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一部修正 13-60-8 内科学（血液） 岡本　真一郎 横山　健次 臨床研究計画（非介入型） 抗血栓薬の効果の個体差に関する研究 2010/4/26 承認 許可日 2013/12/31

一部修正 17-8-3 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 浅野　浩一郎 臨床研究計画（非介入型）
難治性炎症性肺疾患の診断、治療、病態解明へのマイクロサンプリングプローブ
法の応用 2010/4/26 承認 許可日 2015/5/31

一部修正 18-44-7
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 河合　俊英 臨床研究計画（介入型）

2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法群と従来治療群と
のランダム化比較試験（J-DOIT３） 2010/4/26 承認 許可日 2013/3/31

一部修正 18-56-6 産婦人科学 青木　大輔 進　伸幸 臨床研究計画（介入型）

Ⅲ/Ⅳ期または再発の子宮体癌患者におけるドキソルビシン/シスプラチン/パクリ
タキセル+G-CSF療法とカルボプラチン/パクリタキセル療法のランダム化第Ⅲ相試
験 2010/4/26 承認 許可日 2012/5/31

一部修正 18-91-9 耳鼻咽喉科学 小川　郁 齋藤　康一郎 基礎研究計画
喉頭腫瘍関連遺伝子の解析ならびに個々の患者の遺伝的背景の診断法への応
用 2010/4/26 承認 許可日 2017/12/31

一部修正 19-5-5 産婦人科学 青木　大輔 進　伸幸 臨床研究計画（介入型） 卵巣間質性腫瘍に対するセカンドラインでのpaclitaxelの第Ⅱ相試験 2010/4/26 承認 許可日 2016/5/31

一部修正 19-56-2
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 河合　俊英 臨床研究計画（非介入型）

糖尿病における合併症の実態把握とその治療に関するデータベース構築による大
規模前向き研究 2010/4/26 承認 許可日 2012/11/30

一部修正 19-97-5 眼科学 坪田　一男 川北　哲也 臨床研究計画（介入型） 円錐角膜・角膜拡張症に対するリボフラビン・ＵＶＡ治療の有効性と安全性の評価 2010/4/26 承認 許可日 2012/3/31

一部修正 2009-118-2 整形外科学 千葉　一裕 名倉　武雄 臨床研究計画（介入型）
３次元歩行解析装置を用いた腰部脊柱管狭窄症による歩行障害に対する薬物治
療効果判定 2010/4/26 承認 許可日 2012/9/30

一部修正 2009-151-2 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 臨床研究計画（非介入型） LASIK　術後角膜屈折値による手術矯正量の予測 2010/4/26 承認 許可日 2010/11/30

一部修正 2009-173-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
関節リウマチに対する抗リウマチ薬および生物学的製剤の有効性予測に関する研
究 2010/4/26 承認 許可日 2012/12/31

一部修正 2009-267-2 腫瘍センター 北川　雄光 高石　官均 臨床研究計画（非介入型）
臨床病期Ⅱ/Ⅲ（Ｔ4を除く）食道癌に対するＳ-1＋CＤＤＰを同時併用する化学放射
線療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験(JCOG0604)（予後追跡調査） 2010/4/26 承認 許可日 2017/6/30

再審査 2009-286-2 内科学（循環器） 松本　秀男 田村　雄一 臨床研究計画（介入型）
コンピューター運動プログラムを用いた心臓リハビリテーション前向き介入コホート
研究 2010/4/26 承認 許可日 2011/9/30

新規 2009-299 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型） 着床前診断に関する臨床的研究　Duchenne型筋ジストロフィー保因者　DMD22 2010/4/26 承認 許可日

1/31



2010年度倫理委員会　承認課題一覧

区分 受付番号_Ｎｏ 申請部署 申請部門長 申請者 申請区分 課題名 審査年月日 結果 申請期間開始 申請期間終了

新規 2009-300 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型） 着床前診断に関する臨床的研究　Duchenne型筋ジストロフィー保因者　DMD23 2010/4/26 承認 許可日

新規 2009-301 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型） 着床前診断に関する臨床的研究　Duchenne型筋ジストロフィー保因者　DMD24 2010/4/26 承認 許可日

新規 2009-302 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型） 着床前診断に関する臨床的研究　Duchenne型筋ジストロフィー保因者　DMD25 2010/4/26 承認 許可日

新規 2009-303 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型） 着床前診断に関する臨床的研究　Duchenne型筋ジストロフィー保因者　DMD26 2010/4/26 承認 許可日

新規 2009-305 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究　ピルビン酸脱水素酵素複合体（PDHC)欠損保因
者 2010/4/26 承認 許可日

新規 2010-001 内科学（リウマチ） 竹内　勤 桑名　正隆 臨床研究計画（非介入型）
免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬によるB型肝炎ウイルス再活性化の実態解明と対策法
の確立 2010/4/26 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-002 眼科学 坪田　一男 小澤　洋子 臨床研究計画（非介入型） 加齢黄斑変性の臨床経過の報告 2010/4/26 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-003 眼科学 坪田　一男 小澤　洋子 臨床研究計画（非介入型） 網膜硝子体疾患の臨床経過の報告 2010/4/26 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-004 産婦人科学 青木　大輔 野村　弘行 臨床研究計画（介入型）

プラチナ抵抗性再発・再熱　Mullerian carcinoma (上皮性卵巣癌,原発性卵管癌,腹
膜癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン（PLD）50mg/m2に対するPLD 40mg/m2
のランダム化第Ⅲ相比較試験 2010/4/26 承認 許可日 2018/1/31

新規 2010-005 臨床検査医学 村田　満 三ッ橋　雄之 臨床研究計画（非介入型） 造血器腫瘍臨床検査値とWHO分類との関連についての多変量解析 2010/4/26 承認 許可日 2015/5/31

新規 2010-006 内科学（消化器） 日比　紀文 細江　直樹 臨床研究計画（非介入型） 無症状低用量アスピリン内服患者における小腸病変のサーべイランス 2010/4/26 承認 許可日 2012/5/31

新規 2010-007 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 臨床研究計画（非介入型） LASIK　術後眼の白内障手術における眼内レンズ度数計算の検討 2010/4/26 承認 許可日 2010/11/30

新規 2010-009 血液浄化・透析センター 林　松彦 林　松彦 臨床研究計画（非介入型） Calciphylaxisの発症危険因子、生命予後解析のための症例対照研究 2010/4/26 承認 許可日 2010/5/31

新規 2010-011 内科学（循環器） 福田　恵一 鶴田　ひかる 臨床研究計画 新規超音波技術を用いた心機能と心疾患の関連についての検討 2010/4/26 承認 許可日 2013/5/31
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新規 2010-012 内科学（循環器） 福田　恵一 鶴田　ひかる 臨床研究計画 心房細動の発症、重症度および予後を規定する因子の同定 2010/4/26 承認 許可日 2013/5/31

新規 2010-013 耳鼻咽喉科学 小川　郁 今西　順久 臨床研究計画（非介入型）
頭頸部癌病理組織保存標本を用いた臨床病理学的検討による転移、治療効果お
よび予後の予測因子の解明 2010/4/26 承認 許可日 2012/5/31

新規 2010-015 放射線科学(治療) 茂松　直之 大橋　俊夫 臨床研究計画（介入型）
乳房温存療法の術後照射における短期全乳房照射法の安全性に関する多施設共
同試験 2010/4/26 承認 許可日 2016/1/31

新規 2010-016 整形外科学 千葉　一裕 松本　守雄 臨床研究計画（非介入型） 脊椎椎弓形成術の長期成績の臨床的および画像的評価 2010/4/26 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-017 整形外科学 千葉　一裕 中村　俊康 臨床研究計画（非介入型） 内反肘変形に対する矯正骨切り　-内施矯正の必要性に関する検討- 2010/4/26 承認 許可日 2010/6/30

新規 2010-018 小児科学 高橋　孝雄 小崎　健次郎 基礎研究計画 ハラーマン・ストライフ症候群の原因遺伝子の同定 2010/4/26 承認 許可日 2016/3/31

新規 2010-019 臨床検査医学 村田　満 三ッ橋　雄之
その他（検体（塗抹標本）の教
育等への利用） 血液標本バーチャルスライドの教育目的および精度管理目的での利用 2010/4/26 承認 許可日 2020/3/31

一部修正 20-60-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 桑名　正隆 臨床研究計画
膠原病に伴う早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する薬剤介入の効果の
検討 2010/4/26 承認 許可日 2011/12/31

一部修正 20-92-4 内科学（循環器） 福田　恵一 福田　恵一 基礎研究計画 ヒト心筋疾患患者からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する研究 2010/4/26 承認 許可日 2012/10/31

再審査 14-20-6再A 内科学（老年） 広瀬　信義 広瀬　信義 基礎研究計画
主題：包括的国際百寿者研究　－健康長寿達成に向けて－　副題：第1部　寿命関
連遺伝子（長寿遺伝子）と加齢関連遺伝子の同定 2010/5/31 承認 許可日 2010/5/31

再審査 14-20-6再B 内科学（老年） 広瀬　信義 広瀬　信義 臨床研究計画（非介入型）
主題：包括的国際百寿者研究　－健康長寿達成に向けて－　副題：第2部　抗加齢
物質と老化指標の同定 2010/5/31 承認 許可日 2015/6/30

一部修正 15-57-4 皮膚科学 天谷　雅行 高江　雄二郎 臨床研究計画 ヒト皮膚・粘膜腫瘍・腫瘍類以性病変の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討 2010/5/31 承認 許可日 2010/3/31

再審査 16-6-2再 眼科学 坪田　一男 坪田　一男 医療計画 重症ドライアイ患者への自己血清点眼の使用 2010/5/31 承認 許可日 2014/3/31

一部修正 18-74-3 内科学（循環器） 福田　恵一 相澤　義泰 臨床研究計画（介入型） 致死性不整脈疾患の遺伝子診断と臨床応用（多施設登録研究） 2010/5/31 承認 許可日 2012/1/31
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一部修正 2009-148-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 尾原　秀明 臨床研究計画（介入型）
末梢動脈疾患患者に対するG-CSF動員自家末梢血単核球細胞移植治療のランダ
ム化比較試験 2010/5/31 承認 許可日 2012/12/31

一部修正 2009-239-3 内科学（消化器） 日比　紀文 久松　理一 臨床研究計画（介入型） 高カロリー輸液（TPN）療法施行中の炎症性腸疾患患者の血清亜鉛濃度の推移 2010/5/31 承認 許可日 2011/3/31

