
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30年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

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 2021/3/31

脳動脈解離に対するT1/T2 High resolution vessel wall MRI
fusion imageの所見に関する研究

湯浅浩之 2020/3/31

間質性肺炎における，血清及び気管支肺胞洗浄液中循環核酸マー
カーの臨床的有効性に関する研究

片岡健介 2027/12/31

レナリドミドおよびポマリドミド内服患者に対する薬剤師による
診察前面談が服用アドヒアランスに与える影響の検討

水野貴仁 2019/3/31

糖尿病足病変・糖尿病腎症患者に対する理学療法効果の検証
下肢慢性創傷患者に対する理学療法効果の検証

井戸和美 2020/3/31

褐色嘔吐を呈した新生児に対する胃洗浄の効果に関する多施設共
同ランダム化比較試験

神澤孝洋 2020/3/31

ICTによる抗菌薬・消毒薬適正使用支援がC.difficile感染症発症
に及ぼす影響

太田愛子 2019/3/31

当院における血管内大細胞型B細胞性リンパ腫の臨床像の検討 梶口智弘 2018/6/30

「3D OCTシステムを用いた冠動脈分岐部病変に対するPCIの前向
き観察研究」Japanese 3D-OCT Bifurcation Registry

戸部彰洋 2023/3/31

RESET
Randomized Evaluation of Sirolimus-eluting versus
Everolimus-eluting Stent Trial：Extended Follow-up Study
実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（Xience V™）と
シロリムス溶出性ステント（Cypher Select™+）の有用性及び安
全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験：
長期追跡試験

吉田達矢 2021/7/31

甲状腺ホルモン不応症もしくはTSH不適切分泌患者におけるTRβ
遺伝子異常の解析

赤羽貴美子 2019/9/30

リツキシマブ併用化学療法時のB細胞性悪性リンパ腫患者に対す
る低用量ST合剤によるPC発症予防の検討（後方視解析研究）

宮尾康太郎 2019/4/30

重症間質性肺炎に対する呼吸リハビリテーションにおいてhigh
flow therapyが有効であった一症例

平澤純 2018/12/31

特発性肺線維症患者におけるTOLLIP遺伝子のSNP多型とN-アセチ
ルシステイン吸入治療の有効性の検討

片岡　健介 2020/3/31

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 2020/10/30

結核治療中に認められた白血球数減少症についての多施設共同研
究

山野泰彦 2022/3/31

リキッドバイオプシーを用いた肺がん分子標的薬耐性機序の解析 木村智樹 2021/3/31

Spontaneous Superficial Parenchymal and Leptomeningeal
Hemorrhage についての後方視的検討

澤田なおみ 2019/10/31

新生児一過性多呼吸を発症した正期産児における、呼吸状態悪化
予測についての検討

黒田実沙 2018/11/30

JG0G3020:ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期におけ
る補助化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験

近藤紳司 2029/6/30

JG0G1083S:根治的同時化学放射線治療が行われた子宮頸がん症例
における治療前画像診断を用いた予防的拡大照射野の適応に関す
る検討

近藤紳司 2020/3/31

心房細動の検出率向上のための心房細動潜在患者への系統的スク
リーニング（SCAN-AF）

長内宏之 2019/12/31

前立腺癌薬物療法におけるQOLに関する研究 中野洋二郎 2022/12/31

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

片岡健介 2018/12/31

慢性過敏性肺炎の診断検討 武井玲生仁 2019/12/31

特発性肺線維症急性増悪の1年後の機能障害に関する研究 寺町涼 2027/12/31

H30.4.20

H30.6.14

H30.5.18

H30.5.11

H30.6.6

H30.6.26



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30年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

2型糖尿病患者の予後に関する観察研究 神原貴博 2023/3/31

当院におけるStageⅢ大腸癌補助化学療法の再発低減効果の検討 林直美 2019/3/31

線維性間質性肺疾患の急性増悪における気管支肺胞洗浄液中微小
細菌叢の解析

武井玲生仁 2020/7/31

線維症間質性肺疾患の急性増悪における牽引性気管支拡張の数学
的評価

武井玲生仁 2020/7/31

食物経口負荷試験によるアナフィラキシー症例に関する調査 森下雅史 2019/3/31

TDP-43 proteinopathy病理診断例における神経画像所見の検討 小栗卓也 2021/7/1

保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究（BRIGHTEN試験） 稲葉慎一郎 2019/9/30

