
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２年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症ＣＯＶＩＤ１９に対するシクレソニドの使
用に関する倫理的検討

武藤義和 -

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症ＣＯＶＩＤ１９に対するヒドロキシクロロキ
ンの使用に関する倫理的検討

武藤義和 -

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果
の検討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検無作為ランダム化
臨床試験

木村智樹 2020/8/31

眼科手術（緑内障手術、翼状片手術）におけるマイトマイシンCの適応
外使用

小澤信介 -

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症ＣＯＶＩＤ１９に対するファビピラビル（ア
ビガン）のcompassionate use（人道的使用）について

武藤義和 -

当院における新生児感染症スクリーニングの対象および方法の変更と
その影響

三輪剛士 2021/3/31

再発・難治性ＦＬＴ３遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病におけるギル
テリチニブの有効性とその感受性規定因子に関する研究

梶口智弘 2024/3/31

造血細胞移植および細胞治療の全国調査 奥野真吾 -

フッ化ナトリウムスピッツの血糖測定の比較対照としての血液ガス分
析・簡易血糖測定値の有用性に関する検討

平尾高 2020/7/31

高インスリン血性低血糖症の新生児に対するジアゾキシド導入による
血糖値変化：リアルタイム持続血糖モニタリングを用いた診療と解析

奥野達矢 2020/7/31

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 黒岩正憲 2021/12/31

深吸気呼吸停止下左乳房照射における位置照合方法の違いによる位
置再現精度の評価

石原和幸 １年間

小児IgA血管炎のステロイド使用法に関する後方視的検討 三輪剛士 2024/3/31

線維性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 2022/7/31

PD-L1発現50％未満高齢者非扁平上皮小細胞肺がんに対するペムブ
ロリズマブ＋ペメトレキセド療法の第2相試験：CJLSG1901(NMC-CJL
SG1901）

木村智樹 2023/7/31

COVID-19に関するレジストリ研究 木村智樹 2023/1/31

持続性心房細動患者における右心房不整脈基質の検討 坂本裕資 2021/12/31

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するグルココルチコイド療
法の有効性を検証する多施設共同後方視的研究

片岡健介 2021/2/28

小児循環器疾患における原因遺伝子の探索研究 森下雅史 2025/4/30

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

齊藤将之 2021/5/31

成熟 T/NK 細胞リンパ腫におけるゲノム異常とその臨床病理学的な
意義に関する後方視的研究

北村淳子 2025/12/31

維持透析患者において如何にサルコペニアを早期発見するか 稲葉慎一郎 2021/12/31

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 2022/5/31

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果
の検討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検無作為ランダム化
臨床試験

木村智樹 2020/8/31
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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２年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

集中治療室における2019新型コロナウイルス（COVID-19）による急性
呼吸不全の実態調査

横山俊樹 2022/3/31

新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいたCOVID19ワク
チンの開発と評価系の構築

武藤義和 2030/3/31

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

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

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

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－Ｐ
ａｃｌｉｔａｘｅｌ＋Ｃａｒｂｏｐｌａｔｉｎ併用療法とＤｏｃｅｔａｘｅｌ単剤療法のランダム
化第Ⅲ相試験（ＣＡＰＩＴＡＬ）

木村智樹 2022/11/30

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

高齢者非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン・ペメトレキ
セド・アテゾリズマブ併用後ペメトレキセド・アテゾリズマブ維持療法の
第2相試験

木村智樹 2025/4/30

COVID-19肺炎患者へのST介入における体制構築の後方視的検討 長谷川智子 2021/3/31

集中治療室重症患者の予後に関する調査（多施設研究） 平澤純 2024/3/31

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ２感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果
の検討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検無作為ランダム化
臨床試験

