
出席委員

1.審査 (1) 再審査

課 題 番 号 ： R01-207

研 究 課 題 名 ： 低出力集束超音波刺激装置による末梢神経刺激法の開発

研 究 責 任 者 ： 寺尾　安生　教授（病態生理学）

審 議 の 結 果 ： 条件付承認

(2) 新規

課 題 番 号 ： R02-037

研 究 課 題 名 ： 精神科薬物療法の出口戦略の実践に資するDecision Aid（治療選択の手

引き）の開発

研 究 責 任 者 ： 高江洲　義和　講師（精神神経科学）

審 議 の 結 果 ： 条件付承認

(3) 一括審査委託（札幌医科大学附属病院　臨床研究審査委員会）

課 題 番 号 ： R02-044

研 究 課 題 名 ： 日本人炎症性腸疾患患者におけるCOVID-19感染者の多施設共同レジ

ストリ研究

研 究 責 任 者 ： 久松　理一　教授（消化器内科学）

審 議 の 結 果 ： 承認

2.報告

次回以降　医学部倫理委員会開催日時

令和2年6月15日（月）13時から

第237回　杏林大学医学部倫理委員会　議事要旨

238件（別紙 参照)

令和2年5月8日（金）発議（審査資料等を配布した日）

令和2年5月18日（月）審議が完了した日

　※　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を鑑み、参集しての開催を取り止め、書面審議により

　　　開催した。

開催日時

古瀬純司　　久松理一　　　　苅田香苗　　柴原純二　　　水谷友紀　　市村まゆみ

岡島康友　　北島　勉　　　　坂本ロビン　藤原　究　　　島津敏雄　　執行秀幸

渡邊　卓（オブサーバー）　　市村正一（オブサーバー）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出席委員数/全委員数：12名/12名）
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(1)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 R01-160 河野　浩之 脳卒中医学
急性期脳卒中患者におけるCT灌流画像解析と全自動画像解

析の臨床的有用性の探索的研究（国内多施設共同登録研究）
承認

2 R01-127 大田原　正幸 救急医学
来院時心肺停止患者を対象とした好中球機能解析に関する研

究
承認

3 R01-208 島田　大輔 脳神経外科学 脳卒中疾患のRNF213遺伝子解析 承認

4 R02-002 濵野　翔 小児科学

Food protein induced enterocolitis syndromeの診断における

血清TARC値の有用性を検討する多施設共同前向き症例対照

研究

承認

5 R02-001 石井　晴之 呼吸器内科学
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による肺炎の重症

化因子の解明
承認

(2)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 R02-017 河野　隆志 循環器内科学 急性心不全を対象とした診療実態把握のための観察研究 承認

2 R01-217 三輪　陽介 循環器内科学
持続性心房細動に対するBOX隔離術の心房機能に対する影

響
承認

3 R02-022 高山　信之 血液内科学

前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候群における、同

種移植までの橋渡し治療と移植成績の検討-JALSG

AML/MDS/CMML Clinical Observational Study(JALSG-

CS)-11-MDS-SCT-

承認

4 R02-013 土岐　真朗 消化器内科学

非切除悪性肝門部胆道閉塞に対するDouble bare metal stent

とSingle bare metal stent多施設共同無作為化比較試験成績-

HANABI study-

承認

5 R02-007 渡邉　俊介 消化器内科学
結石性中等症胆管炎症例における一期的結石除去術の有用性

の検討
承認

6 R02-006 権藤　理一 消化器内科
肝門部悪性胆管狭窄に対する内視鏡的胆道ドレナージの治療

成績
承認

7 R02-011 後藤　知之 消化器内科 ERCP関連手技における偶発症発生に関する前向き検討 承認

8 R02-012 後藤　知之 消化器内科 ERCP関連手技における偶発症発生に関する後ろ向き検討 承認

9 R02-015 神林　孔明 消化器内科
経皮胆道ドレナージ術における偶発症発生に関する後ろ向き

検討
承認

10 R02-025 古瀬　純司 腫瘍内科学

「進行胆道癌に対するニボルマブ＋レンバチニブ併用療法の

第Ⅰ/Ⅱ相試験」に附随するバイオマーカーの探索研究

（JCOG1808/NCCH1817-A1）

承認

11 R02-020 川口(山本) 明日香 小児科学
実臨床での小児ダニ舌下免疫療法の継続率及び効果に関する

調査
承認

12 R02-009 須並　英二 消化器・一般外科学 大腸癌における癌関連遺伝子・蛋白の解析研究 承認

13 R01-216 竹内　弘久 消化器・一般外科学
胃癌幽門側胃切除症例に対するNo1,No4sbリンパ節転移の検

討
承認

14 R02-016 永根　基雄 脳神経外科学

「初発膠芽腫に対するインターフェロン-β＋テモゾロミド

併用化学放射線療法のランダム化第Ⅱ相試験

（JCOG0911）」の附随研究

化学放射線療法を施行した膠芽腫のMRIによる治療効果判定

ならびにMRIによる予後予測に関する研究

承認

15 R01-218 坂倉　健吾 整形外科学 当科で開発した人工膝関節の生体内動態解析 承認

16 R02-019 立石　秀勝 放射線医学

Deep learningを用いた高速管電圧スイッチング方式Dual-

energy CT（DECT）の（腹部を中心とした全身での）臨床

的有用性についての研究

承認

２．報告

条件付承認報告

研究倫理審査申請・新規（迅速審査）
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17 R02-026 大塚　弘毅 臨床検査医学
プロテオミクスを用いた新型コロナウイルス（SARS-CoV-

