
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３年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

2021/4/7
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の重症患者に対するト
シリズマブ療法

武井玲生仁 2021/4/21 -

「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-

奥野真吾 2028/2/28

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

奥野真吾 2028/2/28

日本における診療報酬明細書データに基づく間質性肺疾患のアルゴリ
ズムの妥当性研究

片岡健介 2022/4/30

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 笹野元 2024/9/30

病院薬剤師による薬局薬剤師への新型コロナウイルスワクチン調製手
技指導の効果～アンケート調査の結果報告～

梅村拓巳 2021/5/31

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-
CJLSG1901）

木村智樹 2024/11/30

皮膚疾患患者における臨床症状と細菌叢の観察 渡邉直樹 2024/8/31

マイコラクトンを検出するブルーリ潰瘍迅速診断キット（BU-
MYCOLAC）の開発と実用化研究

渡邉直樹 3年間

間質性陰影を呈する患者における末梢肺野病変に対するガイドシース
併用気管支腔内超音波断層法を用いた気管支鏡下生検の有用性に
関する研究

木村智樹 2031/3/31

2型糖尿病患者の心理的態度に関するDPP-4阻害薬、オマリグリプチ
ンの有効性の検討

吉岡修子 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

細野博敬 2021/10/31

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 2022/3/31

治癒切除不能胃癌に対するconversion surgeryの治療実態を調査する
多施設共同前向き観察研究

松下英信 2027/12/31

新型コロナウイルス感染症の凝固異常の病態解明と重症化予測能に
関する研究

横山俊樹 2025/12/31

特発性間質性肺炎における自己抗体の有用性検討 山野泰彦 2028/1/31

COVID-19流行期前後におけるANCA関連血管炎の臨床像に関するコ
ホート研究

山野泰彦 2024/12/31

日本における診療報酬明細書データに基づく間質性肺疾患のアルゴリ
ズムの妥当性研究

片岡健介 2022/4/30

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

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 2021/12/31

Clostridium septicum 血症が大腸癌との関連が示唆された１例 廣瀬明宏 2022/4/30

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

2021/4/21

2021/5/26

2021/6/23

2021/4/21

2021/5/28

2021/6/29



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３年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

腹膜透析患者の合併症とその対策に関する臨床調査研究 稲葉慎一郎 2025/11/16

腹膜透析における腹膜硬化症・腹膜線維症の病院の解明（腹膜組織
を用いた検討）

稲葉慎一郎 2025/10/20

日本人における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する重症
化因子の探索ー多施設共同後ろ向き観察研究ー

武藤義和 2022/6/30

新型コロナ感染症回復患者のリハビリテーション症例レジストリによる
前向き観察研究

渡邉文子 2024/3/31

フレイル・サルコペニアを合併する慢性呼吸不全に対する新たな介入
戦略の構築

渡邉文子 2023/3/31

前骨間神経麻痺における神経伝達検査の有用性－術後経過を評価し
て－

仙田智枝梨 2021/10/24

援助結果の異なった社会的ハイリスク妊産婦に対する援助経過の考
察

明神麻歩 2021/9/26

Clostridioides difficile 抗原・毒素検査における各種検査法の臨床的有
用性に関する検討

草次裕人 2025/3/31

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 2031/6/15

ＰＳＧセンサー装着時に情動脱力発作を呈した１症例 中村美子 2021/10/24

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 2022/3/31

A case of　chronic form of systemic capillary leak syndrome
associated with intravascular large B-cell lymphoma in a patient
undergoing hemodialysis

稲葉慎一郎 2022/3/31

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)

松下英信 2023/10/31

当院における新型コロナウイルス感染患者へのインターフェロンλ3測

定検査の臨床的有効性とその実際
武藤義和 2022/12/1

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

山野泰彦 2023/3/31

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

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

高齢者急性骨髄性白血病における遺伝子異常と予後の関連に関する
研究
JALSG-GML219試験（jRCTs041190088）不随研究

梶口智弘 2027/10/31

間質性肺炎合併の特発性炎症性筋疾患における健康状態及び摂食
嚥下機能障害の変化に関する研究

山野泰彦 2025/3/31

2021/6/23

2021/7/28

2021/6/29

2021/8/5



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３年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