木村智樹 2020/8/31

軽度呼吸不全を呈するcovid-19肺炎患者に対するファビピラビル／ス
テロイド併用療法の多施設共同第Ⅱ相試験

山野泰彦 2021/5/31

MRIを用いたALS患者の舌の画像的評価 湯浅浩之 2024/3/31

線維化性間質肺炎患者におけるCOPD Assessment Test（CAT）点数
と予後の関連についての検討

松田俊明 2年間

１％リファンピシン軟膏　院内調製 森下雅史 R2.8.14 -

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

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

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)

川瀨義久 2022/8/21

「JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML
症例に対して施行された治療方法と患者側因子が5年生存率に及ぼ
す影響を検討する観察研究（前向き臨床観察研究）」-JALSG AML/
MDS/CMML Clinical Observational Study (JALSG-CS)-17-

梶口智弘 2026/3/31

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 2025/8/31

急性期脳梗塞に対する血管内チームによる出張治療（Drip and Go）の
成績と課題

纐纈直樹 2020/8/31

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

Trousseau症候群と心源性脳梗塞における臨床的検討 水谷佳祐 2020/10/1

A case of concurrent anti-MOG antibody associated myelitis and sub
acute combined degeneration

水谷佳祐 -
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審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

Bilaterral Medial Medullary Infarction due to Varicella-Zoster Virus Va
sculopathy: A Case Report

水谷佳祐 -

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行期におけるびまん性肺疾
患急性憎悪に関するWEBアンケート調査

片岡健介 2021/1/31

救急医療における医薬品の効果・安全性に関する調査 齋藤将之 2025/3/31

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 2023/3/31

AST薬剤師のFTEと広域抗菌薬に対するPPRFに関する検討 梅村拓巳 2020/12/31

JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 長内宏之 2022/3/31

EGFR遺伝子変異陽性切除不能な進行・再発非扁平上皮小細胞肺癌
患者に対するアテゾリズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル
（ABCP)療法の多施設共同前向き観察研究

木村智樹 2024/2/29

安定期COPDにおけるCOPDアセスメントテスト（CAT)の質問紙と電子
版の比較検討

松田俊明 2020/12/31

体外式膜型人工肺離脱後にリハビリテーション介入を行った新型コロ
ナウイルス肺炎症例の経過

平澤純 2022/3/31

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

松下英信 2022/12/31

股関節術後機能における主観的・客観的評価法の検討 渡邊宣之 10年間

ダ・ヴィンチ手術システムを用いた子宮体がんに対するロボット支援下
手術

丹羽優莉 10症例登録まで

入院を要する市中肺炎、院内肺炎、人工呼吸器関連肺炎患者に対す
る臨床観察研究

松田俊明 2025/3/31

フッ化ナトリウムスピッツの血糖測定の比較対照としての血液ガス分
析・簡易血糖測定値の有用性に関する検討

平尾高 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SG
LT2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

Revelation人工股関節に於ける患者満足度の検討 渡邊宣之 10年間

切迫早産治療におけるプロゲステロン腟錠投与 丹羽優莉 -

救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査 森下雅史 R2.9.18 2021/12/31

多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研
究

片岡健介 R2.9.30 2035/12/31

R2.8.31 破裂脳動脈瘤に対するステントコイルの使用について 纐纈直樹 R2.8.31 -

造影ＣＴを用いたクライオアブレーションの治療適応決定と臨床成績の
検討

坂本裕資 2022/3/31

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

腎機能障害を有する患者におけるテイコプラニンの高用量負荷投与に
関する検討

太田愛子 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

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するグルココルチコイド療
法の有効性を検証する多施設共同後方視的研究

片岡健介 2021/2/28

COVID-19後遺症に関する実態調査（中等症Ⅱ以上対象） 武井玲生仁 2021/3/31

COVID-19に関するレジストリ研究 木村智樹 2024/3/31
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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２年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