一部修正 2009-290-2 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 副島　研造 臨床研究計画（介入型）

JNUQ-LC study(Japan Nutrition and QOL survey in patients with advanced non-
small cell Lung Cancer study)非小細胞肺がん患者の体重およびQOL等に関する
臨床研究 2010/5/31 承認 許可日 2011/7/31

一部修正 2009-52-2
総合医科学研究セン
ター（皮膚科） 天谷　雅行 久保　亮治 臨床研究計画（非介入型） ヒト表皮におけるタイトジャンクションバリアと免疫応答機構の検討 2010/5/31 承認 許可日 2014/7/30

新規 2010-008 内科学（循環器） 福田　恵一 田村　雄一 臨床研究計画（非介入型） 肺高血圧患者の新規治療効果判定指標の同定のための前向き観察コホート研究 2010/5/31 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-020 泌尿器科学 大家　基嗣 菊地　栄次 臨床研究計画（非介入型）

局所浸潤性膀胱癌に対する放射線照射併用バルーン塞栓動脈内抗癌剤投与
（Baloon　occluded　arterial　infusion; BOAI）療法の有用性に関する多施設共同比
較試験。 2010/5/31 承認 許可日 2017/6/30

新規 2010-022 泌尿器科学 大家　基嗣 菊地　栄次 臨床研究計画（非介入型） 膀胱癌における膀胱粘膜生検の臨床的意義の検討 2010/5/31 承認 許可日

新規 2010-023 産婦人科学 青木　大輔 岩田　卓 基礎研究計画 婦人科腫瘍における新たな腫瘍特異分子の同定 2010/5/31 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-024 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 長谷川　博俊 医療計画
JCOG 0910 Stage Ⅲ　治療切除大腸癌に対する術後補助化学療法としての
Capecitabine 療法とS-1療法とのランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 2010/5/31 承認 許可日 2019/6/30

新規 2010-025 内科学（血液） 岡本　真一郎 岡本　真一郎 臨床研究計画（非介入型） 造血幹細胞移植患者の家族が抱える問題に関する調査 2010/5/31 承認 許可日 2010/10/31

新規 2010-026 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）
C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン・リバビリン併用療法における治療効果
の検討（多施設共同研究） 2010/5/31 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-027 腫瘍センター 北川　雄光 高橋　常浩 臨床研究計画（介入型） StageⅢ胃癌根治切除例に対するTS-1+CDDPによる術後補助化学療法の検討 2010/5/31 承認 許可日 2015/5/31

新規 2010-028
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 入江　潤一郎 臨床研究計画（非介入型） 糖尿病・メタボリックシンドロームにおける腸内細菌叢の評価 2010/5/31 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-029 放射線科学(治療) 茂松　直之 川口　修 臨床研究計画（非介入型）
テキストマイニング技術を利用して画像診断レポートから二次的に利用しやすい構
造化レポートを機械的に構築するための研究 2010/5/31 承認 許可日
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新規 2010-030 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 竹内　裕也 臨床研究計画（介入型）
臨床病期Ⅱ/Ⅲ（T4 を除く）食道癌に対する根治的化学放射線療法 +/- 救済治療
の第Ⅱ相試験 － JAPAN Clinical Oncology Group (JCOG) 0909 2010/5/31 承認 許可日 2018/6/30

新規 2010-031 内科学（リウマチ） 竹内　勤 桑名　正隆 臨床研究計画（非介入型） 自己免疫疾患における免疫担当細胞の分析および制御機序の解明 2010/5/31 承認 許可日 2013/6/30

新規 2010-032 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 副島　研造 臨床研究計画（介入型）

化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発非扁平上皮非小細胞肺がん患者に対するペ
メトレキセド/シスプラチンまたはカルボプラチンによる導入療法に引き続くペメトレ
キセドによる維持療法の無作為化第Ⅱ相試験 2010/5/31 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-034 看護部 鎮目　美代子 中里　雅子 臨床研究計画（非介入型） 再発・転移により化学療法を受ける前立腺がん患者の体験 2010/5/31 承認 許可日 2010/10/31

新規 2010-035
スポーツ医学総合セン
ター 松本　秀男 東　宏一郎 臨床研究計画（介入型）

メタボリックシンドロームを合併した2型糖尿病者における運動療法の体組成への
影響 2010/5/31 承認 許可日 2013/6/30

新規 2010-036
ノバルティスファーマ寄
附講座（血液内科） 岡本　真一郎 加藤　淳 臨床研究計画（非介入型）

同種造血幹細胞移植前の鉄負荷が移植後早期の感染症および移植成績に及ぼ
す影響に関する前方視的臨床研究（F-STUDY） 2010/5/31 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-038 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）
糖尿病を合併するC型慢性肝炎に対するペグイントロン/レベトール併用療法の有
用性の検討（多施設共同研究） 2010/5/31 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-040 眼科学 坪田　一男 芝　大介 医療計画 2本のｉStent（アイステント）を用いたトラベクロトミーの臨床評価 2010/5/31 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-041 リハビリテーション医学 里宇　明元 辻　哲也 臨床研究計画（非介入型） がんのリハビリテーションにおける新しい身体機能スケールの開発 2010/5/31 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-042 臨床検査医学 村田　満 菊池　春人 臨床研究計画（非介入型） 尿沈渣分析装置　アイキュー200スプリントの性能評価 2010/5/31 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-044 小児科学 高橋　孝雄 嶋田　博之 基礎研究計画
フィラデルフィア陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)における遺伝子コピー数異常と
予後との関連に対する多施設共同研究 2010/5/31 承認 許可日 2011/5/31

新規 2010-045 小児科学 高橋　孝雄 嶋田　博之 臨床研究計画（非介入型）
化学療法および放射線療法を受けた小児の治療後血清ゴナドトロピン値の推移と
思春期発達・性腺機能の関連性の検討 2010/5/31 承認 許可日 2011/5/31

新規 2010-046 外科学（脳神経) 吉田　一成 佐々木　光 臨床研究計画（介入型）
JCOG0911：初発膠芽腫に対するインターフェロン -β＋テモゾロミド併用化学放射
線療法のランダム化第Ⅱ相試験 2010/5/31 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-047 麻酔学 武田　純三 吉川　ひろか 臨床研究計画（介入型）
二酸化炭素再呼吸法による二酸化炭素喚起応答の生理学的解明研究 －新機器
による従来法と二酸化炭素非負荷下での比較研究－ 2010/5/31 承認 許可日 2010/12/31
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新規 2010-048 内科学（消化器） 日比　紀文 松岡　克善 臨床研究計画（介入型） 顆粒球吸着療法（商品名：アダカラム）至適用法決定試験 2010/5/31 承認 許可日 2011/12/31

一部修正 20-102-2 救急医学 堀　進悟 佐藤　幸男 臨床研究計画 急性大動脈解離の血中診断マーカー簡易キットの開発 2010/5/31 承認 許可日 2011/4/30

一部修正 20-132-4 内科学（消化器） 日比　紀文 松岡　克善 臨床研究計画

ステロイドフリー活動期潰瘍性大腸炎患者に対する白血球除去療法（セルソーバ®
E）のプロスペクティブ、ランダム化、二重盲検、シャム処置を対照とした多施設共
同臨床試験 2010/5/31 承認 許可日 2010/10/31

一部修正 20-158-4 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画

機能性ディスペプシアに対するランソプラゾールとプラセボの多施設共同無作為化
二重盲検比較試験  ELF study(Efficacy of Lansoprazole in patients with
Functional dyspepsia) 2010/5/31 承認 2009/12/01 2011/8/31

一部修正 20-215-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 長谷川　博俊 臨床研究計画
大腸癌術後の消化管機能異常に対する大建中湯(DKT:TJ-100）の臨床的効果（プ
ラセボを対照とした多施設二重盲検群間比較試験） 2010/5/31 承認 許可日 2014/1/31

一部修正 20-67-3 内科学（消化器） 日比　紀文 井上　詠 臨床研究計画 潰瘍性大腸炎のリスク因子に関する多施設共同・症例対照研究 2010/5/31 承認 許可日 2013/3/31

一部修正 18-115-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 宮川　義隆 臨床研究計画（非介入型） 骨髄増殖性腫瘍の前方視野的臨床研究 2010/6/28 承認 許可日 2020/7/31

一部修正 18-69-4 皮膚科学 天谷　雅行 海老原　全 臨床研究計画（非介入型）
アトピー性皮膚炎、尋常性魚鱗癬、及び喘息患者における皮膚バリア機能遺伝子
の解析 2010/6/28 承認 許可日 2013/7/31

一部修正 2009-116-2 看護医療学部 太田　喜久子 茶園　美香 臨床研究計画（介入型）
化学療法中のがん患者のQOL維持向上に対する運動プログラムの効果について
の検討 2010/6/28 承認 許可日 2011/3/31

一部修正 2009-284-2
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 税所　芳史 臨床研究計画（介入型） 2型糖尿病患者におけるグリニド系薬剤の有効性・安全性の検討 2010/6/28 承認 許可日 2012/7/31

新規 2010-049 内科学（消化器） 日比　紀文 細江　直樹 臨床研究計画（非介入型） カプセル内視鏡の大腸到達率に対するモサプリドクエン酸塩の影響 2010/6/28 承認 許可日 2010/7/31

新規 2010-051 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画
機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性・安全性の科学的エビデンスを
創出するための二重盲検無作為化プラセボ対象比較試験 2010/6/28 承認 2010/10/01 2012/9/30

新規 2010-052 内科学（血液） 岡本　真一郎 岡本　真一郎 臨床研究計画（非介入型） 悪性リンパ腫の予後因子の解析および病態解明 2010/6/28 承認 許可日 2015/7/31

新規 2010-053 熱帯医学・寄生虫学 竹内　勤 齋藤　智也 臨床研究計画（非介入型） 東京都大島町におけるインフルエンザ流行時の受信行動に関する調査 2010/6/28 承認 許可日 2011/3/31
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新規 2010-054 耳鼻咽喉科学 小川　郁 齋藤　康一郎 臨床研究計画（非介入型）
咽喉頭異常感症における重症度および予後と、心理背景および逆流症との関連に
関する調査 2010/6/28 承認 2010/09/30

新規 2010-056 救急医学 堀　進悟 関根　和彦 臨床研究計画（非介入型）
救急専用回線（救急ホットライン）における情報伝達精度の改善　－救急隊員・救
急専任医間のコミュニケーションに関する基礎的調査－ 2010/6/28 承認 許可日 2015/7/31