2）抗原定量検査法開発
承認

18 R02-014 河野　浩之 脳卒中医学
悪性腫瘍を合併する脳梗塞患者の予後関連因子に関する後方

視的研究
承認

19 R02-021 河野　浩之 脳卒中医学
婦人科良性疾患（子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症）に伴

う脳梗塞に関する多施設共同研究
承認

20 R02-005 天野　達雄 脳卒中医学

日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究４

Japanese Registry of Neuroendovascular Therapy 4(JR-

NET4)

承認

21 R02-008 佐藤　俊明
不整脈先進治療学研究

講座
リードレスペースメーカ植込み後の急性期および長期成績 承認

22 R02-018 長濱　清隆 病理学
頭頸部腫瘍のバイオマーカーの検索：病理組織検体を用いた

検討
承認

23 R01-192 米山　正芳 臨床検査部 尿中有形成分分析装置「Atellica UAS800」基礎性能の検討 承認

24 R01-215 中山　大輔 形成外科
陳旧性顔面神経麻痺に対する遊離後背筋移植における背部漿

液腫の予防
承認

25 R02-027 福原　大介 小児科学
新型コロナウイルス感染症（COVID-19)における多施設共

同前向き観察研究
承認

26 R02-024 濵野　翔 小児科学
インフルエンザによる鋳型気管支炎に伴う血清TARC値の上

昇を検討する後ろ向き症例集積研究
承認

(3)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 19解-06 北　幸紘 形成外科学 浅下腹壁動脈皮弁の血管系の解剖学的検討 承認

(4)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 R01-126-05 副島　京子 循環器内科学

腕時計型脈波モニタリング機器を用いた無症候性心房細動検

出と心房細動治療効果向上のための日常生活健康データ活用

の検討(2019):

Efficient Detection of Asymptomatic Atrial Fibrillation Using

a Wristwatch-Based Pulse Wave Monitor and the Use of

Daily Health Date for the Improved Atrial Fibrillation

Therapy(2019):Wristw

承認

2 H27-056-02 坂田　好美 循環器内科学
心疾患患者における運動負荷心エコー図を用いた血行動態評

価および予後予測因子の検討（多施設共同研究）
承認

3 H28-173-02 坂田　好美 循環器内科学
Speckle-tracking 心エコー法による心筋strain解析を用いた肺

高血圧症の右心機能および予後評価についての検討
承認

4 H23-143-03 合田　あゆみ 循環器内科学 運動中の肺動脈圧および肺血管抵抗に関する研究 承認

5 H30-013-02 合田　あゆみ 循環器内科学 急性非代償性心不全患者を対象としたレジストリー研究 承認

6 H26-097-03 伊波　巧 循環器内科学
肺血栓塞栓症・肺動脈狭窄症による肺高血圧症に対する経皮

的肺動脈形成術の多施設共同研究
承認

7 H24-016-05 三輪　陽介 循環器内科学
失神における自律神経機能検査と心電学的指標による診断有

効性の検討
承認

8 R01-096-02 三好　潤 消化器内科学 潰瘍性大腸炎におけるベドリズマブの有効性予測因子の探索 承認

9 H30-111-03 井本　滋 乳腺外科学

Triple negative 乳癌における、エリブリンメシル酸塩を用い

た術前化学療法多施設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験

(JBCRG-22)付随研究

承認

10 61-11 永根　基雄 脳神経外科学 脳腫瘍の遺伝子解析ならびに薬剤感受性の検討 承認

11 H28-094-08 永根　基雄 脳神経外科学
悪性脳腫瘍の新たなバイオマーカー及び分子標的の探索とそ

れらの臨床応用に向けた多施設共同研究による遺伝子解析
承認

研究計画変更（迅速審査）

研究倫理審査申請・新規（迅速審査）解剖体
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12 R01-163-01 慶野　博 眼科学
眼炎症疾患におけるmicroRNAを用いた新たなバイオマー

カーの確立
承認

13 H30-087-02 水川　良子 皮膚科学 非HIV患者における免疫再構築症候群の後方視的検討 承認

14 R01-114-03 桶川　隆嗣 泌尿器科学

日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患者の臨

床転帰を観察するレジストリ試験（Japan mHNPC

Registry）

承認

15 R01-020-01 德嶺　譲芳 麻酔科学 超音波ガイド下における針先強調機能の有用性に関する研究 承認

16 R01-058-01 柴原　純二 病理学
医原性免疫不全症関連リンパ増殖性疾患の臨床病理学的・分

子遺伝学的研究
承認

17 R01-070-03 高田　佐織 呼吸器内科学

切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射

線療法後のデュルバルマブの長期安全性及び有効性に関する

観察研究（AYAME study）

承認

(5)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 H29-173-01 高田　佐織 呼吸器内科学
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
承認