非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリン療法の有用性に関
する検討-W-JHS AA 01-

梶口智弘 2021/6/30

「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)」におけるバイオマーカー研究

林直美 2022/9/30

「特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究
（NEJ030）」集積症例を対象とした、遺伝素因に関連するバイオ
マーカーの研究（NEJ036A）（多施設共同）

片岡健介 2022/9/30

間質性肺炎の診断・予後予測における機械学習の活用の検討 近藤康博 2027/5/31

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

近藤俊 2023/6/30

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）

長内宏之 2030/3/31

PCTを中心とした血液培養陽性予測因子の検討 武藤義和 2021/12/31

当院における酵母様真菌の臨床的検討 武藤義和 2021/12/31

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 2020/9/30

小麦経口負荷試験におけるグルテン特異IgEの有用性の検討 森下雅史 2020/3/31

日本人新生児を対象とした脊髄性筋萎縮症マス・スクリーニング
のパイロット研究：SMN1遺伝子欠失の検出を目的とした新しいマ
ス・スクリーニングシステムの確立

家田訓子 2020/10/31

高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象とした
アジルサルタンの左室拡張機能改善効果の探索的検討

黒川英輝 2020/12/31

抗ARS抗体陽性間質性肺炎に対するステロイドとカルシニューリ
ン阻害剤併用治療における再燃のリスク因子の検討

武井玲生仁 2019/12/31

当院における高血糖急性合併症の検討 吉岡修子 2019/5/31

当院糖尿病患者治療実態とインスリン導入についての検討 吉岡修子 2019/5/31

2型糖尿病患者における糖尿病性腎臓病（DKD）の検討 吉岡修子 2019/5/31

在宅酸素療法を必要とする安定期COPD患者における長期高流量鼻
カニュラ酸素療法に対する有効性及び安全性に関する検討：多施
設前向きランダム化比較試験

松田俊明 2019/9/30

心不全患者におけるAST-120の心機能改善効果の検討に関する臨
床試験　The Effect of AST-120,Absorbent of Uremic Toxins
on The Severity of Cardiac Failure in Patient with Chronic
Heart Failure [AST-HF study]

神原貴博 2021/8/31

「3D OCTシステムを用いた冠動脈分岐部病変に対するPCIの前向
き観察研究」Japanese 3D-OCT Bifurcation Registry

神原貴博 2023/3/31

H30.9.18

H30.8.22

H30.7.20 H30.7.30

H30.9.4

H30.10.3



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30年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

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）

宇野博人 2021/12/31

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 2019/3/31

左室収縮性が保持された心不全合併高齢2型糖尿病患者における
SGLT2阻害薬カナグリフロジンの有効性・安全性に及ぼす影響

神原貴博 2020/3/31

突発性難聴に対しての高気圧酸素治療の成績 杉浦真 2023/10/31

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（多施設共同前向き無作為割付研究）

宇野博人 2021/12/31

若年者における冠動脈疾患の特徴と予後に関する観察研究
Clinical features and outcomes of coronary artery disease
among young population

井上陽介 2019/12/31

中部圏内におけるヘマトキシリン・エオジン染色の標準化 柚木浩良 2020/9/30

脳腫瘍の進展における遺伝子異常変化の解析 纐纈直樹 2024/3/31

前立腺肥大症（BPH）に対するデュタステリド導入時期別の治療
効果の比較：診療記録を用いた多施設共同後ろ向き観察研究

武田宗万 2019/2/28

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ
の多施設共同前向き観察研究：（J-TAIL）

木村智樹 2023/3/31

抗腫瘍薬に関連した薬剤性肺障害に関する多施設観察研究 木村智樹 2022/3/31

本邦における急性Ⅰ型呼吸不全に対する非侵襲的人工呼吸器
（NPPV)と高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC)の多施設ランダム化
比較試験