新規 2010-057 麻酔学 武田　純三 山田　高成 臨床研究計画（非介入型）
帝王切開手術及び分娩中における脈波伝播時間を用いた非浸襲連続心拍出量（ｅ
ｓCCO）の測定 2010/6/28 承認 許可日 2011/7/31

新規 2010-058 精神・神経科学 鹿島　晴雄 内田　裕之 臨床研究計画（非介入型）
統合失調症における薬物治療の実際と治療ガイドラインとの乖離：後方視的診療
録調査 2010/6/28 承認 許可日 2010/12/31

新規 2010-059 精神・神経科学 鹿島　晴雄 内田　裕之 臨床研究計画（非介入型）
統合失調症における寛解状態を維持する機序：ドパミンD2受容体の遮断の質の観
点から 2010/6/28 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-060 内科学（消化器） 日比　紀文 日比　紀文 臨床研究計画（非介入型） 大腸腫瘍に対する内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 2010/6/28 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-062 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 竹内　裕也 臨床研究計画（非介入型）
大腸癌肝転移における循環癌細胞（CTC）の測定結果と奏効度の関係を評価する
臨床研究 2010/6/28 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-063 リハビリテーション医学 里宇　明元 辻　哲也 臨床研究計画（非介入型）
下肢リンパ浮腫患者のリハビリテーションに関する研究　蛍光リンパ管造影法によ
るリンパ管輸送機能の評価、および保存的療法の効果の検討 2010/6/28 承認 許可日 2012/7/31

新規 2010-064 内科学（血液） 岡本　真一郎 中島　秀明 臨床研究計画（非介入型） 同種骨髄移植後の慢性GVHD発症におけるドナー間葉系幹細胞の役割 2010/6/28 承認 許可日 2015/7/31

新規 2010-065 内科学（血液） 岡本　真一郎 中島　秀明 基礎研究計画
難治性造血器疾患患者からのｉPS細胞樹立と、それを用いた病態解明ならびに新
規治療法開発 2010/6/28 承認 許可日 2015/7/31

新規 2010-066 医療政策・管理学 池上　直己 吉村　公雄
その他（無記名アンケート調
査） たばこパッケージの警告表示に関するアンケート調査 2010/6/28 承認 許可日 2011/7/31

新規 2010-067 健康マネジメント研究科 高木　安雄 小松　浩子 臨床研究計画（非介入型） 前立腺全摘除術後のがん患者の尿失禁と生活の質（Quality of Life）の関係 2010/6/28 承認 2010/07/31 2010/11/30

新規 2010-068 内科学（循環器） 福田　恵一 鶴田　ひかる 臨床研究計画（非介入型） 心臓再同期療法における心エコーを用いた効果予測指標の検討 2010/6/28 承認

新規 2010-069 保健管理センター 齊藤　郁夫 広瀬　寛 臨床研究計画（非介入型） 健康診断における血清アディポネクチン濃度測定（CLEIA法）の有用性の検討 2010/6/28 承認 許可日 2015/7/31
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新規 2010-070 放射線治療科学 茂松　直之 茂松　直之 臨床研究計画（非介入型）
骨転移の疼痛緩和における塩化ストロンチウム-89の有効性の検証と背景因子と
の関係を探索する多施設共同前向き観察研究 2010/6/28 承認 2010/02/01 2012/6/30

新規 2010-072 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 臨床研究計画（非介入型） 多焦点眼内レンズ挿入眼の近方実用視力 2010/6/28 承認 許可日 2011/11/30

新規 2010-075 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 田邉　稔 臨床研究計画（非介入型） 成人生体肝移植における術後シクロスポリン4時間静注法の意義 2010/6/28 承認 許可日 2010/8/31

新規 2010-076 内視鏡センター 北川　雄光 相浦　浩一 臨床研究計画（非介入型） 十二指腸乳頭部癌の局所切除の適応 2010/6/28 承認 許可日

一部修正 19-70-3 保健管理センター 相磯　貞和 大野　裕 臨床研究計画（介入型）
うつ病における通常治療と併用療法（通常療法＋認知行動療法）の効果及び費用
対効果研究 2010/7/26 承認 許可日 2013/3/31

一部修正 2009-122-2 産婦人科学 青木　大輔 野村　弘行 臨床研究計画（介入型）
再発卵巣がんに対するリポソーム化ドキソルビシンとカルボプラチン併用療法に関
する第Ⅱ相臨床試験 2010/7/26 承認 許可日 2011/7/31

一部修正 2009-211-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（介入型）
中等度活動性を有する関節リウマチ患者におけるエタネルセプト療法の有効性の
検討 2010/7/26 承認 許可日 2014/4/30

一部修正 2009-218-2 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 副島　研造 臨床研究計画（介入型）

EGFR-Mutation Positiveである非扁平上皮非小細胞肺癌症例に対するエルロチニ
ブ導入療法後、ペメトレキセド＋シスプラチン±ベバシズマブ併用療法、ペメトレキ
セド＋カルボプラチン±ベバシズマブ併用療法による維持強化療法の有用性の検
討 2010/7/26 承認 許可日 2012/12/31

新規 2009-281 腫瘍センター 北川　雄光 高橋　常浩 臨床研究計画（介入型）
切除不能・再発胃癌に対するPaclitaxel/Cisplatin/TS-1 併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ
相試験(KOGC-02) 2010/7/26 承認 許可日 2014/7/31

一部修正 2009-293-2 放射線診断科学 栗林　幸夫 百島　祐貴 臨床研究計画（非介入型） 新しいMR灌流画像解析ソフトウェアの評価 2010/7/26 承認 2010/10/31 2011/9/30

一部修正 2010-006-2 内科学（消化器） 日比　紀文 細江　直樹 無症状低用量アスピリン内服患者における小腸病変のサーべイランス 2010/7/26 承認 許可日 2012/8/31

再審査 2010-021再 整形外科学 千葉　一裕 池上　博泰 臨床研究計画（介入型）
舟状骨偽関節・遷延癒合に対して観血的手術を行った症例に対する低出力超音波
パルスの治療効果に関する研究 2010/7/26 承認 許可日 2012/9/30

一部修正 2010-031-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 桑名　正隆 臨床研究計画（非介入型） 自己免疫疾患における免疫担当細胞の分析および制御機序の解明 2010/7/26 承認 許可日 2013/8/31

再審査 2010-037再 外科学（呼吸器） 野守　裕明 泉　陽太郎 臨床研究計画（介入型）
進行あるいは再発原発非小細胞肺癌に対する塩酸ゲムシタビン併用WT1ペプチド
ワクチン療法の第Ⅰ相臨床試験 2010/7/26 承認 許可日 2011/12/31
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一部修正 2010-044-2 小児科学 高橋　孝雄 嶋田　博之 基礎研究計画
フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)における遺伝子コピー数
異常と予後との関連を明らかにするための多施設共同研究 2010/7/26 承認 許可日 2011/5/31

新規 2010-050
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 税所　芳史 臨床研究計画（介入型）

過体重2型糖尿病患者を対象としたリラグルチドおよび高用量メトフォルミン投与の
有効性に関する比較検討 2010/7/26 承認 許可日 2013/7/31

一部修正 2010-060-2 内科学（消化器） 日比　紀文 日比　紀文 臨床研究計画（介入型）
大腸腫瘍に対する内視鏡的大腸粘膜下層剥離術および有効性と安全性に関する
多施設共同研究（前向きコホート研究） 2010/7/26 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-077
スポーツ医学総合セン
ター 松本　秀男 東　宏一郎 臨床研究計画（非介入型）

前十字靭帯を損傷し再建を要するスポーツ愛好家におけるスポーツ復帰に向けた
心肺機能の評価 2010/7/26 承認 許可日 2013/8/31

新規 2010-078 内科学（血液） 岡本　真一郎 横山　健次 臨床研究計画（非介入型）
イマチニブ抵抗性または不耐容の慢性骨髄性白血病に対するダサチニブの第Ⅱ
相臨床試験 2010/7/26 承認 許可日

新規 2010-082 産婦人科学 吉村　泰典 久慈　直昭 基礎研究計画 網維的代謝解析とシミュレーションによる胎児型赤血球代謝特性の探求 2010/7/26 承認 許可日 2013/8/31

新規 2010-083 産婦人科学 青木　大輔 岩田　卓 臨床研究計画（非介入型） 「cobas 4800 HPV Test」の臨床性能試験（試験実施計画書番号：COB-HPV-215） 2010/7/26 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-087 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 副島　研造 臨床研究計画（非介入型） 扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌に対するBevacizumab治療　コホート調査 2010/7/26 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-088 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 八木　洋 基礎研究計画 肝再生医療の基礎的研究を目的とした肝切除検体からの組織採取 2010/7/26 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-089 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 北川　雄光 臨床研究計画（介入型）
進行膵癌に対するゲムシタビン併用WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン療法の
第Ⅰ相臨床試験 2010/7/26 承認 許可日 2012/8/31

新規 2010-092 内視鏡センター 北川　雄光 相浦　浩一 臨床研究計画（介入型）
浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法およびゲムシタビンを用いた術後補助
化学療法の第Ⅱ相試験 2010/7/26 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-093 内科学（循環器） 福田　恵一 河村　朗夫 臨床研究計画（介入型）

冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂
質低下療法のランダム化比較試験　Randomized Evaluation of Aggressive or
Moderate　Lipid Lowｅｒing Therapy with Pitavastatin in Coronary Artery Disease
[REAL-CAD] 2010/7/26 承認 許可日 2015/1/31

新規 2010-094 泌尿器科学 大家　基嗣 篠田　和伸 臨床研究計画（非介入型） 腹腔鏡下および開放性腎部分切除術の治療成績に関する多施設共同研究 2010/7/26 承認 許可日 2013/4/30

新規 2010-095 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（介入型）
オリオン研究　Oriencia Remission Induction and　Outcome Navigation (ORION)
Study　「アバタセプト治療による関節リウマチ寛解維持に関する観察研究」 2010/7/26 承認 許可日 2012/1/31
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新規 2010-096 臨床検査医学 村田　満 菊池　春人 臨床研究計画（非介入型） AQT90FLEX用心筋トロポニンT測定試薬TnTAQTテストキットの評価 2010/7/26 承認 許可日 2011/8/31

新規 2010-097 臨床検査医学 村田　満 菊池　春人 臨床研究計画（非介入型）
全自動尿定性分析装置および尿試験紙におけるビリルビンの偽陽性検出方法の
検討 2010/7/26 承認 許可日 2012/8/31