2 H23-173-06 副島　京子 循環器内科学 心サルコイドーシスの前向き登録 承認

3 H29-007-05 副島　京子 循環器内科学 カテーテルアブレーション症例全例登録 承認

4 H29-035-07 副島　京子 循環器内科学 Micra経カテーテルペーシングシステム市販後臨床研究 承認

5 R01-060-01 副島　京子 循環器内科学 HD Mapping Observational Study 承認

6 R01-125-01 副島　京子 循環器内科学

心サルコイドーシスに合併した心室頻拍の特徴ならびに抗不

整脈薬・アブレーションの有効性に関する研究：JHRS多施

設共同研究

承認

7 R01-126-04 副島　京子 循環器内科学

腕時計型脈波モニタリング機器を用いた無症候性心房細動検

出と心房細動治療効果向上のための日常生活健康データ活用

の検討(2019):

Efficient Detection of Asymptomatic Atrial Fibrillation Using

a Wristwatch-Based Pulse Wave Monitor and the Use of

Daily Health Date for the Improved Atrial Fibrillation

Therapy(2019):Wristwatch-AF 2019

承認

8 19解-01-02 副島　京子 循環器内科学 不整脈治療に必要な心臓三次元形態学 承認

9 H27-056-03 坂田　好美 循環器内科学
心疾患患者における運動負荷心エコー図を用いた血行動態評

価および予後予測因子の検討（多施設共同研究）
承認

10 H28-097-03 坂田　好美 循環器内科学
リプレガル特定使用成績調査（長期継続状況等に関する調

査）
承認

11 H28-197-06 坂田　好美 循環器内科学

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向

き観察研究

All Nippon AF In Elderly Registry －ANAFIE Registry－

承認

12 H28-173-03 坂田　好美 循環器内科学
Speckle-tracking 心エコー法による心筋strain解析を用いた肺

高血圧症の右心機能および予後評価についての検討
承認

13 R01-066-03 河野　隆志 循環器内科学
循環器疾患における患者視点からの病状認識・治療目標に関

する研究
承認

14 H23-143-04 合田　あゆみ 循環器内科学 運動中の肺動脈圧および肺血管抵抗に関する研究 承認

15 H28-045-05 合田　あゆみ 循環器内科学

携帯型脈拍計を活用した生活指導による肺高血圧症患者の安

静療法（過活動制限の遵守）の実践と、その治療効果に及ぼ

す影響の検討

承認

16 H30-013-03 合田　あゆみ 循環器内科学 急性非代償性心不全患者を対象としたレジストリー研究 承認

17 H30-108-03 合田　あゆみ 循環器内科学
筆記総合医学試験の成績と診察実習試験の成績の関連に関す

る研究
承認

研究実施状況報告
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18 H30-158-01 合田　あゆみ 循環器内科学
左心系疾患に伴う肺高血圧症における心肺運動負荷試験およ

び運動負荷心エコー指標に関する研究
承認

19 R01-026-01 合田　あゆみ 循環器内科学
心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治

療法の開発のための心不全レジストリ
承認

20 H25-103-14 伊波　巧 循環器内科学

慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予

防効果の検討　Randomized trial for Evaliation in Secondary

Prevention Efficacy of Combination Therapy Statin and

Eicosapentaenoic Acid

承認

21 H25-165-08 伊波　巧 循環器内科学
呼吸器疾患に伴う肺高血圧症の多施設前向き症例登録研究

（Japan Respiratory PH study）
承認

22 H26-176-05 伊波　巧 循環器内科学 新国際慢性肺血栓塞栓症データベースへの症例登録研究 承認

23 H27-120-07 伊波　巧 循環器内科学 肺血栓塞栓症に対するsubtraction CT の有用性に関する研究 承認

24 H30-101-02 伊波　巧 循環器内科学
慢性血栓塞栓性肺高血圧症に関する多施設共同レジストリ研

究
承認

25 H30-138-01 伊波　巧 循環器内科学
肺高血圧を伴わない慢性肺動脈血栓症に対する経皮的肺動脈

形成術（バルーン肺動脈形成術）の効果と安全性の検討
承認

26 H29-145-04 伊波　巧 循環器内科学 インターナショナルBPAレジストリ 承認

27 R01-014-04 伊波　巧 循環器内科学
肺高血圧症患者レジストリ（Japan Pulmonary Hypertension

Registry:JAPHR）
承認

28 H24-016-06 三輪　陽介 循環器内科学
失神における自律神経機能検査と心電学的指標による診断有

効性の検討
承認

29 H28-203-04 三輪　陽介 循環器内科学
カテーテルアブレーションを施術した非弁膜症性心房細動症

例の抗凝固療法の実態とその予後に関する観察研究
承認

30 H30-081-01 野々口　紀子 循環器内科学

デバイス植え込みを要する房室ブロック患者の心臓MRI所見

と臨床経過

Late gadolinium enhancement in atrioventricular block

patients with MR-conditional device and their clinical course.