Shaved-ice法を用いたクライオテラピーによる自家末梢血幹細胞移植
時の口腔粘膜障害予防

梶口智弘 2021/3/4

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

開胸手術における傍脊椎ブロックと硬膜外麻酔施行による鎮痛効果の
差についての検討

伴泰考 2025/3/31

胸腔鏡手術の術後鎮痛における傍脊椎ブロックの投与方法（自動間
歇ボーラスモードと持続流量モード）の差についての検討

伴泰考 2023/12/31

間質性肺疾患における肺高血圧予測モデルの構築 佐藤智則 2023/9/3

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

間質性肺疾患における平均肺動脈圧上昇が予後に与える影響 佐藤智則 2023/9/30

特発性肺線維症の軽症群における予後識別性の向上のための検討 武井玲生仁 2021/12/31

びまん性肺疾患の疫学およびバイオマーカーに関する研究 片岡健介 ５年間

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診
断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの創出ーAI診断シ
ステムと新規バイオマーカーの開発ー

片岡健介 2027/12/31

R2.10.15
難治出血性膀胱炎に対するミョウバン（硫酸アルミニウムカリウム）の
膀胱内注入（保険適応外使用）

橋本健 R2.10.15 -

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 -

再発または難治性のFLT3遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病患者を
対象とするMEC（ミトキサントロン／エトポシド／シタラビン）とギルテリ
チニブの逐次療法の非盲検、多施設共同、前向き介入試験

梶口智弘 2026/3/31

t(8;21)及びinv(16)陽性AYA・若年成人急性骨髄性白血病に対する微
小残存病変を指標とするゲムツズマブ・オゾガマイシン治療介入の有
効性と安全性に関する臨床第Ⅱ相試験

梶口智弘 2027/5/31

新生児胆汁うっ滞疾患に対する網羅的遺伝子解析 渡邊友紀子 2021/3/31

BRCA遺伝学的子検査に関するデータベースの作成 岡本喜一郎 2021/12/31

機械学習を用いた高齢者描画データからの認知機能評価手法の開発 久保田純平 2023/3/31

臨床医・放射線科医・病理医による集学的検討
(MultiDisciplinaryDiagnosis)における間質性肺炎診断の一致性の検討

山野泰彦 2021/12/31

膠原病の要素をもつ特発性間質性肺炎（IPAF）の治療の検討（UIP
patternに注目した検討）

山野泰彦 2022/12/31

剥離性間質性肺炎のトランスクリプトーム 山野泰彦 2022/3/31

アレルギー性気管支肺炎真菌症第２回全国調査 松田俊明 2021/12/31

抗線維化治療による特発性肺線維症患者のＧＡＰstageでの予後の検
討

伊東友憲 2021/3/31

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

高木えり奈 2021/4/30

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 2021/5/31

超低出生体重児を対象とした新生児期ＭＲＩ所見と幼児期の情緒・行
動に関する評価との関連調査

加藤英子 2027/3/31

初発再生不良性貧血に対する免疫抑制療法におけるエルトロンボパ
グ併用の有用性の検討

梶口智弘 2022/12/31
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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２年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

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

再発・難治性ＦＬＴ３遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病におけるギル
テリチニブの有効性とその感受性規定因子に関する研究

梶口智弘 2024/3/31

胸部悪性腫瘍に対するがん薬物療法後の予後,治療効果,有害事象予
測における機械学習の活用に関する研究

木村智樹 2026/3/31

96 週間以上ヌーカラを使用しているEGPA 患者を対象に実臨床にお
けるヌーカラの長期安全性及び有効性を評価する国内、単群、多施設
共同研究（A single arm, multi-center study to assess the long-term
realworld safety and effectiveness of Nucala in EGPA patients who
have already used Nucala for at least 96 weeks in Japan.）

山野泰彦 2023/3/31

重度の肝硬変患者に対してレムデシビルを投与した１例 梅村拓巳 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