新規 2010-098 看護部 鹿島　晴雄 久保田　朋子 臨床研究計画（介入型） 服薬アドヒアランス向上に関する研究：服薬に関する支援システムの評価 2010/7/26 承認 許可日 2011/7/31

新規 2010-100 救急医学 堀　進悟 藤島　清太郎 臨床研究計画

重症感染症発症機構の解明、および「厚生労働省厚生科学研究事業（新型インフ
ルエンザ等新興・再興感染症事業）『重症型のレンサ球菌・肺炎球菌感染症に対す
るサーベイランスの構築と病因解析、その診断・治療に関する研究』」への参画 2010/7/26 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-101 小児科学 高橋孝雄 福島 裕之 医療計画 動脈管ステント留置術 2010/7/26 承認 許可日 2010/9/30

一部修正 20-158-5 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画

機能性ディスペプシアに対するランソプラゾールとプラセボの多施設共同無作為化
二重盲検比較試験  ELF study(Efficacy of Lansoprazole in patients with
Functional dyspepsia) 2010/7/26 承認 2009/12/01 2011/8/31

一部修正 20-205-5 内科学（消化器） 日比　紀文 樋口　肇 臨床研究計画（介入型）
切除不能大腸癌に対する5-FU/1-LV/oxaliplatin(FOLFOX)+bevacizumabとTS-
1/oxaliplatin(SOX)+bevacizumabとのランダム化比較第Ⅲ相試験 2010/7/26 承認 許可日 2013/7/31

一部修正 20-54-2 整形外科学 千葉　一裕 名倉　武雄 基礎研究計画 動作解析による運動器障害メカニズムの解明と新たな治療法開発 2010/7/26 承認 許可日 2013/8/31

一部修正 20-92-5 内科学（循環器） 福田　恵一 福田　恵一 基礎研究計画 ヒト心筋疾患患者からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する研究 2010/7/26 承認 2008/11/30 2012/10/31

一部修正 19-5-6 産婦人科学 青木　大輔 進　伸幸 臨床研究計画（介入型） 卵巣間質性腫瘍に対するセカンドラインでのpaclitaxelの第Ⅱ相試験 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

一部修正 2009-103-2 産婦人科学 青木　大輔 阪埜　浩司 基礎研究計画 子宮内膜症に関する創薬標的の探索および疾患モデルの構築 2010/9/27 承認 許可日 2011/9/30

一部修正 2009-116-3 看護医療学部 太田　喜久子 茶園　美香 臨床研究計画（介入型）
化学療法中のがん患者のQOL維持向上に対する運動プログラムの効果について
の検討 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

再審査 2009-137再 臨床検査医学 村田　満 武井　茂樹 臨床研究計画（介入型） ナルコレプシー、特発性過眠症における血中オレキシン濃度の測定 2010/9/27 承認 許可日 2020/10/31

一部修正 2009-163-2
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 鷲田　直輝 臨床研究計画（非介入型）

透析療法における、血中尿毒素物質と造血能、サイトカイン活性に関する臨床研
究 2010/9/27 承認 許可日 2012/11/30
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一部修正 2009-192-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 高橋　常浩 臨床研究計画（介入型）
根治切除可能な胃癌に対する術前化学放射線療法としてのTS-1/low dose
CDDP/Radiation併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 2010/9/27 承認 許可日 2016/12/31

再審査 2009-275再 眼科学 坪田　一男 小澤　洋子 臨床研究計画（介入型）
眼内血管新生性疾患に対するべバシズマブ（商標名アバスチン）硝子体内注射の
有効性の評価 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

再審査 2009-277再 眼科学 坪田　一男 川北　哲也 基礎研究計画 ドライアイにおける涙腺、角結膜、血液および涙液の病態解析 2010/9/27 承認 許可日 2015/9/30

新規 2009-278 内科学（神経） 鈴木　則宏 鈴木　重明 臨床研究計画（非介入） 免疫性筋疾患における自己抗体に関する研究 2010/9/27 承認 許可日 2013/3/31

一部修正 2009-51-2 内科学（循環器） 福田　恵一 河村　朗夫 臨床研究計画（介入型） 糖尿病患者を対象とした冠動脈疾患スクリーニングプログラム 2010/9/27 承認 許可日 2012/7/30

一部修正 2010-035-2
スポーツ医学総合セン
ター 松本　秀男 東　宏一郎 臨床研究計画（介入型）

メタボリックシンドロームを合併した2型糖尿病者における運動療法の体組成への
影響 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

一部修正 2010-046-2 外科学（脳神経) 吉田　一成 佐々木　光 臨床研究計画（介入型）
JCOG0911：初発膠芽腫に対するインターフェロン -β＋テモゾロミド併用化学放射
線療法のランダム化第Ⅱ相試験 2010/9/27 承認 許可日 2015/3/31

一部修正 2010-077-2
スポーツ医学総合セン
ター 松本　秀男 東　宏一郎 臨床研究計画（非介入型）

前十字靱帯を損傷し再建を要するスポーツ愛好家におけるスポーツ復帰に向けた
心肺機能の評価 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

再審査 2010-080再 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
自己免疫疾患（主に全身性エリテマトーデス）の病態メカニズムの解明と治療手段
の開発 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

再審査 2010-081再
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 伊藤　裕 基礎研究計画 腎疾患患者からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する研究 2010/9/27 承認 許可日 2015/6/30

新規 2010-090 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 板野　理 臨床研究計画（介入型） 腹空鏡（補助）下膵体尾部切除および核出術の有用性に関する検討 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-091 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 板野　理 臨床研究計画（介入型）
腹腔鏡（補助）下肝切除（部分切除及び外側区域切除を除く）の有用性に関する検
討 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-102 放射線科学（診断) 栗林　幸夫 井上　政則 臨床研究計画（非介入型） 後腹膜腫瘤に対する経皮的CTガイド下針生検の有用性と安全性の検討 2010/9/27 承認 許可日 2011/12/30

新規 2010-103 血液浄化・透析センター 林　松彦 林　松彦 臨床研究計画（非介入型） 慢性透析患者の血管石灰化におよぼす薬剤の影響の観察研究 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31
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新規 2010-104 血液浄化・透析センター 林　松彦 林　松彦 臨床研究計画（非介入型） Calciphylaxis RegistryによるCalciphylaxis発症要因・予後の調査・研究 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-105 血液浄化・透析センター 林　松彦 林　松彦 臨床研究計画（非介入型）
慢性透析患者におけるワルファリン内服が臨床経過とcalciphilaxis発症におよぼす
影響の対象研究 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-106 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 神野 浩光 臨床研究計画（介入型）
乳がんにおける術前化学療法としてのS-1/docetaxel followed by FEC療法の第Ⅱ
相臨床試験 2010/9/27 承認 許可日 2012/7/31

新規 2010-107 内科学（消化器） 日比　紀文 山岸　由幸 臨床研究計画（介入型）
重症型アルコール性肝炎に対する顆粒球吸着療法（商品名：アダカラム）の有効性
と安全性 2010/9/27 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-108 泌尿器科学 大家　基嗣 宮嶋　哲 臨床研究計画（介入型）
高血圧を合併した表在性膀胱癌におけるAngiotensinⅡReceptor Blocker(ARB)の
治療効果の検討 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-109 歯科・口腔外科学 中川　種昭 莇生田　整治 臨床研究計画（介入型）
レボフロキサシン（クラビット錠）500mg-歯科・口腔外科領域における組織移行性
試験- 2010/9/27 承認 許可日 2011/3/31

新規 2010-110 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 竹内　裕也 臨床研究計画（介入型）
臨床病期Ⅱ/Ⅲ期（T4を除く）胸部食道がんに対する5-FU＋シスプラチンと放射線
同時併用療法による術前化学放射線療法の実施可能性試験 2010/9/27 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-111 小児科学 高橋　孝雄 長谷川　奉延 医療計画 パークロレイト放出試験（試験的臨床） 2010/9/27 承認 許可日

新規 2010-112 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 副島　研造 臨床研究計画（非介入型）
骨転移を有する非小細胞肺癌におけるゾレドロン酸の使用実態調査（TORG1017）
(多施設共同後ろ向き調査研究) 2010/9/27 承認 許可日 2010/12/31

新規 2010-113 リハビリテーション医学 里宇　明元 辻　哲也 臨床研究計画（非介入型）
下肢リンパ浮腫患者のリハビリテーションに関する研究　非接触3次元デジタイザを
用いた下肢体積測定法の妥当性および信頼性の検討 2010/9/27 承認 許可日 2012/10/31

新規 2010-114 耳鼻咽喉科学 小川　郁 神崎　晶 臨床研究計画（介入型） 抗生剤の組織移行に関する解析 2010/9/27 承認 許可日 2012/10/31

新規 2010-116 耳鼻咽喉科学 小川　郁 井上　泰宏 臨床研究計画（非介入型） ステロイド依存性感音難聴の新しい診断法と診断基準に関する検討 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-117 泌尿器科学 大家　基嗣 宮嶋　哲 臨床研究計画（介入型）
高血圧を合併した浸潤性尿路上皮癌患者におけるAngiotensin ⅡReceptor
Blocker(ARB)の治療効果の検討 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-118 整形外科学 戸山　芳昭 森岡　秀夫 臨床研究計画（介入型）
骨肉腫術後補助化学療法におけるIfosfamide併用の効果に関するランダム化比較
第Ⅲ相臨床試験 2010/9/27 承認 許可日 2026/9/30
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新規 2010-119 眼科学 坪田　一男 尾関　直毅 臨床研究計画（介入型） 角膜内皮移植術後の眼圧値の検討 2010/9/27 承認 許可日 2011/9/30

新規 2010-120 泌尿器科学 大家　基嗣 長田　浩彦 臨床研究計画（介入型）
高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法における補助ホルモン
治療の有効性に関する臨床研究 2010/9/27 承認 許可日

新規 2010-121 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 奥田　茂男 臨床研究計画（非介入型） MRIを用いた固形癌に対する放射線化学療法の効果予測法の研究 2010/9/27 承認 許可日 2014/10/31

新規 2010-122 衛生学公衆衛生学 戸山　芳昭 西脇　祐司
その他（パネルを用いた質問
票郵送調査） 筋骨格系の慢性疼痛に係わる調査研究 2010/9/27 承認 許可日 2011/3/31

新規 2010-123 耳鼻咽喉科学 小川　郁 齋藤　康一郎 基礎研究計画 下咽頭腫瘍の発癌・薬剤感受性・予後に関する遺伝子の解析 2010/9/27 承認 許可日 2011/3/31

