
医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（令和元年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

単施設における初発慢性リンパ性白血病に対するベンダムスチン
単剤療法の後方視的検討

梶口智弘 2019/10/13

慢性腎臓病の透析導入期における管理状況と透析導入後の予後と
の関連に関する多施設共同観察研究　第二版

稲葉慎一郎 2028/8/31

難治性耳鳴り患者に対するリドカイン静脈注射療法 杉浦真 -

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

PREDICT1での血液検体を用いたカルボプラチン+ペメトレキセド
併用療法の後治療としての免疫チェックポイント阻害薬の効果予
測に関する後ろ向き多施設共同研究（PREDICT1サブ解析）CJLSG
1801

木村智樹 2023/3/31

BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 岡本喜一郎 2020/10/31

経口抗Ｘａ薬と併用薬剤との薬品相互作用による抗Ｘａ活性への
影響についての調査

寺島純一 2025/4/1

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

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 2022/3/31

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 2021/4/30

びまん性肺疾患における診断や臨床経過・治療反応性・予後予測
に有用な新規バイオマーカーの探索－後ろ向き研究－

片岡健介 2022/9/30

本邦の特発性間質性肺炎（Ｉｄｉｏｐａｔｈｉｃ　ｉｎｔｅｒｓ
ｔｉａｌ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｓ：ＩＩｐｓ）における肺組織へ
のＩｇＧ４陽性細胞浸潤の実態調査と予後への影響について

山野泰彦 2023/3/31

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（多施設共同研究）

宇野博人 2021/12/31

本人の意向による透析導入の差し控えについて 森　佳子 -

ワルファリンの効果に影響の与える可能性のある薬物間相互作用
の検討

齋藤将之 2019/5/31

間質性肺疾患の呼吸困難に対するモルヒネの有効性に関するラン
ダム化プラセボ対照第Ⅱ相試験

片岡健介 2022/12/31

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

低心機能患者に対する一次予防目的のICD植込み後の予後観察研
究

坂本裕資 2021/12/31

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

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

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

H31.4.30

R1.6.6

H31.4.23

R1.5.28



医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（令和元年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

肺線維症の急性増悪時に関与する因子の検証（２施設共同） 片岡健介 2020/12/31

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／Ｍ
ＤＳ／ＣＭＭＬ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｓｔｕｄｙ（ＪＡＬＳＧ－ＣＳ）－１１－ＭＤＳ－ＳＣＴ－

梶口智弘 2020/3/31

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 長内宏之 2019/6/30

膠原病関連間質性肺炎・自己免疫学的特徴を有する間質性肺炎に
対するミコフェノール酸モフェチル療法

武井玲生仁 2029/6/30

肺高血圧症患者レジストリ　Japan Pulmonary Hypertension
Registry:JAPHR

木村智樹 2020/3/31

既治療再発小細胞肺癌に対するアルブミン懸濁型パクリタキセル
単剤化学療法とパクリタキセル単剤化学療法の効果および安全性
評価

木村智樹 2020/7/31

神経・筋チャネル病の遺伝子解析 加藤秀紀 2023/11/30

胸腔鏡手術における傍脊椎ブロックの施行のタイミングの違いに
よる鎮痛効果の差についての検討

伴泰考 2023/12/31

間質性肺炎疾患におけるＡｒｔｉｆｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇ
ｅｎｃｅ（ＡＩ）を用いた病理診断および治療効果と予後の推定
（多施設共同）

片岡健介 2020/12/31

BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 岡本喜一郎 2020/10/31

心房細動アブレーションにおけるイソプロテレノール使用効果の
観察研究

坂本裕資 2020/3/31

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Ｄ
ｏｃｅｔａｘｅｌ単剤療法のランダム化第Ⅲ相試験（ＣＡＰＩＴ
ＡＬ）

木村智樹 2020/11/30

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

特発性肺線維症に対する抗線維化薬２剤併用療法の有効性と安全
性に関する調査研究（多施設共同）

片岡健介 2021/3/31

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 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

神原貴博 2022/8/31

Pleuroparenchymal fibroelastsosisおよびIdiopathic
pulmonary fibrosisにおける肺胞上皮剥離の検討（多施設共同）

片岡健介 2021/3/31

高インスリン性低血糖症における持続的血糖モニタリングの有用
性についての検討

鈴木真衣 2020/3/31

インフルエンザに対するバロキサビルの有効性および安全性に関
する検討

梅村拓巳 2020/3/31

臍帯血採取・提供（中部さい帯血バンク） 近藤紳司 -

R1.6.27

H30.7.30

R1.6.25

R1.7.30



医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（令和元年度）

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 2021/6/30

深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリ
バーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究

