
医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（平成２８年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

IPFにおける平均肺動脈圧の経時的推移 寺町　涼 ―

胸腹部外科手術における術後合併症および離床に影響する術
前因子についての臨床的検討

平澤　純 H29.12.31まで

日本人高齢者を対象としたアピキサバンの有効性・安全性に
関する検討：医師主導型多施設共同前向きコホート研究

神原　貴博 ―

ＢＩＭ遺伝子多型を有するＥＧＦＲ変異肺がんの臨床的特徴
を明らかにする多施設共同研究（PEOPLE-J）

木村　智樹 H32.3.31まで

造血器疾患の発症、病勢進行、薬剤感受性を規定する分子病
態の解析研究

梶口　智弘 H33.4.30まで

眼内悪性リンパ腫に対するメトトレキサート（MTX）硝子体注
入

小澤　信介 ―

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

片岡　健介 H30.12.31まで

冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓
療法に関する検討（多施設共同研究前向き無作為割付研究）

増冨　智弘 ―

冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓
療法に関する検討（多施設共同研究）

増冨　智弘 ―

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切
除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併
用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性
を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験（PARADIGM study）

林　直美 H32.3.31まで

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切
除不能進行再発大腸癌患者に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ併
用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性
を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感受性、予
後予測因子の探索的研究（Exploratory analysis of
biomarkers in PARADIGM study）

林　直美 H30.9.30まで

日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前
向き観察研究

梶口　智弘 H34.4.30まで

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）

木村　智樹 ―

ＴＤＭを必要とする抗菌薬におけるＰＢＰＭ実施 梅村　拓巳 ―

1603（多施設共同）胃癌根治手術後の胸部CT検査おける肺結
節性病変の検出に関する研究

松下　英信 H37.1.4まで

第2回　瀬戸低侵襲心血管カテーテル治療Workshop 浅野　博 H28.11.04まで

慢性心不全合併糖尿病患者におけるカナグリフロジンの安全
性評価試験―ランダム化非劣性試験―  CANDLE trial

味岡　正純 H33.3.31まで

SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較
試験　PROTECT

味岡　正純 H34.3.31まで

特発性間質性肺炎患者の運動耐容能と症状における酸素療法
の効果

木村　智樹 H31.6.30まで

下肢人工関節手術患者のドライビングシュミレーターによる
検討

渡邊　宣之 H33.7.4まで

呼吸療法サポートチームによる気管切開人工呼吸管理患者40
例の人工呼吸器離脱トレーニングの成績

平澤　純 ―

３、４ジアミノピリジンの投与 湯浅　浩之 ―
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名古屋大学腎臓病総合レジストリー（N-KDR） 倉田　圭 H38.8.13まで

強度減弱前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた
血縁者間HLA半合致移植

酒村玲央奈 ―

CCOG　1403　切除不能胃癌に対するconversion surgeryの意
義に関する臨床第Ⅱ相試験

松下　英信 H36.10.4まで

プロテオミクス解析によるヒト腫瘍の新規血中分子腫瘍マー
カーの探索

木村　智樹 H29.9.6まで

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法
としてのべバシズマブ+エルロチニブ併用療法とエルロチニブ
単剤療法を比較する非盲検無作為化比較第Ⅲ相臨床試験
v3.0改訂

木村　智樹 ―

局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン/nab-パクリタ
キセル（アブラキサンＲ）胸部放射線同時併用化学療法の臨
床第Ⅰ/Ⅱ相試験

木村　智樹 ―

ダ・ヴィンチ手術システムを用いたcStageⅠ/Ⅱ胃癌に対する
ロボット支援胃切除の臨床応用に関する試験

松下　英信 H31.8.31まで

アジアにおける心房細動患者の脳卒中予防に関する臨床調査
（APHARS AF registry)

味岡　正純 H30.9.30まで

治癒切除不能進行再発結腸直腸癌に対するOxaliplatin Stop-
and-Go　戦略を考慮したSOX+Bevacizumab療法の有効性と安全
性の検討（CCOG　1002.1）（多施設共同試験）

林　直美 H32.8.31まで

COPDにおける呼吸筋トレーニングの効果に関する臨床的研究 渡邉　文子 H30.2.28まで

Afatinib獲得耐性におけるLiquid biopsyによるEGFR-T790M変
異検出の臨床的有用性試験

木村　智樹 H31.4.30まで

薬剤師外来　患者満足度調査 水野　貴仁 ―

外科的肺生検施行例における、自己免疫学的特徴を持った間
質性肺炎の検討

森　裕太 ―

正常肺と間質性肺炎のパラフィン包埋組織サンプルの系統的
microCTスキャンに関する検討

古川　大記 ―

特発性肺線維症における平均肺動脈圧上昇の予測式構築に関
する検討

古川　大記 ―

分類不能型間質性肺炎におけるステロイドとタクロリムス併
用療法の有用性と安全性に関する検討

古川　大記 ―

StageⅠ胃癌に対する胃全摘術におけるアプローチ別のQOL評
価 (CCOG 1504)