ロボット支援下手術における遠隔指導実施にむけての試み 丹羽優莉 10例程度

日本における診療報酬明細書データに基づく間質性肺疾患のアルゴリ
ズムの妥当性研究

片岡健介 2022/4/30

準呼吸不全・呼吸不全を伴う入院患者を対象とした遠隔生体情報モニ
タリングシステム（Masimo SafetyNet）の信頼性、妥当性の検討

松田俊明 ４か月

軽症及び中等症のCOVID-19感染患者を対象とした遠隔生体モニタリ
ングシステム（Masimo SafetyNet）の信頼性、妥当性の検討

松田俊明 ４か月

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 2035/12/31

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

間質性肺疾患に対する緊急クライオバイオプシーの検討 佐藤智則 2021/8/31

日本における血液疾患者を対象とするCOVID-19罹患状況、予後に関
する横断研究

梶口智弘 2023/4/30

心臓核医学検査における国内データベース作成のための調査研究 浅野博 2022/12/31

PD-L1発現50％未満高齢者非扁平上皮非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-
CJLSG1901）

木村智樹 2024/11/30

食道癌に対する根治（化学）放射線療法＋／－Photodynamic Therapy
における食道温存生存率を明らかにする多施設前向き研究

黒岩正憲 2030/12/31

Ａbsence　ｏｆ　ＤＷＩ　abnormalities in a patient with NIID 水谷佳祐 受諾まで

頚動脈解剖学的特徴と脳卒中の関係 村岡真輔 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

準呼吸不全・呼吸不全を伴う入院患者を対象とした遠隔生体情報モニ
タリングシステム（Masimo SafetyNet）の信頼性、妥当性の検討

松田俊明 ４か月

軽症及び中等症のCOVID-19感染患者を対象とした遠隔生体モニタリ
ングシステム（Masimo SafetyNet）の信頼性、妥当性の検討

松田俊明 ４か月

COVID-19に関するレジストリ研究 木村智樹 2024/3/31

成毛式ソラココットン改めＮＫコットンの適応外使用 西村正士 -

慢性呼吸不全を呈しうる呼吸器疾患外来患者を対象としたアドバンス・
ケア・プラニングに対する意識調査

萩本聡 3年間

全身性強皮症関連間質性肺炎に対するトシリズマブ療法 山野泰彦 10年間

iPPFE（特発性胸膜肺実質線維弾性症）のelastin代謝に関連した病態
解明とその制御

山野泰彦 2025/12/31

間質性肺疾患の治療応答性に対する血清バイオマーカーの網羅的な
解析

山野泰彦 2026/3/31

2021/7/28

2021/8/25

2021/8/5

2021/8/30



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３年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

間質性肺炎合併関節リウマチに対するトシリズマブの有効生と安全性
の検討

山野泰彦 2024/6/30

多職種チームによる退院支援を行い、児童養護施設での生活につな
げた1型糖尿病の１例

國澤由起 2023/3/31

虚血発症頭蓋内内頚動脈解離の診断と治療に関する全国実態調査 村岡真輔 2023/3/31

努力肺活量が長期安定している特発性肺線維症の疫学調査 太田翔 2022/12/31

おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 渡邊友紀子 2022/3/31

間質性肺炎患者における新型コロナワクチン接種後の安全性調査 武井玲生仁 2022/12/31

準呼吸不全・呼吸不全を伴う入院患者を対象とした遠隔生体情報モニ
タリングシステム（Masimo SafetyNet）の信頼性、妥当性の検討

松田俊明 ４か月

軽症及び中等症のCOVID-19感染患者を対象とした遠隔生体モニタリ
ングシステム（Masimo SafetyNet）の信頼性、妥当性の検討

松田俊明 ４か月

Ruminococcus gnavus bacteremia showing atypical heterogeneous
morphology on Gram staining:Acase report and literature review