横山俊樹 2019/4/30

大腸憩室炎に対する大黄牡丹皮湯投与効果の二重盲検ランダム化
比較試験

大河内治 2020/3/31

鼠径部ヘルニア術後アンケート調査 大河内治 2019/12/31

小児気管支喘息発作に対するハイフローセラピーの検討 森下雅史 2020/3/31

非小細胞肺癌患者における、治療前肺機能と抗PD-1抗体による薬
剤性肺障害との関連についての後方視的検討

木村智樹 2019/11/30

クラリスロマイシン耐性Helicobacter pyiori感染に対する抗菌
薬の種類が除菌率に与える影響の検討

深津昌弘 2020/12/31

心不全における急性期薬物治療の実態と予後に関する多施設共同
前向き観察研究

黒川英輝 2023/3/31

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 2021/10/31

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

木村智樹 2020/12/31

脳損傷者の自動車運転適性評価におけるシミュレーター酔い（動
揺病）の検討

横山勝彦 2019/9/30

メフロキンの進行性多巣性白質脳症（PML）への使用 湯浅浩之 -

Scarred Organizing Pneumonia (Cicatricial variant of
cryptogenic organizing pneumonia)における臨床像の検討（多
施設共同）

片岡健介 2019/9/30

ピペラシリン・タゾバクタムによる腎機能障害のリスク因子と腎
予後の臨床的検討

武藤義和 2020/12/31

結核初回治療におけるＬＶＦＸ併用の有効性と安全性の検討 武藤義和 2020/12/31

穿孔性腹膜炎における検出菌の検討と抗菌薬選択の実際 武藤義和 2020/12/31

特発性低髄液圧症候群における脊椎MRI-Dinosaur tail sign（恐
竜の尾サイン）をはじめとした画像所見の有用性に関して-

小栗卓也 2020/10/1

当院における抜管後非侵襲的陽圧換気装着症例に対する呼吸理学
療法内容に関する検討

平澤純 2019/4/30

臨床工学技士によるSBTの評価支援の妥当性について 小山昌利 2019/4/30

ジアミノジフェニルスルホンのIgA血管炎に対する使用 森下雅史 2019/4/30

H30.12.18

H30.11.27

H30.10.30 H30.11.13

H30.12.4

H30.12.26



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30年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

口腔乾燥の保湿、痂皮の除去 大津千佳 2023/3/31

特発性肺線維症患者における身体活動量と予後の関連 新貝和也 2021/3/31

特発性肺線維症患者における身体活動量の最小臨床重要変化量の
検討

新貝和也 2021/3/31

脳死肺移植待機中の間質性肺炎患者における呼吸リハビリテー
ションの効果の後方視的検討

平澤純 2019/4/30

IPF/UIP CT診断基準の標準化に関する検討:CT診断分類の不一致
の検討と標準化の試み（多施設共同）

片岡健介 2020/8/31

当院におけるStageⅢ大腸癌補助化学療法の再発低減効果の検討 林直美 2020/3/31

特発性肺線維症患者の胸部CTで測定された脊柱起立筋の面積の経
時的変化と予後に関する後方視的検討

松田俊明 2022/1/31

Scarred Organizing Pneumonia (Cicatricial variant of
cryptogenic organizing pneumonia)における臨床像の検討（多
施設共同）

片岡健介 2019/9/30

排尿ケアチームにおける薬剤師による薬学的介入の有用性の検討 梅村拓巳 2019/3/31

結核治療に伴う薬疹の実態調査 松田俊明 2019/12/31

病院薬剤師による服薬情報報告書（トレーシングレポート）を用
いた保険薬局薬剤師に対する情報伝達の有用性の検討

伊藤聡一郎 2019/2/28

ＡＮＣＡ陰性例の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（ＥＧＰＡ）に
おける末梢血好酸球数と神経症状の関連

水谷佳祐 2019/6/30

日本における特発性間質性肺炎に対する抗線維化薬の使用実態と
予後についての検討

武井玲生仁 2023/8/31

Multidisciplinary discussionにより診断された特発性肺線維症
症例における気管支肺胞洗浄液所見の意義に関する研究

片岡健介 2021/12/31

多施設共同　慢性線維化性間質性肺炎の急性増悪後方視的観察研
究および画像所見の予後因子解析

片岡健介 2020/1/31

運転免許に関連してもの忘れ外来を受診した高齢者の検討 宮本拓哉 2020/3/31

閉塞型睡眠時無呼吸症候群における、簡易呼吸モニター検査結果
と終夜睡眠ポリグラフ検査結果の比較検討

木村理沙 2020/3/31

組織学的UIPを呈する特発性間質性肺炎に於いて病理学的IPAF所
見の予後・治療反応に与える影響についての検討

山野泰彦 2023/8/31

切除不能進行・再発胃がんに対するナブパクリタキセルとラムシ
ルマブ併用療法の隔週投与法における有効性と安全性を検討する
第Ⅱ相試験（多施設共同研究）

林直美 2021/12/31

多剤耐性結核症の登録に伴う研究 松田俊明 -

H31.1.29 H31.2.7



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30年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