R2.12.22
肺移植におけるドナー特異的抗体関連急性拒絶反応の治療（血漿交
換療法、大量免疫グロブリン療法、リツキシマブ療法）

萩本聡 R2.12.22 -

切除不能肝細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害剤と分子標的治
療薬治療における治療効果と安全性に関するバイオマーカー探索研
究Study on therapeutic effect and safety for combination of immune
checkpoint inhibitor and molecular-targeted therapies for
unresectable hepatocellular carcinoma

新家卓郎 2025/8/31

慢性骨髄性白血病患者に対するチロシンキナーゼ阻害薬中止後の無
治療寛解維持を検討する日本国内多施設共同観察研究

梶口智弘 2029/9/30

初発再生不良性貧血に対する免疫抑制療法におけるエルトロンボパ
グ併用の有用性の検討

梶口智弘 2022/12/31

COVID-19後遺症に関する実態調査（中等症　以上対象） 武井玲生仁 2021/3/31

データーベースを用いた国内発症小児Coronavirus Disease
2019(COVID-19)症例の臨床経過に関する検討

鬼頭周大 2021/3/31

希少肺疾患登録制度の創設－特にリンパ脈管筋腫症とα１-アンチトリ
プシン欠乏症－

木村智樹 -

EGFR遺伝子変異陽性切除不能な進行・再発非扁平上皮小細胞肺癌
患者に対するアテゾリズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル
（ABCP)療法の多施設共同前向き観察研究

木村智樹 2024/8/31

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+D
ocetaxel併用療法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

松下英信 2022/12/31

本邦の初発APLに対するATRA+ATO療法の多施設共同第Ⅱ相試験-
JALSG APL220 Study-

梶口智弘 2028/1/31

実臨床における過敏性肺炎新ガイドラインの検討 武井玲生仁 2021/12/31

外科的肺生検を施行した急速進行性筋炎関連間質性肺炎の検討 武井玲生仁 2021/12/31

当院におけるQuenching Probe法を用いたMPN関連遺伝子測定 奥野真吾 2021/4/25

クラリスロマイシン耐性Helicobacter pylori感染に対する抗菌薬適正使
用の取り組みと評価

深津昌弘 2025/12/31

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

COVID-19後遺症に関する実態調査（中等症以上対象） 武井玲生仁 2022/3/31

機械学習を用いた間質性肺炎急性増悪発症と予後の予測モデルの構
築

片岡健介 2025/12/31

R3.2.22 R3.2.26

R2.11.27 R2.12.3

R2.12.25 R2.12.28

R3.1.29 R3.2.2



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２年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

臍ヘルニアに対する臍圧迫療法の有用性についての多施設共同ラン
ダム化試験

加藤英子 2024/3/31

抗腫瘍薬に関連した薬剤性肺障害と抗腫瘍薬の効果・有害事象に関
する多施設観察研究

木村智樹 2022/3/31

顔面乳児湿疹に対するヘパリン類似物質軟膏の効果に関する前向き
多施設共同単盲検ハーフサイド比較研究

本部和也 2023/3/31

MDA5抗体陽性皮膚筋炎合併間質性肺疾患におけるMDA5遺伝子多
型の解析

山野泰彦 2022/9/30

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

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 2026/6/12

成人特発性血小板減少性紫斑病への初回治療として用いたデキサメ
タゾンとプレドニゾロンの後方視的検討

橋本　健 2021/9/25

「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 2025/6/30

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 2028/2/26

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

宇野博人 2021/10/31

肺癌患者における健康状態の経時的変化に関する前向き観察研究 木村智樹 2026/1/31

ＣＡＲＴＯ　ＦＩＮＤＥＲ　ＭＯＤＵＬＥとイソプロテレノールを用いた持続性
心房細動におけるarrhythmognic fociの検討

坂本裕資 2022/5/31

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）第44回東海北陸地方
会地方会主催ビデオライブデモンストレーション

浅野博 2021年

R3.2.22 R3.2.26

R3.3.25 R3.4.1