新規 2010-124 麻酔学 武田　純三 中塚　逸央 臨床研究計画（介入型） 全身麻酔手術患者におけるスガマデクスの残存筋弛緩発生抑制についての研究 2010/9/27 承認 許可日 2011/4/30

新規 2010-125
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 田中　正巳 臨床研究計画（介入型）

DPP-IV 阻害薬による血糖管理に対する直接的レニン阻害薬アリスキレンの有用
性・安全性検討 2010/9/27 承認 許可日 2012/10/31

新規 2010-128 内科学（循環器） 福田　恵一 田村　雄一 臨床研究計画（介入型）
クロルヘキシジン含有パッチ貼付剤をもちいた皮下トンネル型中心静脈カテーテル
感染予防の介入研究 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-129 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 竹内　裕也 臨床研究計画

胃癌における循環癌細胞（CTC）の測定結果と奏功度との関係を評価する臨床研
究（承認番号16-105「消化器癌における末梢血中癌細胞検出に関する臨床研究」
の追加研究） 2010/9/27 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-130
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 田中　正巳 臨床研究計画（介入型）

2型糖尿病患者におけるアムロジピン・アトルバスタチン配合剤（カデュエット配合錠
Ⓡ）の血圧・脂質コントロールおよび酸化ストレスに対する臨床的検討 2010/9/27 承認 許可日 2011/10/31

新規 2010-131 内科学（循環器） 福田　恵一 家田　真樹 基礎研究計画 ヒト心臓繊維芽細胞から心筋細胞直接誘導法の確立 2010/9/27 承認 許可日 2015/8/31

新規 2010-132 内科学（血液） 岡本　真一郎 横山　健次 臨床研究計画（非介入型） チエノピリジン系薬剤の効果、副作用の個人差の検討 2010/9/27 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-133 内科学（神経） 鈴木　則宏 星野　晴彦 臨床研究計画（非介入型） 脳梗塞患者の抗血小板薬の反応性の検討 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-134 小児科学 高橋　孝雄 柳橋　達彦 臨床研究計画（介入型）
ウイリアムズ症候群に特異的な日本語学習パターンの同定、およびコンピューター
を使った日本語学習のトレーニング効果の検証 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

13/31



2010年度倫理委員会　承認課題一覧

区分 受付番号_Ｎｏ 申請部署 申請部門長 申請者 申請区分 課題名 審査年月日 結果 申請期間開始 申請期間終了

新規 2010-135 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 岩澤　聡子 その他（後ろ向き観察研究） 二酸化硫黄曝露と三宅島住民の5年間の受療行動 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-136 医化学 末松　誠 谷内江　綾子 基礎研究計画 ヒト赤血球メタボローム解析とシミュレーションによる輸血用血液保存法の改良 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-137 精神・神経科学 鹿島　晴雄 内田　裕之 臨床研究計画（非介入型） 抗精神病薬の代謝系副作用：30年転帰調査 2010/9/27 承認 許可日 2043/12/31

新規 2010-138 精神・神経科学 鹿島　晴雄 内田　裕之 臨床研究計画（非介入型） 統合失調症におけるクロザピン/N-デスメチル化クロザピン比と認知機能 2010/9/27 承認 許可日 2013/12/31

新規 2010-140 内科学（循環器） 福田　恵一 河村　朗夫 臨床研究計画 冠動脈ステント留置後の冠動脈攣縮（スパズム）予防のための研究 2010/9/27 承認 許可日 2011/10/31

新規 2010-141 内科学（老年） 広瀬　信義 広瀬　信義 臨床研究計画（非介入型） 健康長寿に対する心理学・医学要因の影響の検討 2010/9/27 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-142 内科学（老年） 広瀬　信義 広瀬　信義 臨床研究計画（非介入型）
主題：家族性高コレステロール血症に対する脂質低下療法の有効性および安全性
に関する調査　副題：FAME Forum 2010/9/27 承認 許可日 2015/12/31

新規 2010-143 臨床検査医学 村田　満 涌井　昌俊 基礎研究計画 質量分析イメージングを駆使したヒト腫瘍不均一性の検証 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-147 耳鼻咽喉科学 小川　郁 小川　郁 臨床研究計画（非介入型） THI-12(その他の質問票含む)日本語版の計量心理学的検証試験 2010/9/27 承認 許可日 2011/3/31

新規 2010-148 内科学（循環器） 福田　恵一 高月　誠司 臨床研究計画（非介入型）
J-Home CARE Ⅱ　本邦の心不全患者における胸郭インピーダンス測定を利用し
た体液状態モニタリング 2010/9/27 承認 許可日 2013/11/30

新規 2010-149 泌尿器科学 大家　基嗣 菊地　栄次 臨床研究計画（非介入型）
前立腺癌患者の諸症状のデータ解析とステロイドプロファイルの臨床的意義の検
討 2010/9/27 承認 許可日 2016/10/31

新規 2010-150 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型） 抗ARS抗体検出試薬の臨床的有用性の確認（多施設共同研究） 2010/9/27 承認 許可日 2011/8/31

新規 2010-151 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関する解析研
究 2010/9/27 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-152 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性に関連する遺伝
子の解析研究 2010/9/27 承認 許可日 2015/3/31
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新規 2010-153 内視鏡センター 緒方　晴彦 緒方　晴彦 臨床研究計画（介入型）
出血性胃十二指腸潰瘍に対する連発式クリップ装置を用いた内視鏡的クリップ止
血 2010/9/27 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-154 産婦人科学 吉村　泰典 田中　守 臨床研究計画（非介入型） 早産のゲノム疫学研究 2010/9/27 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-155 解剖学 相磯　貞和 笹部　潤平 臨床研究計画（非介入型） ヒト血清および尿中D-アミノ酸の生理的変化の検討 2010/9/27 承認 許可日 2011/3/31

新規 2010-156 外科学（脳神経) 吉田　一成 大平　貴之 臨床研究計画（非介入型） 脳機能画像を用いた頭部外傷後の高次脳機能の評価法の開発 2010/9/27 承認 許可日 2014/10/31

新規 2010-157 病理学 岡田　保典 廣瀬　茂道 基礎研究計画 ヒト生理的組織におけるADAM28の発現検討と機能解析 2010/9/27 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-158 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 臨床研究計画（非介入型） 白内障手術後裸眼視力に影響する因子の検討 2010/9/27 承認 許可日 2011/2/28

新規 2010-159 小児科学 高橋　孝雄 小崎　健次郎 臨床研究計画（非介入型） EEC症候群における有病率調査と実態調査 2010/9/27 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-160 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型） 慢性疾患患者のための栄養サポートシステムの有用性の検討（多施設共同研究） 2010/9/27 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-161 小児科学 高橋　孝雄 小崎　健次郎 臨床研究計画（非介入型） VATER症候群の臨床症状のスペクトラムの把握と有病率に関する調査 2010/9/27 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-162 外科学（一般・消化器）
外科学（一般・
消化器） 長谷川　博俊 臨床研究計画（介入型）

StageⅡ,Ⅲ　結腸・直腸癌完全切除例に対する術後補助化学療法としてのUFT/LV
療法のQOLに関する検討　-KODK8- 2010/9/27 承認 許可日 2018/6/30

新規 2010-163 熱帯医学・寄生虫学 竹内　勤 三浦　左千夫 基礎研究計画

中南米居住暦(在日ラテンアメリカ人及び日本人を含む6ヵ月以上の長期滞在者)の
ある献血者におけるシャーガス病感染の有無についての血清抗体検査とラテンア
メリカ人集住地域医療機関からのシャーガス病病原体Trypanosoma cruzi 抗体の
検討 2010/9/27 承認 許可日 2011/3/31

一部修正 20-16-14 生理学 岡野　栄之 岡野　栄之 基礎研究計画 神経疾患患者からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解析に関する研究 2010/9/27 承認 許可日 2013/6/30

一部修正 20-180-3 産婦人科学 青木　大輔 藤井　多久磨 臨床研究計画（非介入型）
子宮頸部腫瘍におけるヒトパピローマウイルス感染の関与と他のリスク因子との相
互作用 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

一部修正 20-180-3 産婦人科学 青木　大輔 藤井　多久磨 臨床研究計画（非介入型）
子宮頸部腫瘍におけるヒトパピローマウイルス感染の関与と他のリスク因子との相
互作用 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

15/31



2010年度倫理委員会　承認課題一覧

区分 受付番号_Ｎｏ 申請部署 申請部門長 申請者 申請区分 課題名 審査年月日 結果 申請期間開始 申請期間終了

再審査 20-213-2再 耳鼻咽喉科学 小川　郁 井上　泰宏 臨床研究計画（非介入型） 小児の心因性難聴における難聴認知機構の解明 2010/9/27 承認 許可日 2013/10/31

一部修正 20-215-4 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 長谷川　博俊 臨床研究計画
大腸癌術後の消化管機能異常に対する大建中湯(DKT:TJ-100）の臨床的効果（プ
ラセボを対照とした多施設二重盲検群間比較試験） 2010/9/27 承認 許可日 2011/6/30

一部修正 20-218-3 中央臨床検査部 村田　満 小林　芳夫 新たな敗血症診断技術、ディアグノセップ（仮称）に関する研究 2010/9/27 承認 許可日 2012/3/31

一部修正 13-43-4 保健管理センター 齊藤　郁夫 広瀬　寛 臨床研究計画（非介入型） 高血圧および糖尿病性臓器障害関連遺伝子の同定と創薬への応用 2010/10/25 承認 許可日 2021/3/31

再審査 2009-117再
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 脇野　修 臨床研究計画（介入型） 腎性インスリン抵抗性症候群に対するアルドステロンブロッカーの治療効果 2010/10/25 承認 許可日

再審査 2009-135再
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 脇野　修 臨床研究計画（介入型） 腎性インスリン抵抗性症候群に対するインスリン抵抗性改善薬の治療効果 2010/10/25 承認 許可日

一部修正 2009-173-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
関節リウマチに対する抗リウマチ薬および生物学的製剤の有効性予測に関する研
究 2010/10/25 承認 許可日 2013/11/30

一部修正 2009-187-2 産婦人科学 青木　大輔 進　伸幸 臨床研究計画（非介入）
異型腺細胞（AGC）という細胞診断患者の子宮頸部病変診断におけるCA-ⅠX，
p16，増殖性マーカーとヒトパピローマウイルス（HPV）による比較解析 2010/10/25 承認 許可日 2019/8/31