松下　英信 ―

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 JACCRO GC-07 AR

松下　英信 ―

膠原病関連間質性肺炎患者（CTD-ILD)に於ける
Tacrolimus(TAC)使用に関しての後ろ向き調査

山野　泰彦 ―

失語症者と健常者の喚語困難時におけるモーラ数の想起 長谷川　智子 H29.3.31まで

失語症者の指示詞の理解 長谷川　智子 H29.3.31まで

IoT（Internet of Things）を利用した糖尿病生活習慣改善支
援プログラム開発

吉岡　修子 H30.3.31まで

特発性肺線維症に対するニンテダニブ効果予測バイオマー
カーの前向き解析（多施設共同研究）

山野　泰彦 H30.9.30まで

切除不能進行・再発大腸癌におけるBRAF遺伝子変異に関する
多施設共同観察研究

大河内　治 H33.3.31まで

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

神原　貴博 H33.10.31まで

口蓋扁桃摘出術後に投与する鎮痛薬別に見た鎮痛効果と術後
出血の頻度：セレコキシブとロキソプロフェンの比較

福島　昌浩 H29.11.3まで

間質性肺炎における間質性肺気腫と気胸/縦隔気腫の関連性に
ついて

片岡　健介 H32.3.31まで

特発性肺線維症患者の胸部ＣＴで測定された脊柱起立筋と死
亡原因，予後に関する後方視的検討

古川　大記 H30.10.31まで

EGFR遺伝子変異陽性75歳以上未治療進行非扁平上皮非小細胞
肺癌に対するアファチニブの第Ⅱ相臨床試験(NEJ027)

木村　智樹 H30.3.31まで
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急性冠症候群患者に対する抗ＰＣＳＫ9抗体製剤早期投与の効
果の検討

味岡　正純 H30.12.31まで

Afatinib獲得耐性におけるLiquid biopsyによるEGFR-T790M変
異検出の臨床的有用性試験

木村　智樹 ―

フッ化ピリミジン系抗癌剤を含む初回治療に抵抗性を示した
切除不能または進行再発胃癌に対する早期減量を考慮した二
次治療としてのnab-paclitaxel単独療法の臨床第Ⅱ相試験

松下　英信 ―

DVT/PEに対するアピキサバン/エリキュース®単独療法の検討 大橋　寛史 H30.12.31まで

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-

神原　貴博 H32.9.30まで

がん終末期における強オピオイド使用患者の低血糖リスクを
考慮した経口血糖降下薬の中止時期の検討

岩津慎次郎 H29.10.31まで

高尿酸血症を合併する慢性心不全患者を対象とした尿酸降下
薬フェブキソスタットの効果に関する多施設共同ランダム化
比較試験【LEAF-CHF study】

徳田　晃太郎 H29.9.30まで

高齢者化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺がんに対するnab-
Paclitaxel+Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法のラン
ダム化第Ⅲ相試験：CAPITAL　study

木村　智樹 H33.11.30まで

ＢＩＭ遺伝子多型を有するＥＧＦＲ変異肺がんの臨床的特徴
を明らかにする多施設共同研究（PEOPLE-J）

木村　智樹 ―

SLE関連間質性肺炎に関する多施設共同後ろ向き調査研究 片岡　健介 H31.9.30まで

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 片岡　健介 H34.3.31まで

CKD-JAC研究尿残サンプルを用いた尿蛋白量再測定の予備研究 倉田　圭 H29.7.31まで

名古屋腎臓病研究コンソーシアム（NNRC：Nagoya Nephrology
Research Consortium)

稲葉慎一郎 H34.2.7まで

ニンテダニブ治療中の特発性肺線維症に対する呼吸リハビリ
テーションの長期効果の検討（多施設共同研究）

片岡　健介 H30.12.31まで

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)

林　直美 H33.12.31まで

慢性心不全合併糖尿病患者におけるカナグリフロジンの安全
性評価試験―ランダム化非劣性試験―  CANDLE trial

味岡　正純 ―

SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較
試験　PROTECT

味岡　正純 ―

免疫学的診断システムを用いた肺がんEGFR遺伝子変異の解析 木村　智樹 H32.3.31まで

癌性胸膜炎における悪性胸水量と予後との関連を調査する多
施設共同前向き観察研究

木村　智樹 H31.8.31まで

EGFR遺伝子変異陽性75歳以上未治療進行非扁平上皮・非小細
胞肺癌に対するアファチニブの第Ⅱ相臨床試験(NEJ027)

木村　智樹 H31.3.31まで

膠原病関連間質性肺炎患者におけるThe Saint George's
Respiratory Questionnaire(SGRQ)の有用性に関する後ろ向き
調査

鈴木　淳 H31.3.31まで

遠隔モニタリングシステムを用いたCPAP療法の対面診療間隔
の検討（多施設合同研究）

横山　俊樹 H29.8.31まで

遠隔モニタリングシステムを用いた在宅酸素療法の対面診療
間隔の検討（多施設合同研究）

横山　俊樹 H29.8.31まで

IPFにおけるCT上の蜂巣肺、および牽引性気管支拡張が予後に
及ぼす影響に関する検討

富貴原　淳 H29.12.31まで

H29.2.21 H29.3.21
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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（多施設共同研究）
Study of Real World Anticoagulation and Antiplatelet
Practice in Patients with Acute Coronary Syndrome
Complicated with Atrial fibrillation (STAR-ACS研究)

井上　陽介 H33.3.31まで

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-

神原　貴博 H33.9.30まで

3-MOnth Discontinuation of Dual AntiplatELet Therapy
after Ultimaster® Sirolimus-Eluting Stent
Implantation(MODEL U-SES)　経皮的冠動脈形成術（PCI)にお
けるUltimaster® Sirolimus-Eluting Stent留置後3ヶ月以降
の単剤抗血小板療法の安全性、有効性に関する研究

井上　陽介 H31.3.31まで

病理診断NSIPのCT所見再考 片岡　健介 H30.9.30まで

ニンテダニブ治療中の特発性肺線維症に対する呼吸リハビリ
テーションの長期効果の検討（多施設共同研究）

片岡　健介 H30.12.31まで

H29.3.24 H29.4.11