承認

31 H30-070-02 菊池　華子 循環器内科学 身体診察による肺高血圧症の診断 承認

32 H30-136-01 久松　理一 消化器内科学
腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの

多施設共同前向き無作為化比較試験
承認

33 H30-137-01 久松　理一 消化器内科学
クローン病術後再発評価におけるカプセル内視鏡評価の意義

に関する検討―多施設前向きコホート研究―
承認

34 H30-143-01 久松　理一 消化器内科学
腸管ベーチェット病および単純性潰瘍に関するゲノム疫学的

研究
承認

35 R01-158-02 久松　理一 消化器内科学
クローン病におけるカプセル内視鏡検査の有用性・安全性に

関する多施設共同前向き研究
承認

36 H30-106-01 森　秀明 消化器内科学
人工知能の利活用を見据えた超音波デジタル画像のデータ

ベース構築
承認

37 R01-047-01 松浦　稔 消化器内科学
アドレノメデュリンの治験に参加したクローン病患者の追跡

調査
承認

38 H30-134-01 川村　直弘 消化器内科学
Shear Wave Elastography（SWE）とFibroScan®による肝線

維化ならびに脂肪化の評価
承認

39 R01-179-01 川村　直弘 消化器内科学
慢性肝不全に伴う肝性脳症に対するリファキシミンの治療効

果の検討
承認

40 R01-096-01 三好　潤 消化器内科学 潰瘍性大腸炎におけるベドリズマブの有効性予測因子の探索 承認

41 H28-161-04 齋藤　大祐 消化器内科学 家族性地中海熱遺伝子関連腸炎の診断法確立 承認

42 H28-194-03 齋藤　大祐 消化器内科学 炎症性腸疾患におけるMEFV遺伝子変異の検討 承認

43 H29-058-04 齋藤　大祐 消化器内科学
Linked color imaging（LCI）を使用した潰瘍性大腸炎観察の

スコア評価に関する多施設共同研究（SOUL Study）
承認
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44 H30-083-01 齋藤　大祐 消化器内科学 入院炎症性腸疾患患者におけるサルコペニアの有病率の評価 承認

45 R01-008-01 齋藤　大祐 消化器内科学
炎症性腸疾患における血栓症の頻度と重篤化・死亡症例に関

する全国多施設後方視的観察研究
承認

46 R01-113-01 齋藤　大祐 消化器内科学
炎症性腸疾患における病態把握、治療効果の判定、効果予測

のための生体バイオマーカーに関する検討
承認

47 H27-170-05 林田　真理 消化器内科学
杏林大学医学部付属病院消化器内科における小腸疾患の診

断・治療に対する小腸内視鏡の有用性に関する後ろ向き解析
承認

48 H28-151-03 林田　真理 消化器内科学
ベーチェット病患者における小腸用カプセル内視鏡を用いた

小腸潰瘍病変の合併頻度に関する臨床研究
承認

49 H28-007-03 櫻庭　彰人 消化器内科学
炎症性腸疾患活動性評価における全自動測定系を用いた糞便

バイオマーカーの有用性の検討
承認

50 H29-160-03 三浦　みき 消化器内科学
本邦の炎症性腸疾患患者におけるEBウイルス感染状況に関

する多施設共同研究（EBISU study）
承認

51 R01-170-01 三浦　みき 消化器内科学
潰瘍性大腸炎における発症年齢とステロイド大量静注療法の

効果との関連
承認

52 H30-046-01 三井　達也 消化器内科 大腸憩室出血に関する後方視的調査研究 承認

53 H30-129-05 岡野　尚弘 腫瘍内科学

切除不能膵癌に対するFOLFIRINOX療法またはゲムシタビ

ン＋ナブパクリタキセル併用療法により切除可能と判断され

た膵癌患者の登録解析研究

Cohort study of patients with initially unresectable pancreatic

cancer in whom conversion surgery is planned after

FOLFIRINOX or gemcitabine plus nab-paclitaxel therapy

(PC-CURE-1)