左室収縮性が保持された心不全合併高齢2型糖尿病患者における
SGLT2阻害薬カナグリフロジンの有効性・安全性に及ぼす影響

神原貴博 2021/3/31

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

神原貴博 2022/9/30

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 2021/12/31

冠動脈バイパス術後患者に対する冠動脈インターベンションとそ
の予後に関する観察研究

井上陽介 2020/12/31

選択的帝王切開の施行時期と新生児呼吸障害の関連についての検
討

神澤孝洋 2019/7/31

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 2021/6/15

統計・機械学習を用いた冠動脈CTにおける造影効果予測モデルの
構築

秋山宣行 2020/3/31

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 2022/8/21

本邦における急性Ⅰ型呼吸不全に対する非侵襲的人工呼吸器
（NPPV)と高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC)の多施設ランダム化
比較試験

横山俊樹 2020/4/30

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 黒岩正憲 2024/12/31

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 2021/11/30

既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab-パ
クリタキセルのランダム化比較第Ⅲ相試験

木村智樹 2019/10/31

適応外使用となる門脈ステント留置の可否についての審査 大河内治 2020/3/31

大腸憩室炎に対する大黄牡丹皮湯投与効果の二重盲検ランダム化
比較試験

大河内治 2020/3/31

一過性全健忘を発症し入院となった症例の臨床的特徴 宮武仁志 2020/3/31

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 2022/3/31

蛋白尿軽度で透析導入に至った慢性腎臓病患者についての検討 稲葉慎一郎 2019/6/30

高齢の進行した慢性腎不全患者の検討 稲葉慎一郎 2019/6/30

ピペラシリン・タゾバクタム使用中の腎機能障害頻度の臨床的検
討

稲葉慎一郎 2019/6/30

当院における間質性肺炎患者の腎機能に対するピルフェニドンの
効果の検討

稲葉慎一郎 2019/6/30

H31.2.26 H31.3.5



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30年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

６年制課程薬剤師を中心とした「若手薬剤師会議」の職務満足度
を用いた有用性の検討

岩津慎次郎 2020/3/31

胃切除術後縫合不全に対するアバンド®（HMB・アルギニン・グル
タミン配合飲料）の効果に関する多施設共同第Ⅱ相試験
(CCOG1702)

松下英信 2021/12/31

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)

松下英信 2022/12/31

再発、難治性C.difficile感染症に対するバンコマイシン漸減お
よびパルス療法の有効性の検討

梅村拓巳 2019/12/31

切除不能進行・再発大腸癌に対する二次治療としての
Ramucirumab+FOLFIRI(irinotecan日本標準量：150mg/㎡）療法の
臨床第Ⅱ相試験

林直美 2023/3/31

Short and Optimal duration of Dual AntiPlatelet Therapy-
2(STOPDAPT-2)study エベロリムス溶出性コバルトクロムステン
ト(XIENCE)留置後の抗血小板剤２剤併用療法期間を１ｶ月に短縮
することの安全性を評価する研究

井上陽介 2023/3/31

ST上昇型急性心筋梗塞に対するエキシマレーザー冠動脈形成術が
心筋サルベージに与える影響

浅野博 2030/12/31

２０１９年女性性機能インターネット1000人調査 奥村敬子 2020/12/31

高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象とした
アジルサルタンの左室拡張機能改善効果の探索的検討

黒川英輝 2020/12/31

心不全における急性期薬物治療の実態と予後に関する多施設共同
前向き観察研究

黒川英輝 2023/3/31

経皮的動脈血酸素飽和度を用いた特発性肺線維症の新たな重症度
分類の検討

武井玲生仁 2020/12/31

在宅酸素療法を必要とする安定期COPD患者における長期高流量鼻
カニュラ酸素療法に対する有効性及び安全性に関する検討：多施
設前向きランダム化比較試験

松田俊明 2019/9/30

高分解能CT(HRCT)でUIP patternを呈する関節リウマチ関連間質
性肺炎（RA-ILD）の成り立ちに関して、気道病変に着目した病理
学的検討

山野泰彦 2023/3/31

H31.3.19 H31.3.26