宇野博人 2022/9/30

愛知県感染防止対策加算１届出病院における多施設point
prevalence survey

武藤義和 2022/9/30

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 2027/5/31

リトドリン点滴中止から分娩までの時間が新生児低血糖に及ぼす
影響

神澤孝洋 2027/6/1

当院における黄色ブドウ球菌の臨床的検討と感染症診療支援の有
効性

武藤義和 2027/6/2

特発性肺線維症合併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+ニンテダニブ療法とカルボプラチン+nab-
パクリタキセル療法のランダム化第Ⅲ相試験

木村智樹 2027/6/3

人工膝関節におけるバランスセンサー使用不使用による差異の研
究

渡邊宣之 2027/6/4

高齢者肺結核入院患者におけるイソニアジド、リファンピシンを
含む抗結核薬治療の薬物有害反応のリスク因子の同定

木村智樹 2027/6/5

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 2027/6/6

R1.9.5 切迫早産治療におけるカルシウム拮抗薬の保険適応外使用 丹羽優莉 R1.9.20 -

関節リウマチ患者に対する薬物療法の効果の検討 渡邊宣之 2024/9/30

アバタセプト無効の関節リウマチ患者におけるアダリムマブの有
効性の検討

渡邊宣之 2024/9/30

当院に於けるEBVウイルス感染症患者の検討 武藤義和 2021/12/31

２０１９年度　Orsiro薬剤溶出ステントに対する使用実態調査 神原貴博 2020/3/31

動脈瘤性くも膜下出血発症１５日目以降に発生した脳血管攣縮の
リスク因子の検討

中島拓真 2019/10/31

高齢者肺炎における血液培養の有効性と抗菌薬選択の検討 武藤義和 2020/12/31

後下小脳動脈解離の早期診断におけるhigh-ｒｅｓｏｌｕｔｉｏ
ｎ ｖｅｓｓｅｌ wall imagingの有効性についての検討

加納裕也 2020/3/31

人工膝関節におけるバランスセンサー使用不使用による差異の研
究

渡邊宣之 2024/9/30

可逆性脳血管攣縮症候群におけるarterial spin labelingの有用
性の検討

加納裕也 2020/3/1

薬剤師によるワルファリンコントロール支援（WF-PBPM)に係る標
準手順書

寺島純一 -

国内未承認ワクチンTyphimViの導入について 武藤義和 -

R1.10.3

R1.9.5

R1.9.27

R1.8.27



医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（令和元年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリキッドバイオプ
シーの有用性を検討するための研究

梶口智弘 2024/3/31

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

近藤康博 2021/3/31

抗線維化薬（ピルフェニドン、ニンテダニブ）の投薬治療を受け
た、間質性肺炎患者の栄養状態に関する研究調査

中村直人 2020/3/31

間質性肺炎に合併する肺炎球菌性肺炎に対するアジスロマイシン
併用の予後に与える影響の検討

武井玲生仁 2020/12/31

実臨床における進行性線維化を伴う間質性肺疾患の疫学調査 武井玲生仁 2020/12/31

抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎関連間質性肺炎に対するトファシチニブ
療法

武井玲生仁 2029/10/31

APTT三次微分波形を用いた抗Xa活性新規モニタリング指標の検討 草次裕人 2021/12/31

間質性肺疾患の呼吸困難に対するモルヒネの有効性に関するラン
ダム化プラセボ対照第Ⅱ相試験

片岡健介 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

国内未承認ワクチンBoostrix,twinrix,verorabの導入について 武藤義和 -

オシメルチニブ使用患者における薬剤師によるがん治療関連心機
能障害モニタリングの有用性の検討

水野貴仁 2020/3/31

再発急性前骨髄球性白血病（APL）に対するTamibarotene
（Am80）と亜ヒ酸（ATO）の併用、寛解後療法としてGemtuzumab
Ozogamicin（GO）を用いた治療レジメンの有効性および安全性検
証試験 –第II相臨床試験- JALSG-APL219R

梶口智弘 2026/3/31

高齢者急性骨髄性白血病（AML）の層別化により化学療法が可能
な症例に対して若年成人標準化学療法の近似用量を用いる第II相
診療試験JALSG-GML219

梶口智弘 2027/10/31

初発BCR-ABL陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対象としたダ
サチニブ、ポナチニブ併用化学療法および造血幹細胞移植の臨床
第II相試験JALSG-PhALL219

梶口智弘 2026/3/31

再発濾胞性リンパ腫に対するobinutuzumab+bendamustine併用の
第II相試験（HMCSG-GB-RRFL)

梶口智弘 2025/8/31

慢性肺疾患関連肺高血圧症におけるemPHasis-10の信頼性と妥当
性についての前向き観察研究

佐藤智則 2022/11/30

BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 岡本喜一郎 2020/10/31

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 2021/3/31

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

R1.11.25 R1.12.4

R1.10.24R1.10.21



医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（令和元年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