承認

54 H30-150-02 岡野　尚弘 腫瘍内科学
切除不能・再発膵腺扁平上皮癌に対する化学療法の治療成績

に関する多施設共同後ろ向き観察研究
承認

55 H30-197-02 岡野　尚弘 腫瘍内科学
Nアセチル化転移酵素2（NAT2）の遺伝子多型が及ぼす

JPH203の安全性と有効性に関する研究
承認

56 R01-007-02 岡野　尚弘 腫瘍内科学 HER2発現胆道癌スクリーニング研究（HERB preSCR） 承認

57 H27-039-06 渡邊　衡一郎 精神神経科学 治療抵抗性気分障害患者の実態調査 ： 診療記録調査 承認

58 H28-059-05 渡邊　衡一郎 精神神経科学
精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関す

る研究
承認

59 H29-186-01 高江洲　義和 精神神経科学
うつ病治療ガイドラインの有効性に関する多施設共同クラス

ターランダム化比較検討試験
承認

60 H30-110-02 高江洲　義和 精神神経科学
気分障害における概日リズム障害と認知・社会機能障害の複

合的相互関係の検討
承認

61 R01-084-02 高江洲　義和 精神神経科学
安定した統合失調症を対象とした非定型抗精神病薬の持効性

注射剤の減量研究
承認

62 H27-127-03 須並　英二 消化器・一般外科学
直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当性に関する観察

研究（JCOG1410-A)
承認

63 R01-089-02 須並　英二 消化器・一般外科学 「肛門管癌の病態解明とStagingに関する研究」 承認

64 R01-128-01 須並　英二 消化器・一般外科学 小腸悪性腫瘍プロジェクト研究 承認

65 H29-196-01 正木　忠彦 消化器・一般外科学

大腸癌データベースの構築とデータベースを利用した大腸癌

の臨床病理学的特徴および術後の至適フォローアップ方法の

検討に関する多施設共同後ろ向き観察研究

承認

66 H27-073-03 吉敷　智和 消化器・一般外科学
大腸癌腹膜播種の客観的評価方法に関する多施設共同前向き

観察研究
承認

67 H29-078-02 吉敷　智和 消化器・一般外科学 直腸癌のMRI診断能に関する研究 承認

68 H30-029-01 吉敷　智和 消化器・一般外科学
手術室多職種連携医療安全教育プログラムの開発と学習効果

の検証
承認
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69 19解-02-01 吉田　勤 呼吸器・甲状腺外科学
胸部・頸部領域の腫瘍に対する拡大手術を目的とした、遺体

を使用した解剖学的構造の研究
承認

70 H23-141-07 井本　滋 乳腺外科学

HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ＋化学療法にお

けるKi-67 indexを用いた治療選択研究－ランダム化第Ⅱ相

試験

承認

71 H24-055-05 井本　滋 乳腺外科学
広範な乳管内進展を伴わない0-Ⅰ期がんに対するラジオ波焼

灼治療の安全性と有効性に関する第Ⅱ相臨床試験
承認

72 H24-083-08 井本　滋 乳腺外科学

内分泌療法既治療の手術不能又は再発乳癌患者に対するパク

リタキセルとベバシズマブ療法の非進行例を対象としたパク

リタキセルとベバシズマブ継続療法と内分泌維持療法のラン

ダム化第Ⅱ相試験

承認

73 H25-020-09 井本　滋 乳腺外科学
センチネルリンパ節転移陽性乳癌における腋窩治療の観察研

究
承認

74 H26-042-06 井本　滋 乳腺外科学

蛋白質発現解析、遺伝子発現解析による乳がん診断マー

カー、治療効果予測マーカー、予後予測マーカーと治療標的

に関する探索的研究

承認

75 H26-170-02 井本　滋 乳腺外科学

HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ＋化学療法にお

けるKi-67 indexを用いた治療選択研究

外科付随研究

－術前化学療法前後での乳房温存術の適応についての研究－

承認

76 H27-181-02 井本　滋 乳腺外科学

HER2陽性乳がんに対する術前トラスツズマブ＋化学療法に

おけるKi-67 indexを用いた治療選択研究-ランダム化第Ⅱ相

試験　付随研究

トラスツズマブ併用化学療法における治療効果予測ならびに

予後予測に関する免疫能評価による探索研究

承認

77 H28-012-02 井本　滋 乳腺外科学
乳腺疾患の頻度、検査法、治療法、治療効果、予後に関する

疫学研究
承認

78 H28-071-01 井本　滋 乳腺外科学 国際的な乳頭温存乳房切除術の登録 承認

79 H29-097-02 井本　滋 乳腺外科学

International Retrospective Cohort Study of Locoregional

and Systemic Therapy in Oligometastatic Breast Cancer

(OLIGO-BC1)

希少転移乳癌の局所及び全身療法に関する国際共同後向きコ

ホート研究

承認

80 H29-119-06 井本　滋 乳腺外科学

cT1-3N1MO乳癌における術前化学療法後ycNO症例を対象

としたセンチネルリンパ節生検の妥当性に関する第Ⅱ相臨床

試験

Phase Ⅱ study on feasibility of sentinel lymph node biopsy

for ycNO patients treated with primary chemotherapy in

cT1-3N1MO breast cancer SHARE study

承認

81 H30-111-02 井本　滋 乳腺外科学

Triple negative 乳癌における、エリブリンメシル酸塩を用い

た術前化学療法多施設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験

(JBCRG-22)付随研究

承認

82 H22-077-14 大山　学 皮膚科学
アレルギー性炎症性皮膚疾患・ウイルス性発疹症の病態及び

重症化因子の解明
承認

83 H29-116-02 大山　学 皮膚科学
病理診断後の残余ブロックを用いた炎症性皮膚疾患の病態検

討
承認

84 H29-098-03 倉田　麻衣子 皮膚科学 薬剤過敏性症候群の重症関連因子解析に関する研究 承認

85 H30-117-02 倉田　麻衣子 皮膚科学
第2回Stevens-Johnson症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全

国疫学調査
承認

86 H30-192-02 倉田　麻衣子 皮膚科学 新規乾癬患者の疫学調査 承認

87 H21-015-09 平形　明人 眼科学 内眼手術における生体染色の臨床試験 承認
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88 H30-165-02 平形　明人 眼科学
ロービジョンの患者を対象とした読書評価に関する実態調査