一部修正 2009-40-2 皮膚科学 天谷　雅行 天谷　雅行 医療計画
ステロイド治療抵抗性の天疱瘡患者および類天疱瘡患者、後天性表皮水泡症患
者を対象としたRituximabの効果・安全性の探索的研究 2010/10/25 承認 許可日 2011/10/31

一部修正 2009-75-5 放射線診断科 栗林　幸夫 陣崎　雅弘 臨床研究計画（非介入型） 320列ＣＴを用いた冠動脈形態と心筋血流の評価に関する国際多施設共同研究 2010/10/25 承認 許可日

新規 2010-055 内科学（循環器） 福田　恵一 高橋　賢至 臨床研究計画
ACS患者におけるクロピドグレル粉砕内服によるローディングの血小板機能に与え
る影響の評価研究 2010/10/25 承認 許可日 2012/10/31

一部修正 2010-096-2 臨床検査医学 村田　満 菊池　春人 臨床研究計画（非介入型） AQT90FLEX用心筋トロポニンT測定試薬TnTAQTテストキットの評価 2010/10/25 承認 許可日 2011/11/30

再審査 2010-099再 生理学 柚﨑　通介 幸田　和久 臨床研究計画（非介入型） 精神疾患（統合失調症、自閉症）の発症にか関わる関連遺伝子の探索と解析 2010/10/25 承認 許可日 2013/8/31

新規 2010-139 内科学（循環器） 福田　恵一 河村　朗夫 臨床研究計画（介入型） 網膜疾患患者を対象とした冠動脈疾患のスクリーニングプログラム 2010/10/25 承認 許可日 2013/10/31
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新規 2010-164 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 神野　浩光 臨床研究計画（介入型） ホルモン感受性乳がんにおける術前短期内分泌療法の臨床試験 2010/10/25 承認 許可日 2022/8/31

新規 2010-165 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 神野　浩光 臨床研究計画（介入型）
閉経前乳がんに対する抗エストロゲン剤とLH-RHアゴニストによる術前内分泌療法
の第Ⅱ相試験 2010/10/25 承認 許可日 2022/9/30

新規 2010-166 内科学（循環器） 福田　恵一 佐藤　俊明 臨床研究計画（非介入型）
わが国における植え込み型除細動器と心臓再同期療法の植込み状況および作動
頻度などに関する調査（NIPPON storm） 2010/10/25 承認 許可日 2014/12/31

新規 2010-167 内科学（循環器） 福田　恵一 佐藤　俊明 臨床研究計画（非介入型）
Multidetector-row Computed Tomography(MDCT)により構築された新しいPost-
processing imageによる心臓冠静脈洞の解剖学的特徴に関する検討 2010/10/25 承認 許可日 2011/4/30

新規 2010-168 外科学（呼吸器） 野守　裕明 泉　陽太郎 臨床研究計画（介入型）
EGFR遺伝子変異を有するcN2,cStage IILA肺腺癌症例に対するゲフィチニブを用
いた術前補助化学療法の第1～2相臨床試験 2010/10/25 承認 許可日 2012/11/30

新規 2010-169 内科学（循環器） 福田　恵一 福田　恵一 基礎研究計画 iPS細胞を用いた免疫機能の評価とそれを用いた疾患解析に関する研究 2010/10/25 承認 許可日 2013/10/31

新規 2010-170 外科学（呼吸器） 野守　裕明 泉　陽太郎 臨床研究計画（介入型）
肺癌における組織低酸素イメージング－（18F）FAZA　PET/CT　所見と病理組織所
見の比較検討 2010/10/25 承認 許可日 2012/11/30

新規 2010-171 内科学（循環器） 福田　恵一 高月　誠司 臨床研究計画（非介入型） 肥大型心筋症における不整脈発症に関する研究 2010/10/25 承認 許可日 2013/11/30

新規 2010-173 産婦人科学 青木　大輔 津田　浩史 臨床研究計画（介入型）
再発卵巣がんに対するイリノテカン塩酸塩水和物（イリノテカン）＋リポソーム化ド
キソルビシン併用療法の推奨投与量に関する検討（第Ⅰ相試験） 2010/10/25 承認 許可日 2011/10/31

新規 2010-174 外科学（脳神経) 吉田　一成 堀口　崇 臨床研究計画（非介入型） 脳神経外科手術におけるICGを用いた術中蛍光血管撮影の有用性の検討 2010/10/25 承認 許可日 2011/1/31

新規 2010-175
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 税所　芳史 臨床研究計画（介入型） 2型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬とインスリンとの併用効果についての検討 2010/10/25 承認 2010/12/01 2013/3/31

新規 2010-176 中央臨床検査部 村田　満 小林　芳夫 基礎研究計画 血液由来臨床分離菌に対するメロペネムの抗菌力の検討 2010/10/25 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-177 臨床検査医学 村田　満 三ツ橋　雄之 臨床研究計画（非介入型） 自動血液分析装置および試薬の性能評価 2010/10/25 承認 許可日 2015/10/31

新規 2010-180
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 入江　潤一郎 臨床研究計画（介入型） レプチン補充療法導入後の脂肪萎縮症患者を対象とした長期安全性臨床試験 2010/10/25 承認 許可日 2014/6/30
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新規 2010-181 病院看護部 鎮目　美代子 細井　恵子
その他（病院看護職員を対象
とした研究計画（一部介入型）

「看護職キャリアシステム構築～ジェネラリスト・ナースの発達モデル～」の事業評
価 2010/10/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-182 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 医療計画 Add-On レンズを用いた屈折矯正手術 2010/10/25 承認 許可日 2012/11/30

新規 2010-183 小児科学 高橋　孝雄 小崎　健次郎
その他（患者家族会あてアン
ケート調査）

Rubinsｔein-Taybi 症候群の心理・行動面に関する患者家族会の会員あてアンケー
ト調査 2010/10/25 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-184 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（介入型）

関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ 40mgまたは80mg とメソトレキサート併
用における有効性および安全性の検討（埼玉医科大学総合医療センターとの共同
研究） 2010/10/25 承認 許可日 2011/11/30

新規 2010-185 救急医学 堀　進悟 林田　敬 臨床研究計画（非介入型） 誤嚥性肺炎に対するシベレスタットナトリウム早期投与の効果の検討 2010/10/25 承認 許可日 2013/11/30

新規 2010-186 内科学（血液） 岡本　真一郎 岡本　真一郎 臨床研究計画（介入型）
チロシンキナーゼ阻害剤による分子遺伝学的寛解達成後のチロシンキナーゼ阻害
剤投与中止に関する検討 2010/10/25 承認 許可日 2015/11/30

新規 2010-187 内科学(循環器) 福田　恵一 茂木　聡 臨床研究計画（非介入型）
慢性心不全患者を対象としたAdaptive-Servo Ventilaｔor(ASV)に関するレトロスペ
クティブコホート研究（SAVIOR-R） 2010/10/25 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-188 臨床検査医学 村田　満 菊池　春人 臨床研究計画（非介入型） ビトロスHbA1c測定値の標準法との整合性評価 2010/10/25 承認 許可日 2011/11/30

新規 2010-189 救急医学 堀　進悟 藤島　清太郎 臨床研究計画（非介入型） 入院患者の合併感染症発生状況の観察研究 2010/10/25 承認 2010/10/31 2013/12/31

一部修正 18-91-10 耳鼻咽喉科学 小川　郁 齋藤　康一郎 基礎研究計画
喉頭腫瘍関連遺伝子の解析ならびに個々の患者の遺伝的背景の診断法への応
用 2010/11/22 承認 許可日 2020/12/31

一部修正 2009-8-3 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 浅野　浩一郎 臨床研究計画 日本人の慢性閉塞性肺疾患とその併存症に関する調査研究 2010/11/22 承認 許可日 2015/12/31

一部修正 2009-9-3 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 浅野　浩一郎 臨床研究計画 日本人重症喘息患者に関する調査研究 2010/11/22 承認 許可日 2015/12/31

新規 2010-079 外科学（呼吸器） 野守　裕明 泉　陽太郎 臨床研究計画（介入型）
切除可能胸壁浸潤肺がんに対するConcurrent Chemoradiotherapyと外科切除によ
る集学的治療の安全性と有効性の検討 2010/11/22 承認 許可日 2013/8/31

一部修正 2010-133-2

ノバルティスファーマ脳
血管障害予防医学寄附
講座 鈴木 則宏 星野　晴彦 臨床研究計画（非介入型） 脳梗塞患者の抗血小板薬の反応性の検討 2010/11/22 承認 許可日 2012/3/31
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新規 2010-172
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 田中　正巳 臨床研究計画（介入型） 2型糖尿病患者における交感神経および糖代謝に対するシルニジピンの効果 2010/11/22 承認 許可日 2012/11/30

新規 2010-178 泌尿器科学 大家　基嗣 長田　浩彦 臨床研究計画（介入型）
前立腺癌小線源療法後の下部尿路症状に対する酒石酸トルテロジンの有用性の
検討 2010/11/22 承認 許可日 2012/9/30

新規 2010-190 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）
IFN-α療法が困難なC型慢性肝炎患者に対するIFN-β+リバビリン併用療法の有
用性の検討（多施設共同研究） 2010/11/22 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-191 眼科学 坪田　一男 川北　哲也 臨床研究計画 重症ドライアイ患者を対象としたピロカルピン塩酸塩内服効果の検討 2010/11/22 承認 許可日 2011/12/29

新規 2010-192 外科学（呼吸器） 野守　裕明 野守　裕明 臨床研究計画（非介入型） 外科（呼吸器）の呼吸器・縦隔・胸壁疾患患者の予後調査 2010/11/22 承認 許可日 2020/12/31

新規 2010-194 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 朝倉　敬子 臨床研究計画（非介入型） 妊娠時の温水洗浄便座の使用と膣内細菌叢の変化に関する研究 2010/11/22 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-195

ノバルティスファーマ脳
血管障害予防医学寄附
講座 鈴木 則宏 星野　晴彦 臨床研究計画（非介入型） BAD Prospective Registry 研究 2010/11/22 承認 2011/04/01 2012/3/31

