与について（論文投
稿）

薬剤部 藤田　昌紀 平成30年7月5日

440
非乳頭部十二指腸腺腫経過観察例に関する多施設共同後ろ向
きコホート研究

消化器内科 林　典子 平成30年7月24日

441 末梢血における神経成長因子による痛みの制御機構の解明
麻酔科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ

内科・外科
平井　康富 平成30年8月28日

442
慢性疼痛患者における痛み評価項目と心理評価項目の関連性
の検討

麻酔科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
内科・外科

菅島　裕美 平成30年8月28日

443
糖尿病患者における低血糖を含めた血糖変動と糖尿病合併症
との関連についての多施設共同研究

糖尿病・内分泌内科 紅林　昌吾 平成30年9月3日

444 インスリン治療研究会・第５コホート登録（登録期間延長） 小児科 門谷　真二 平成30年8月28日

445

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  ＜臨床研究法対応
＞

外科 吉岡　慎一 平成30年9月20日

446
「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）

消化器内科 小川　弘之 平成30年10月23日

447
「Sessile serrated polyp（SSP）内視鏡摘除後の局所遺残
（多施設共同前向き研究）」

消化器内科 小川　弘之 平成30年10月23日

448
「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 平成30年10月23日

449
OGSG1701「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」
 ＜臨床研究法対応＞

外科 足立　真一 平成30年10月23日

450
特発性肺線維症治療薬の有効性・安全性を評価するコホート
研究
（変更申請）

呼吸器内科 鈴木　真優美 平成30年11月8日

451
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＞

外科 吉岡　慎一 平成30年11月2日

452

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 平成30年11月20日



受付
番号

研究課題名 所属 申請者 承認日

453
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 吉岡　慎一 平成30年12月4日

454
「Steroid injection for stenosing tenosynovitis of the
extensor carpi ulnaris」「狭窄性尺側手根伸筋腱腱鞘炎に
対するステロイド注射」（論文投稿）

整形外科 田邉　勝久 平成30年11月20日

455
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試験） ＜臨床研究法対応＞

外科 吉岡　慎一 平成30年11月15日

456
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 平成30年11月20日

457

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

外科 吉岡　慎一 平成30年11月20日

458
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 平成30年11月20日

459
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 平成30年11月20日

460
「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）」におけるバイオマーカー研究（JACCRO CC-16AR）

外科 吉岡　慎一 平成30年12月4日

461
切除不能進行・再発胃癌を対象としたNivolumabの治療効果を
予測するバイオマーカーの探索研究（変更申請）

外科 足立　真一 平成30年12月4日

462
ハイレゾ血管内視鏡を用いたステント留置後冠動脈における
新生内膜被膜度観察研究に関する多施設観察研究

循環器内科 野嶋　祐兵 平成31年1月22日

463
肝細胞癌に対する分子標的治療薬投与症例の多施設共同前向
き観察研究

消化器内科 小川　弘之 平成31年1月22日

464
肝細胞癌に対する薬物療法施行症例の多施設共同前向き観察
研究

消化器内科 小川　弘之 平成31年1月22日



受付
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465 Ｃ型慢性肝疾患患者の予後に関する検討 消化器内科 小川　弘之 平成31年1月22日

466
糖尿病教育入院中に悪性腫瘍が発見された糖尿病患者像（学
会発表）

糖尿病・内分泌内科 貫野　真由 平成31年1月11日

467
カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-AB
レジストリ）

循環器内科 野嶋　祐兵 平成31年1月22日

468 ステント血栓症発症後の長期予後に関する検討 循環器内科 野嶋　祐兵 平成31年1月22日

469
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＞

外科 足立　真一 平成31年1月25日

470
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＞

外科 吉岡　慎一 平成31年1月15日

471 当院で経験した消化管異物67例の臨床的検討（学会発表） 消化器内科 鬣　瑛 平成31年1月17日

472
膿胸・胸膜炎の年齢による臨床的特徴についての後方視的検
討（学会発表）

呼吸器内科 鈴木　真優美 平成31年1月22日

473 鎮静下で行ったBAL/TBLBに関する検討（学会発表） 呼吸器内科 鈴木　真優美 平成31年1月22日

474
間質性肺炎の急性増悪患者に対する骨格筋電気刺激療法の効
果（学会発表）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 山下　和樹 平成31年1月24日

475

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）
 ＜臨床研究法対応＞

外科 吉岡　慎一 平成31年1月28日

476
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

消化器内科 小川　弘之 平成31年2月26日

477

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 ＜臨床研究法対応
＞

外科 吉岡　慎一 平成31年2月1日



受付
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478 原発性小腸癌の免疫組織学的解析と化学療法治療効果の検討 消化器内科 小川　弘之 平成31年2月26日

479
ペグインターフェロン・リバビリン併用療法後の予後につい
ての検討

消化器内科 小川　弘之 平成31年2月26日

480
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 平成31年2月19日

481

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 吉岡　慎一 平成31年2月7日

482

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 吉岡　慎一 平成31年2月7日

483
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 平成31年2月7日

484
薬薬連携を活用した、抗がん剤における皮膚障害マネージメ
ント

薬剤部 橋本　秀一 平成31年2月26日

485

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 吉岡　慎一 平成31年2月27日

486

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 吉岡　慎一 平成31年2月27日

487
『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 平成31年2月26日

488
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 平成31年2月27日

489
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 平成31年3月6日

490
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 平成31年3月6日
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491
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 平成31年3月12日

492
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
日本人におけるXELOX療法の有効性・安全性の検討-PhaseⅡ試
験-』の追跡調査（観察研究）

外科 吉岡　慎一 平成31年3月15日

494
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学
的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究
マネージメント（変更申請）

呼吸器内科 鈴木　真優美 平成31年3月29日