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 2020/9/30

呼吸症状および睡眠、非侵襲的換気療法に関連した副作用を測定

するための“S3-NIV質問票”日本語版開発のためのパイロットテ
スト－言語学的妥当性の検証

木村智樹 2021/3/31

抗合成酵素症候群の分類基プロジェクト(Classification
Criteria for Anti-synthetase Syndrome(CLASS)Project)

武井玲生仁 -

呼吸器疾患に伴う肺高血圧の多施設前向き症例登録研究 木村智樹 2022/6/30

ヒト肺の炎症性細胞の解析 山野泰彦 2022/9/30

細菌性肺炎の診断における迅速診断検査の有用性に関する研究 日置達也 2022/12/31

当院における１型糖尿病患者背景とＳＧＬＴ２阻害薬に対する効
果の検討

吉岡修子 2020/5/31

２型糖尿病患者における血中ビタミンＤ濃度とその背景の検討 吉岡修子 2020/5/31

糖尿病患者における自己血糖測定記録電子化およびクラウドを介
した主治医との共有による糖代謝改善効果の検討

笠井貴敏 2023/3/31

当院高齢びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL)患者に対する
減量R-CHOP療法の後方視的検討

奥野真吾 2020/4/19

近赤外線分布法を用いた新生児無呼吸発作と脳組織酸素循環につ
いての検討

鈴木謙太郎 2020/2/15

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

間質性肺疾患の呼吸困難に対するモルヒネの有効性に関するラン
ダム化プラセボ対照第Ⅱ相試験

片岡健介 2022/9/30

急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケンスの実行可能
性に関する研究

梶口智弘 2026/8/31

日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究 福岡宗良 2030/3/31

ESBL産生大腸菌による侵襲性尿路感染症におけるセファマイシン
系およびオキサセフェム系抗菌薬の適切な投与法及び有効性評価
のための前向き観察研究

武藤義和 2021/12/31

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 2020/10/31

Calciphylaxisに対してのチオ硫酸ナトリウムによる治療（適応
外使用）

早川彰紀 -

特発性肺線維症における6ヶ月間の努力性肺活量の変化が与える
臨床的影響の検討

武井玲生仁 2021/12/31

Angiopoietin-1/-2濃度の肺高血圧症バイオマーカーとしての有
用性

片岡健介 2022/11/30

入院を要する肺炎患者における初期抗菌薬治療と予後に関する研
究

松田俊明 2024/3/31

集中治療室における終末期判断について 笹野元 -
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医の倫理委員会で承認を受けた臨床試験、臨床研究等（令和元年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

心房細動発症高リスクの潜因性脳梗塞患者における植込み型心臓
モニターの使用

坂本裕資 2022/3/31

再生不良性貧血におけるウサギＡＴＧ＋シクロスポリン＋エルト
ロンボパグ療法の有用性に関する検討

梶口智弘 2023/9/30

維持透析患者における心不全の検討 稲葉慎一郎 2022/3/31

当院ER-ICU/ICUにおける院外発生AKIの検討 稲葉慎一郎 2022/6/30

特発性Pleuroparenchymal fibroelastosisに対する呼吸リハビリ
テーションの検討

森裕太 2020/12/31

特発性Pleuroparenchymal fibroelastosisの健康関連QOLの調査
ならびにその関連因子の検討

森裕太 2020/12/31

睡眠関連呼吸障害疑い症例に潜在する遅発型ポンぺ病スクリーニ
ング

小栗卓也 2023/5/31

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

原発性線毛機能不全の全国二次調査症例集積 笹野元 2024/2/12

肺癌患者における標的抗原の同定とがん微小環境の解析 笹野元 2027/3/31

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

気管支拡張症合併難治性喘息の実態調査 松田俊明 2024/12/31

自動車運転再開可能と判断された脳損傷者の特徴に関する検討 久保田純平 2022/2/28

短期間でSCADによる２度のST上昇型心筋梗塞を発症した一例 徳田晃太郎 20200/5/16

遅れMIに伴うSSSに対してPCIを施行しペースメーカー留置を回避
した一例

徳田晃太郎 2020/10/10

ロピナビル／リトナビルのCOVID-19への使用 武藤義和 -

R2.3.5 Remdesivirの COVID-19への使用 武藤義和 R2.3.6 -

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 2022/3/31

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 2023/12/31

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 2021/12/31

ダ・ヴィンチ手術システムを用いた子宮良性疾患に対するロボッ
ト支援下手術

丹羽優莉 -

頚動脈解剖学的特徴と脳卒中の関係 村岡真輔 2021/12/31

冠動脈疾患と脳卒中の関係 村岡真輔 2021/3/31

ホスフェニトインが有効であった難治性新生児発作の1例 橋本実沙 2021/12/31

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に検討-JALSG AML/MDS/CMML
Clinical Observational Study(JALSG-CS)-11-MDS-SCT-

梶口智弘 2021/3/31
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