新規 2010-196
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 田中　正巳 臨床研究計画（非介入型） 糖尿病患者の骨折リスク調査 2010/11/22 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-197 外科学（小児） 森川　康英 富田　紘史 臨床研究計画（介入型） ABO血液型マイナー不適合骨髄移植におけるB細胞免疫寛容のメカニズムの解明 2010/11/22 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-198 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 竹内　裕也 臨床研究計画（非介入型） 食道癌術後せん妄の発生頻度とその誘因因子に関する調査 2010/11/22 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-199 眼科学 坪田　一男 太田　優 臨床研究計画（介入型） VDT作業におけるVDT作業内容と瞬目回数の相関に関する研究 2010/11/22 承認 許可日 2011/6/30

新規 2010-200 眼科学 坪田　一男 出田　真二 臨床研究計画（介入型） 顔認識ソフトを用いた眼瞼下垂手術前後における見た目年齢の検討 2010/11/22 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-201 耳鼻咽喉科学 小川　郁 齋藤　秀行 臨床研究計画（介入型）
アレルギー性鼻炎を合併する睡眠時無呼吸症候群患者に対する鼻炎治療薬を用
いた持続陽圧療法の改善の検討 2010/11/22 承認 許可日 2013/12/31

新規 2010-202 精神・神経科学 鹿島　晴雄 前田　貴記 臨床研究計画（非介入型）
認知機能検査（sense of agency task (Keio Mthod)）による精神疾患の診断および
治療効果判定の研究 2010/11/22 承認 許可日
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新規 2010-203 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 その他(特定使用成績調査)
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL 　特定使用成績調査　～関節破壊進展防止試
験（M06-859）追跡調査～ 2010/11/22 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-204 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
自己免疫疾患(主に全身性エリテマトーデス）患者試料を用いた遺伝子発現情報の
解析と病態生理的意義の解明 2010/11/22 承認 許可日 2013/12/31

一部修正 17-55-4 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）
健常者・患者血清を用いた、非アルコール性脂肪肝・脂肪肝炎診断マーカー分子
の探索 2010/12/27 承認 2006/01/12 2012/1/11

一部修正 2010-051-2 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画（介入型）
機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性・安全性の科学的エビデンスを
創出するための二重盲検無作為化プラセボ対象比較試験 2010/12/27 承認 2011/02/01 2013/1/31

再審査 2010-086再 救急医学 堀　進悟 鈴木　昌

その他（ヒトを対象とした入浴
中の生理応答についての計
測） 入浴時の人体生理応答を再現する数値解析モデルの開発 2010/12/27 承認

再審査 2010-144再 漢方医学センター 渡辺　賢治 渡辺　賢治 臨床研究計画（非介入型） 漢方の特性を利用したエビデンス創出と適正使用支援システムの構築 2010/12/27 承認 許可日 2013/12/31

再審査 2010-145再 漢方医学センター 渡辺　賢治 今津　嘉宏 臨床研究計画（非介入型） 日本人のための体質診断アンケートの開発：翻訳と信頼性と妥当性の分析 2010/12/27 承認 許可日 2012/3/31

再審査 2010-146再 漢方医学センター 渡辺　賢治 今津　嘉宏 臨床研究計画（非介入型） 四象体質による、日本人の患者の病症と処方の研究 2010/12/27 承認 許可日 2012/3/31

一部修正 2010-154-2 産婦人科学 吉村　泰典 田中　守 臨床研究計画（非介入型） 早産のゲノム疫学研究 2010/12/27 承認 許可日 2015/3/31

再審査 2010-193再 感染制御センター 岩田　敏 長谷川　直樹 臨床研究計画（介入型） 硫酸アルベカシンの気道上皮被覆液中薬物動態の検討 2010/12/27 承認 許可日 2012/11/30

再審査 2010-205再 臨床検査医学 村田　満 三ツ橋　雄之 臨床研究計画（非介入型） 新規多項目自動血球分析装置の評価と検証 2010/12/27 承認 許可日 2016/1/31

新規 2010-209 整形外科学 千葉　一裕 千葉　一裕 臨床研究計画（非介入型）
日本整形外科学会頚部脊髄症評価質問票JOACMEQの健常者基準値作成のた
めの調査 2010/12/27 承認 許可日 2011/7/31

新規 2010-210 内科学（血液） 岡本　真一郎 岡本　真一郎 基礎研究計画
チロシンキナーゼ阻害剤による治療を受けている慢性骨髄性白血病患者の病態の
免疫学的解析 2010/12/27 承認 許可日 2016/1/31

新規 2010-211 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 奥田　茂男 臨床研究計画（非介入型） 心臓MRIで計測した心機能と肺高血圧症の予後に関する検討 2010/12/27 承認 許可日 2011/12/31
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新規 2010-212 外科学(一般・消化器) 北川　雄光 長谷川　博俊 臨床研究計画（介入型）

イリノテカン塩酸塩（CPT-11）既治療　進行再発大腸癌患者に対する2次治療とし
てのベバシズマブ（BV）　併用XELOX療法　有効性とバイオマーカーの検討　多施
設共同　第Ⅱ相臨床試験 2010/12/27 承認 許可日 2014/1/31

新規 2010-213 外科学(一般・消化器) 北川　雄光 長谷川　博俊 臨床研究計画（介入型）
StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
mFOLFOX6療法の認容性に関する検討 2010/12/27 承認 許可日 2013/10/31

新規 2010-214 眼科学 坪田　一男 尾関　直毅 臨床研究計画（非介入型）
繊維柱帯切除術後浅前房の発症率、危険因子、術後眼圧に与える影響ならびに
治療効果に関する後ろ向き研究 2010/12/27 承認 許可日

新規 2010-215 内科学(循環器) 福田　恵一 茂木　聡 臨床研究計画（介入型）
DPP-4阻害薬による積極的血糖コントロールが冠動脈プラークに与える効果の検
証 2010/12/27 承認 許可日 2013/1/31

新規 2010-216 臨床検査医学 村田　満 菊池　春人 臨床研究計画（非介入型）
前立腺特異抗原（PSA）測定用ラテックス疑集反応試薬LZテスト”栄研”PSAの性能
評価 2010/12/27 承認 許可日 2013/1/31

新規 2010-217 内視鏡センター 日比　紀文 細江　直樹 臨床研究計画（介入型） 大腸内視鏡検査における、専用検査食使用による腸管洗浄液減量の検討 2010/12/27 承認 許可日 2012/1/31

新規 2010-218 外科学（脳神経) 吉田　一成 戸田　正博 臨床研究計画（介入型）
進行あるいは再発神経膠芽腫に対する腫瘍新生血管関連遺伝子VEGFR1および
VEGFR2ペプチドを用いたがんワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 2010/12/27 承認 許可日 2014/1/31

新規 2010-219 ストレス・マネジメント室 相磯　貞和 大野　裕
その他（健常者への健康支
援） 認知行動療法に基づく職域でのメンタルヘルス教育プログラムの効果検討 2010/12/27 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-220 精神・神経科学 鹿島　晴雄 冨田　真幸 臨床研究計画（介入型） 軽症うつ病およびうつ状態に対する運動療法の効果 2010/12/27 承認 許可日 2016/1/31

新規 2010-221 内視鏡センター 日比　紀文 細江　直樹 臨床研究計画（介入型） 大腸用カプセル内視鏡による潰瘍性大腸炎患者の病勢評価 2010/12/27 承認 許可日 2012/1/31

新規 2010-222 歯科・口腔外科学 中川　種昭 中川　種昭 臨床研究計画（非介入） 歯周炎に対するFGF-2投与の長期効果及び安全性の検討 2010/12/27 承認 許可日 2011/3/31

新規 2010-224 臨床検査医学 村田　満 三ツ橋　雄之 臨床研究計画（非介入型） 日常検査導入を目的とした血液凝固検査試薬の評価と検証 2010/12/27 承認 許可日 2016/1/31

新規 2010-226 精神・神経科学 鹿島　晴雄 内田　裕之 臨床研究計画（非介入型） 境界性パーソナリティ障害における学習と感情制御 2010/12/27 承認 許可日 2013/12/31

新規 2010-227
アクリオン寄附講座先
進肺高血圧治療講座 福田　恵一 田村　雄一 臨床研究計画（非介入型） 肺高血圧症の治療法を比較検討する国際共同前向き症例登録研究 2010/12/27 承認 許可日 2014/3/31
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一部修正 20-158-6 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画（介入型）

機能性ディスペプシアに対するランソプラゾールとプラセボの多施設共同無作為化
二重盲検比較試験  ELF study(Efficacy of Lansoprazole in patients with
Functional dyspepsia) 2010/12/27 承認 2009/12/01 2011/11/30

一部修正 2009-247-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型） 関節リウマチ組織における抗α9抗体の作用解析 2011/1/31 承認 2010/03/05 2012/3/31

一部修正 2010-095-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（介入型）
オリオン研究　Oriencia Remission Induction and　Outcome Navigation (ORION)
Study　「アバタセプト治療による関節リウマチ寛解維持に関する観察研究」 2011/1/31 承認 2010/09/01 2012/1/31

一部修正 2010-133-3 内科学（神経） 鈴木　則宏 山田　哲 臨床研究計画（非介入型） 脳梗塞患者の抗血小板薬の反応性の検討 2011/1/31 承認 許可日 2012/3/31

一部修正 2010-142-2 内科学（老年） 広瀬　信義 広瀬　信義 臨床研究計画（非介入型）
主題：家族性高コレステロール血症に対する脂質低下療法の有効性および安全性
に関する調査　副題：FAME Forum 2011/1/31 承認 2009/09/30 2011/12/31

一部修正 2010-203-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 その他(特定使用成績調査)
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL 　特定使用成績調査　～関節破壊進展防止試
験（M06-859）追跡調査～ 2011/1/31 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-232 整形外科学 千葉　一裕 宮本　健史 臨床研究計画（非介入型） 骨粗鬆症における疾患発症機構解明のための観察研究 2011/1/31 承認 許可日 2016/2/28

新規 2010-234 小児科 岩田　敏 新庄　正宜 臨床研究計画（非介入型） 院内で分離された、クリンダマイシン耐性黄色ブドウ球菌の出現頻度に関する研究 2011/1/31 承認 許可日 2016/2/28

新規 2010-235 精神・神経科学 鹿島　晴雄 加藤　元一郎 臨床研究計画（介入型） 統合失調症患者における非定型抗精神病薬の認知機能改善効果の検討 2011/1/31 承認 2011/01/01 2013/12/31

新規 2010-236 小児科学 高橋　孝雄 粟津　緑 その他（使用実態調査） 本邦小児における降圧薬使用実態調査 2011/1/31 承認 2010/12/01 2011/6/30