と対応したケアの効果についての研究
承認

89 H22-026-09
岡田アナベルあや

め
眼科学 ぶどう膜炎診療における国際基準の作成 承認

90 H22-059-11
岡田アナベルあや

め
眼科学

インフリキシマブ中止後のベーチェットぶどう膜網膜炎の活

動性の評価
承認

91 H27-001-05
岡田 アナベル あ

やめ
眼科学

加齢黄斑変性に対するアイリーア Treat ＆ Extend 法の有効

性評価における多施設共同研究
承認

92 H28-030-02
岡田アナベルあや

め
眼科学 画像検査を用いた黄斑疾患患者における網膜、脈絡膜の検討 承認

93 H29-172-02
岡田アナベルあや

め
眼科学 ぶどう膜炎後ろ向き疫学調査 承認

94 H24-059-07 井上　真 眼科学
組織プラスミノーゲンアクチベータの眼内注入に関する臨床

試験
承認

95 H28-119-02 井上　真 眼科学
硝子体手術における術中光干渉断層計による網膜構造変化の

研究
承認

96 H28-120-03 井上　真 眼科学
網膜硝子体疾患（強膜、ぶどう膜疾患を含む）に対する病態

解明のための眼科画像診断の有用性の検証研究
承認

97 H29-064-01 井上　真 眼科学 増殖性糖尿病網膜症の手術予後 承認

98 H29-185-02 井上　真 眼科学
前眼部OCTアンジオグラフィーの前眼部病変に対する有用

性の評価
承認

99 R01-117-01 井上　真 眼科学 黄斑疾患がある摘出眼球切片での自発蛍光の局在 承認

100 H29-112-02 山田　昌和 眼科学 感染性角膜炎の実態調査 承認

101 R01-031-01 山田　昌和 眼科学 涙液の生化学的解析に関する研究 承認

102 H25-051-08 慶野　博 眼科学
光干渉断層計（OCT）を用いたぶどう膜炎、強膜炎患者に

おける網膜、脈絡膜断層像の検討
承認

103 H27-156-04 慶野　博 眼科学 網膜疾患における血清網膜自己抗体の解析 承認

104 R01-091-01 慶野　博 眼科学 眼窩先端部症候群の臨床像の検討 承認

105 H30-076-01 北　善幸 眼科学
網膜電位計RETevalを用いて測定したphotopic negative

responseによる緑内障機能検査の有用性の検討
承認

106 H26-151-06 厚東　隆志 眼科学
日本網膜硝子体学会 (Japanese Retina and Vitreous Society)

における網膜硝子体手術・治療情報データベース事業
承認

107 H29-027-01 厚東　隆志 眼科学 糖尿病黄斑浮腫患者に対する治療実態の疫学調査 承認

108 H30-168-01 厚東　隆志 眼科学 眼内レンズ強膜内固定術についての検討 承認

109 R01-080-01 厚東　隆志 眼科学
3D heads-up surgeryにおけるウェアラブルデバイスを使用

した術者の身体的負担の定量化と顕微鏡下手術との比較検討
承認

110 H30-086-01 久須美　有美 眼科学
加齢黄斑変性に対する硝子体内注射後の白内障手術合併症に

ついての検討
承認

111 H27-118-07 中山　真紀子 眼科学 原田病の臨床像の検討 承認

112 H30-015-01 中山　真紀子 眼科学 サルコイドーシスの臨床像の検討 承認

113 R01-016-01 中山　真紀子 眼科学 非感染性ぶどう膜炎に対する生物学的製剤の有効性の検討 承認

114 R01-119-02 石田　友香 眼科学
近視性牽引黄斑症における硝子体手術の有用性についての検

討
承認

115 H30-035-02 安藤　良将 眼科学 網膜動脈閉塞症における頸動脈病変の検討 承認

116 H29-198-02 山田　健司 眼科 裂孔原性網膜剥離における手術方法の推移について検討 承認

117 H25-087-04 長谷川　浩 総合医療学
心拍変動解析を用いた微小脳血管障害患者の自律神経機能評

価とその意義に関する研究
承認

118 H26-101-03 長谷川　浩 総合医療学
高齢ドライバおよび軽度認知症ドライバにおける安全運転支

援の評価方法に関する研究
承認
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119 R01-073-01 佐野　彰彦 総合医療学
三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　―呼吸器領域感染