日置達也 2023/12/31

SARS-CoV-2ワクチン接種後に両側肺野陰影が出現した１例の報告 板東知宏 10年間

2021/9/28 造血幹細胞移植後の生着不全に対するリメタゾン 高木えり奈 2021/9/28 -

前立腺癌組織中遺伝子変異を予測する病理学的スクリーニング法の
開発に関する研究

 中野洋二郎 2024/12/31

心不全患者の予後に関する観察研究 坂口輝洋 2025/3/31

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 2024/8/31

Effectiveness of monoclonal anitibody therapy for COVID-19 patients
using a risk scoring system in Seto,Japan,from August to September
2021

武藤義和 2021/12/31

股関節鏡手術患者の患者立脚型アウトカムにおけるPatient
acceptable symptom state(PASS)の多施設による検討

渡邊宣之 10年

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

再生不良性貧血におけるウサギA TG +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 2024/9/30

単一遺伝子異常による糖尿病の成因、診断、治療に関する調査研究 吉岡修子 2023/11/1

リクシアナ15㎎の有効性/安全性の検討 平松昌太郎 2024/8/31

血液疾患患者における新型コロナウイルスワクチン接種による血中抗
体価の変動に関する研究

高木えり奈 2025/12/31

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

2021/10/27

2021/8/25

2021/9/28

2021/8/30

2021/11/1

2021/9/22



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３年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

間質性肺疾患及び肺がん患者の苦痛緩和の実態及びQuality of
Dying and Death(QODD)に関する研究：他施設横断研究

萩本聡 2025/12/31

非癌性慢性呼吸不全患者における難治性呼吸困難の緩和を目的とし
たオピオイドの投与

萩本聡 10年間

愛知県内の要保護児童対策地域協議会におけるMSW参加の実態調
査

明神麻歩 2022/2/28

間質性肺疾患の経過における肺癌の合併に関する検討 野口陽一朗 2025/12/31

心不全増悪入院患者におけるアンジオテンシン・ネプリライシン阻害薬
の研究

長内宏之 2025/3/31

SCJ秋の大収穫祭　被曝防護セッション　ビデオライブ　「あなたのカテ
室放射線被ばく管理は大丈夫？」

森川洸太郎 2021/11/30

プロテオミクス手法による各種アレルギー疾患の要因解析 鬼頭周大 2025/3/31

統計学的手法に基づく線維化性過敏性肺炎ＣＴ診断基準の作成 武井玲生仁 2023/3/31

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 2022/9/30

人工呼吸患者における早期離床の障壁の変化と退院時歩行自立との
関連を明らかにする多施設後向きコホート研究

平澤純 2023/3/31

集中治療室重症患者のＰＩＣＳ発生に関する調査研究 平澤純 2024/3/31

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 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