症―
承認

120 H28-128-04 大西　宏明 臨床検査医学 新規肺炎マイコプラズマ抗原迅速検査試薬の臨床研究 承認

121 H29-028-02 大西　宏明 臨床検査医学 Mycobacterium Kyorinense（杏林菌）に関する疫学調査 承認

122 H28-148-04 山﨑　聡子 臨床検査医学 赤血球抗原に対する小児同種免疫に関する多施設共同研究 承認

123 H29-069-02 山﨑　聡子 臨床検査医学
心音・心機図を用いた心臓診察による肺高血圧症の早期診断

に関する研究
承認

124 H30-184-01 山崎　聡子 臨床検査医学
プレセプシン検査試薬の基礎性能およびANCA関連血管炎に

おけるプレセプシンの有用性に関する検討
承認

125 R01-051-01 山崎　聡子 臨床検査医学
インフルエンザウイルス核酸検出キットの有用性に関する研

究
承認

126 H28-047-05 千葉　直子 臨床検査部
血球計数装置UniCel DxH800を用いた血液疾患のデータ解

析
承認

127 H30-027-02 柴原　純二 病理学
胃癌層別化に有用なバイオマーカーの検索：病理組織検体を

用いた検討
承認

128 R01-058-02 柴原　純二 病理学
医原性免疫不全症関連リンパ増殖性疾患の臨床病理学的・分

子遺伝学的研究
承認

129 R01-107-01 柴原　純二 病理学
悪性リンパ腫の臨床病理学的・分子遺伝学的研究：改訂

WHO分類の検証と新規バイオマーカーの探索
承認

130 R01-135-01 岸本　浩次 病院病理部 リンパ節疾患の細胞診断学的検討 承認

131 R01-049-01 増田　桃子 リハビリテーション室
急性冠症候群後の当院外来心臓リハビリテーション実施例に

おける継続群と非継続群の背景についての検討
承認

132 H24-119-09 岸野　智則
保・臨床工学科／医・

臨床検査医学

慢性肝疾患における遺伝子多型が肝障害の程度や病期進行に

およぼす影響
承認

133 H24-118-10 岸野　智則
保・臨床工学科／医・

臨床検査医学

生活習慣病の病勢を超音波検査で画像的・定量的に評価する

研究
承認

134 H27-018-02 岸野　智則
保・臨床工学科／医・

臨床検査医学
超音波検査所見の臨床的意義に関する網羅的解析 承認

135 H29-110-01 金剛寺　謙 循環器内科学
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血

と血栓リスクに関する前向き観察研究
承認

136 H29-153-01 金剛寺　謙 循環器内科学 東京都における急性大動脈症の1年予後の検証 承認

137 H29-154-01 金剛寺　謙 循環器内科学 東京都における心血管（循環器）緊急症の1年予後の検証 承認

138 H30-028-01 金剛寺　謙 循環器内科学
重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建

術の有効性に関する多施設・前向き観察研究
承認

139 H22-025-07 伊波　巧 循環器内科学 肺高血圧症患者の遺伝子検査 承認

140 H26-125-04 伊波　巧 循環器内科学
臨床情報と検体試料の共有体制を通じての肺高血圧症の病態

解明と予後改善を目的とした多施設共同研究
承認

141 H29-002-02 伊波　巧 循環器内科学
肺高血圧症の治療法を比較検討する多施設共同症例登録研究

（Japan PH Registry）
承認

142 H24-105-09 谷垣　伸治 産科婦人科学 日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業 承認

143 H27-058-05 谷垣　伸治 産科婦人科学
母体血中cell-free DNA を用いた無侵襲的出生前遺伝学的検

査の臨床研究
承認

144 H30-190-01 谷垣　伸治 産科婦人科学 産科セミオープンシステムの有用性と当院における課題 承認

145 R01-104-01 谷垣　伸治 産科婦人科学 絨毛膜羊膜炎に対する新規治療法開発にむけた基礎的検討 承認

146 H25-013-08 伊藤　有美
保健学部看護学科看護

学専攻

人工呼吸管理中の患者の疼痛評価に影響する要因についての

検討
承認

(6)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 H29-191-01 高田　佐織 呼吸器内科学
既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に対するニボルマ

ブの単群検証的試験
承認

2 R01-150-01 松下　健一 循環器内科学 急性心不全の病態に関する研究 承認

研究中止報告
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3 H24-081-04 吉敷　智和 消化器・一般外科学
治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関する

ランダム化比較試験（JCOG1007）
承認

4 H28-158-05 大西　宏明 臨床検査医学 ヒト体内の抗酸菌・古細菌の探索および疾病との関連の解明 承認

5 H28-053-06 五明　美穂 放射線医学 卵巣線維腫・莢膜細胞腫のMRI画像所見に関する観察研究 承認

6 H30-016-01 船田　さやか 病理学
潰瘍性大腸炎の発癌に至る経時的エピゲノム変化の解明と病

理診断への応用
承認

(7)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 H27-133-03 高田　佐織 呼吸器内科学
特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き

調査
承認

2 H28-100-02 高田　佐織 呼吸器内科学

既治療の進行・再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ

治療における、効果と至適投与期間予測に関する観察研究

New Epoch

承認

3 H25-003-10 横山　琢磨 呼吸器内科学

WJOG7512L：化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上

皮癌に対するCBDCA+TS1併用療法後のTS-1維持療法の無

作為化第Ⅲ相試験

承認

4 H27-134-04 横山　琢磨 呼吸器内科学

PI3K/AKT/mTOR　経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異

常を有する小細胞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

承認

5 H29-062-02 横山　琢磨 呼吸器内科学

肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観

察研究LC-SCRUM-Japan 附随研究：

Immuno-Oncology Biomarker Study（LC-SCRUM-IBIS)