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

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

血液疾患登録 梶口智弘 2031/12/31

全身性強皮症に伴う間質性肺疾患における長期的なＫＬ-6の推移と努
力性肺活量の相関関係についての検討

武井玲生仁 2023/12/31

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 2022/3/31

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

保険薬局薬剤師による定期的情報提供と治療介入が心不全管理にも
たらす効果の検証

寺島純一 2026/3/31

治癒切除不能胃癌に対するconversion surgery の治療実態を調査す
る多施設共同前向き観察研究

松下英信 2027/12/31

COVID-19に関するレジストリ研究 木村智樹 2024/3/31

Trousseau症候群の特徴 村岡真輔 2022/3/31

2021/10/27 2021/11/1

2021/11/29

2021/12/28

2021/11/22

2021/12/22



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３年度）

審査日 医学研究等の名称 申請者 承認日 実施期間等

ＥＳＵＳの特徴 村岡真輔 2022/3/31

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

当院独自に作られた「残尿表」を用いて導尿を行った入院患者への後
ろ向き研究

奥村敬子 2023/12/31

小児MRI検査における簡易プレパレーションと保護者付き添いの有用
性の研究

鬼頭周大 2025/3/31

下肢人工関節手術におけるトランサミン静注の効果の検討 渡邊宣之 １０年

切除不能進行・再発胃癌３次治療以降におけるトリフルリジン・チピラ
シルとラムシルマブ併用療法の安全性と有効性を検証する第Ⅱ相試
験

松下英信 2025/12/31

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

松下英信 2022/8/21

アレルギー性気管支肺炎真菌症第２回全国実態調査 松田俊明 2022/12/31

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

新型コロナワクチン接種後の間質性肺疾患急性増悪に関する研究 武井玲生仁 2023/12/31

心不全増悪入院患者におけるアンジオテンシン・ネプリライシン阻害薬
の研究

長内宏之 2025/3/31

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

外来ボリコナゾール服用患者の血中濃度測定に関する他機関観察研
究

梅村拓巳 2024/3/31

呼吸器疾患における新規血清マーカーとしてのＩＦＮ－λの臨床的有用
性の検討

山野泰彦 2023/4/30

胃切除術におけるポリグリコール酸シート被覆の膵液廔予防に対する
有効性を検討する他施設共同無作為化比較第Ⅱ相試験

松下英信 2024/12/31

統合レジストリによる多発性筋炎/皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別
化医療基盤の構築

武井玲生仁 2024/3/31

COVID-19流行前後のRSV感染症の臨床像の変化に関する多施設共
同研究

森下雅史 2023/3/31

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 2023/12/31

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 2022/12/31

携帯型心電計での心電図記録が冠攣縮性狭心症の診断に有用で
あった一症例

五十嵐侑希 2022/9/30

抗線維化薬使用下のクライオバイオプシー（TBLC）の安全性に関する
調査

太田翔 2022/12/31

公立陶生病院におけるクライオバイオプシーの実状 笹野元 2022/12/31

新型コロナウイルに関連した当院での感染対策 山田佑哉 2022/6/30

2021/12/28

2022/2/3

2021/12/22

2022/1/26
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COVID-19患者における急性呼吸不全に対する非侵襲的呼吸管理デ
バイス（HFNCOT,CPAP,NPPV）の有効性と安全性の検討

横山俊樹 2023/3/31

前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血病に
おける長期予後と治療実態調査（観察研究）

梶口智弘 2024/3/31

コロナ感染後にSARS-CoV-2ワクチンを接種し、両側肺陰影と急性呼
吸不全が出現した2症例の検討

板東知宏 2022/12/31

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

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

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 2023/3/31

体外式膜型人工肺管理中の血栓止血学的合併症に関する観察研究 長内宏之 2025/3/31

間質性肺疾患合併多発筋炎/皮膚筋炎患者を対象とした肺病変の進
行を規定するバイオマーカー探索研究

山野泰彦 2025/7/31

全身性強皮症レジストリを用いた臓器障害の罹患率及び死亡率、進行
性線維化を伴う間質性肺疾患の頻度に関する研究

山野泰彦 2028/9/30

COVID-19に関するレジストリ研究 木村智樹 2024/3/31

呼吸器症状および睡眠、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”日本語版電子版の実地臨床の場における
妥当性の検証に関する研究

木村智樹 2024/3/31

ガンマナイフ治療後の動脈瘤 篠田諭 2022/3/31

経口セマグルチドの治療効果と食行動の検討 吉岡修子 2022/5/31

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 2027/6/12

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

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

浅野博 2023/3/31

統合レジストリによる多発性筋炎/皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別
化医療基盤の構築

武井玲生仁 2024/3/31

潜在性結核感染症治療におけるイソニアジド・リファンピシン単剤およ
びイソニアジド・リファンピシン併用レジメンの安全性と有効性評価の研
究

松田俊明 2023/6/30

小児MRI検査における簡易プレパレーションと保護者付き添いの有用
性の研究

鬼頭周大 2025/3/31

プロテオミクス手法による各種アレルギー疾患の要因解析 鬼頭周大 2025/3/31

間質性肺炎合併の特発性炎症性筋疾患における健康状態及び摂食
嚥下機能障害の変化に関する研究

山野泰彦 2025/3/31

2022/2/16
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膠原病もしくは膠原病が疑われる患者における自己抗体の精査 山野泰彦 2025/1/28

肝臓癌定位放射線の際の金マーカーacculoc刺入後の、添付文書記
載外のMRI撮影の安全性に関する判断の過程と、患者さんへの説明と
同意に関して

山川耕二 -

2022/3/23 2022/3/28