承認

6 H29-126-02 副島　京子 循環器内科学
不整脈に対するアブレーション治療前後の症状に関する臨床

研究
承認

7 H25-163-01 坂田　好美 循環器内科学
2次元スペックル・トラッキング心エコー図法による急性期

胸痛患者のトリアージの有用性を検討する多施設前向き試験
承認

8 H27-028-01 坂田　好美 循環器内科学 ω-3脂肪酸（EPA+DHA)の心機能改善効果の検討 承認

9 H27-057-01 坂田　好美 循環器内科学
東京都CCUネットワークに登録されたたこつぼ型心筋症の

長期予後調査
承認

10 H28-070-03 松下　健一 循環器内科学
東京都CCU連絡協議会データにおける急性心不全患者の臨

床像に関する遡及的検討
承認

11 R01-118-01 松下　健一 循環器内科学 急性心不全の臨床像に関する調査研究 承認

12 H30-078-01 合田　あゆみ 循環器内科学
肺高血圧症疾患特異的PRO指標emPHasis-10 日本語版の開

発―計量心理学的妥当の検討
承認

13 H22-007-04 伊波　巧 循環器内科学 冠攣縮性狭心症に関する多施設共同前向きレジストリ研究 承認

14 H26-168-05 伊波　巧 循環器内科学

ロトリガ粒状カプセル　特定使用成績調査

OCEAN3（Outcome prevention on Cardiovascular Events

by Antihyperlipidemic therapy with N3-fatty acid in Japan）

承認

15 H27-024-02 三輪　陽介 循環器内科学

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけ

るリバーロキサバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE

Study）

承認

16 H30-031-02 岡野　尚弘 腫瘍内科学
切除不能進行膵癌におけるconversion surgery の治療成績

‐後向き観察研究‐
承認

17 R01-097-01 濵野　翔 小児科学
21trisomy児における吸入抗原感作率についての単施設前方

視的観察研究
承認

18 H30-180-02 高江洲　義和 精神神経科学 睡眠障害に起因する社会機能／QOL障害の実態調査 承認

19 H22-129-05 吉敷　智和 消化器・一般外科学

大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較

試験

JCOG1006

承認

20 H30-005-02 水川　良子 皮膚科学 DPP4阻害薬関連類天疱瘡の実態調査 承認

研究終了報告
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21 H28-118-05 倉田　麻衣子 皮膚科学 分子標的薬による皮膚障害の調査および重症化予防の研究 承認

22 H25-125-07 平形　明人 眼科学

ルセンティス®硝子体内注射液　ルセンティス®硝子体内注射

用キット特定使用成績調査【網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫

に対し本剤を初めて使用した患者における長期安全性・有効

性の検討】

承認

23 H30-128-01 山田　昌和 眼科学 眼科検診が特定健診受診率に与えている影響についての研究 承認

24 H29-125-02 山田　昌和 眼科学 眼科検診における緑内障診断の精度に関する研究 承認

25 H27-071-06 慶野　博 眼科学
難治性視神経炎に対する抗アクアポリン4抗体および抗ＭＯ

Ｇ抗体測定
承認

26 H29-027-02 厚東　隆志 眼科学 糖尿病黄斑浮腫患者に対する治療実態の疫学調査 承認

27 R01-040-01 横井　秀格 耳鼻咽喉科学
当院における副鼻腔炎と骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の関連に

ついての検討
承認

28 H30-060-01 唐帆　健浩 耳鼻咽喉科学
嚥下内視鏡と高解像度嚥下圧検査を組み合わせた嚥下機能評

価方法の信頼性に関する後ろ向き研究
承認

29 H30-146-01 唐帆　健浩 耳鼻咽喉科学

摂食嚥下障害者の食形態選定における嚥下造影・嚥下内視鏡

とベッドサイド評価の整合性に関する検討

Concideration of consistency about VF or VE and bedside

evaluation of dysphagia's food type

承認

30 H29-059-02 苅安　俊哉 放射線医学
超高精細CTの腹部領域における臨床的有用性についての研

究
承認

31 H26-008-08 樋口　聡 総合医療学 非心臓手術における周術期心房細動の予後調査 承認

32 H29-181-02 樋口　聡 総合医療学 大動脈解離における内臓脂肪／皮下脂肪比の臨床的意義 承認

33 H30-030-01 齋藤　幹人 脳卒中科 Noonan症候群類縁疾患の遺伝子解析研究 承認

34 H29-168-02 櫻井　俊光 リハビリテーション室
くも膜下出血患者におけるリハビリテーションとADLの関

連性に関する研究
承認

35 257-06 菅間　博 病理学 内分泌腫瘍に関する分子病理学的研究 承認

36 H29-109-01 金剛寺　謙 循環器内科学
左冠動脈主幹部病変による急性心筋梗塞患者の後ろ向き症例

登録研究
承認

(8)

№ 課題番号 申請者 所属 研究課題 判定

1 H29-123-08 古瀬　純司 腫瘍内科学
SCRUM-Japan 疾患レジストリを活用した新薬承認審査時の

治験対照群データ作成のための前向き多施設共同研究
承認

以上

研究倫理審査結果通知書（学外の研究機関一括審査）