新規 2010-237 産婦人科学 青木　大輔 岩田　卓 臨床研究計画（介入型）
子宮・卵巣摘出術後に生じた排尿障害に対する塩酸プロピベリンの有用性に関す
る検討 2011/1/31 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-239 整形外科学 千葉　一裕 細金　直文 臨床研究計画（非介入型） 腰部脊柱管狭窄診断サポートツールの有用性の検討－多施設共同横断研究－ 2011/1/31 承認 許可日 2012/12/31

新規 2010-240 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 神野　浩光 臨床研究計画（介入型）
HER2過剰発現乳がんに対するトラスツズマブとnab-パクリタキセルによる術前化
学療法の第Ⅱ相試験 2011/1/31 承認 2011/01/01 2022/12/31

新規 2010-241 外科学（心臓血管） 四津　良平 饗庭　了 臨床研究計画（非介入型）
日本先天性心臓血管外科手術データベース（Japan Congenital Cardiovascular
Surgery Databese,JCCVSD）への参加に関して 2011/1/31 承認 許可日
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新規 2010-243 リハビリテーション医学 里宇　明元 長谷　公隆 臨床研究計画（非介入型） 思春期特発性側弯症患者における脊椎矯正固定術後立位不安定性の要因 2011/1/31 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-244
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 田中　正巳 臨床研究計画（介入型）

DPP-4阻害薬とα-グルコシダーゼ阻害薬の併用療法が酸化ストレス、炎症マー
カーに及ぼす影響の検討－アログリプチンとアカルボース、ボグリボース併用療法
の比較－ 2011/1/31 承認 許可日 2016/2/28

新規 2010-245 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 才川　義朗 臨床研究計画（介入型）

開腹下胃全摘術施行後の消化管機能異常に対する大建中湯（DKT：TJ-100）の臨
床的効果　～予防的効果に関する探索的検討～（プラセボを対象とした多施設二
重盲検群間比較試験） 2011/1/31 承認 許可日 2013/1/31

新規 2010-246 放射線診断科 栗林　幸夫 谷本　伸弘 臨床研究計画（非介入型） Gd-EOB-DTPAを用いたMRIにおける画像アーチファクト軽減条件の検討 2011/1/31 承認 2008/02/01 2008/10/31

新規 2010-247
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 田中　正巳 臨床研究計画（介入型）

糖尿病網膜合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによるLDL-C低
下療法（通常治療/強化治療）の比較研究（EMPATHY） 2011/1/31 承認 許可日 2014/10/31

新規 2010-248 内科学(循環器) 福田　恵一 佐野　元昭 臨床研究計画（非介入型） 心肥大が疑われる患者に対するファブリー病のスクリーニング 2011/1/31 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-250 放射線診断科 栗林　幸夫 陣崎　雅弘 臨床研究計画（非介入型） 冠動脈CTによる冠動脈狭窄診断能の検討 2011/1/31 承認

新規 2010-251 耳鼻咽喉科学 小川　郁 神崎　晶 臨床研究計画（介入型）
慢性めまい患者に対するVertiguardⓇ（リハビリ補助機器）を用いた個人リハビリ
テーションの有効性の検討 2011/1/31 承認 許可日 2013/2/28

新規 2010-252 耳鼻咽喉科学 小川　郁 神崎　晶 臨床研究計画（非介入型）
加齢性難聴に対するQOLと酸化ストレスを指標とした個別化治療の開発に関する
研究～補聴器装用による聴覚コミュニケーション環境改善因子の検討～ 2011/1/31 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-253 睡眠医学研究寄附講座 浅野　浩一郎 福永　興壱 臨床研究計画（介入型） 潜在的睡眠時無呼吸症候群に関する調査研究 2011/1/31 承認 許可日 2013/2/28

新規 2010-254 救急医学 堀　進悟 佐藤　幸男 臨床研究計画（非介入型） わが国の救急気道管理に関する多施設前向き観察研究 2011/1/31 承認 許可日 2012/5/31

新規 2010-255 泌尿器科学 大家　基嗣 中川　健 臨床研究計画（介入型） 腹腔鏡手術における3Dモニターの有用性に関する多施設共同研究 2011/1/31 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-256 内科学(老年） 広瀬　信義 新井　康通 臨床研究計画（非介入型） 我が国の高HDL血症の遺伝的基盤と心血管病や寿命との関連に関する研究 2011/1/31 承認 許可日 2016/3/31

新規 2010-257 眼科学 坪田　一男 小澤　洋子 臨床研究計画（非介入型）
糖尿病による網膜神経障害、涙液分泌異常の視機能に及ぼす影響および全身因
子の関与の解析 2011/1/31 承認 許可日
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新規 2010-258 先端研（細胞） 河上　裕 河上　裕 基礎研究計画
がん微小環境のがん進展促進的病態の解明と新規標的分子同定によるがん診
断・治療法の開発 2011/1/31 承認 許可日 2016/2/28

新規 2010-259 熱帯医学・寄生虫学 竹内　勤 齋藤　智也 臨床研究計画（非介入型） 伊豆大島におけるインフルエンザ抗体保有状況の研究 2011/1/31 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-260
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 目黒　周 臨床研究計画（非介入型） 臨床研究のための糖尿病臨床データベース 2011/1/31 承認

一部修正 20-205-6 内科学（消化器） 日比　紀文 樋口　肇 臨床研究計画（介入型）
切除不能大腸癌に対する5-FU/1-LV/oxaliplatin(FOLFOX)+bevacizumabとTS-
1/oxaliplatin(SOX)+bevacizumabとのランダム化比較第Ⅲ相試験 2011/1/31 承認 許可日 2013/9/30

一部修正 18-31-7 内科学（神経） 鈴木　則宏 伊藤　義彰 臨床研究計画

症候性頭蓋内狭窄病変に対する抗血小板薬の進展抑制効果に対する研究
Cilostazol-Aspirin Therapy Against Reccurent Stroke with Intracranial artery
Stenosis(CATHARSIS) 2011/2/25 承認

一部修正 19-88-5 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（介入型）
Ｃ型慢性肝疾患患者に対する分岐鎖アミノ酸(BCAA)顆粒製剤長期投与の臨床効
果についての検討 2011/2/25 承認 許可日

一部修正 2009-122-3 産婦人科学 青木　大輔 野村　弘行 臨床研究計画（介入型）
再発卵巣がんに対するリポソーム化ドキソルビシンとカルボプラチン併用療法に関
する第Ⅱ相臨床試験 2011/2/25 承認 2009/08/01 2011/7/31

一部修正 2009-173-5 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）
関節リウマチに対する抗リウマチ薬および生物学的製剤の有効性予測に関する研
究 2011/2/25 承認 許可日

一部修正 2009-29-3 外科学（脳神経) 吉田　一成 吉田　一成 臨床研究計画（介入型）
転移性脳腫瘍に対する、腫瘍摘出術+全脳照射と腫瘍摘出術+Salvage Radiation
Ｔherapyとのランダム化比較試験（JCOG0504） 2011/2/25 承認 許可日 2019/7/31

一部修正 2009-66-2 皮膚科学 天谷　雅行 山上　淳 臨床研究計画（非介入型） 天疱瘡における遺伝的背景の検索 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

一部修正 2009-70-2 内科学（消化器） 日比　紀文 井上　詠 臨床研究計画（介入型）
潰瘍性大腸炎長期経過例へのサーベイランスシステムの確立―Target biopsyと
Step biopsyの有用性に関する比較検討 2011/2/25 承認 許可日 2012/12/31

一部修正 2010-026-2 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）
C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン・リバビリン併用療法における治療効果
の検討（多施設共同研究） 2011/2/25 承認 許可日 2015/3/31

一部修正 2010-060-3 内科学（消化器） 日比　紀文 日比　紀文 その他（変更申請）
大腸腫瘍に対する内視鏡的大腸粘膜下層剥離術および有効性と安全性に関する
多施設共同研究（前向きコホート研究） 2011/2/25 承認 許可日 2012/3/31

一部修正
2010-080再
-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 竹内　勤 臨床研究計画（非介入型）

自己免疫疾患（主に全身性エリテマトーデス）の病態メカニズムの解明と治療手段
の開発 2011/2/25 承認 許可日
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一部修正 2010-123-2 耳鼻咽喉科学 小川　郁 齋藤　康一郎 基礎研究計画 下咽頭腫瘍の発癌・薬剤感受性・予後に関連する遺伝子の解析 2011/2/25 承認 許可日 2011/6/30

一部修正 2010-195-2

ノバルティスファーマ脳
血管障害予防医学寄附
講座 鈴木　則宏 小泉　健三 臨床研究計画（非介入型） BAD Prospective Registry 研究 2011/2/25 承認 2011/04/01 2013/3/31

新規 2010-206
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 脇野　修 臨床研究計画（介入型） 動脈硬化性腎障害を対象とした脂質強化療法後の腎血流に対する治療効果 2011/2/25 承認 許可日

新規 2010-207
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 脇野　修 臨床研究計画（介入型）

動脈硬化性腎障害を対象としたアンジオテンシン受容体拮抗薬の腎血流に対する
治療効果 2011/2/25 承認 許可日

再審査 2010-225再 皮膚科学 天谷　雅行 永尾　圭介 臨床研究計画（非介入型） カルバマゼピンまたはアロプリノールによる薬疹の遺伝子多型解析 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-261 産婦人科学 青木　大輔 津田　浩史 基礎研究計画
ゲノムワイドスクリーニング法を用いた卵巣がんおよび子宮体がん関連遺伝子の
探索およびゲノム情報に基づいた個別化治療法の確立 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-262 産婦人科学 青木　大輔 津田　浩史 基礎研究計画 婦人科悪性腫瘍を早期に発見するための診断用血清バイオマーカーの探索 2011/2/25 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-263 小児科学 高橋　孝雄 長谷川　奉延 基礎研究計画 家族性先天性甲状腺機能低下症の原因遺伝子同定に関する研究 2011/2/25 承認 許可日 2015/3/31

新規 2010-264 救急医学 堀　進悟 林田　敬 臨床研究計画（非介入型）
院外心肺停止患者における近赤外線による無浸襲脳局所酸素飽和度
（rSO2;Regional Cerebral Oxygen Saturation)測定の有用性に関する研究 2011/2/25 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-265 内科学（リウマチ） 竹内　勤 桑名　正隆 基礎研究計画 免疫性血小板減少症（ITP）におけるゲノム解析 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-266 整形外科学 千葉　一裕 二木　康夫 臨床研究計画（非介入型） MRIを用いた膝前十字靱帯再建術後の移植腱の質的評価に関する研究 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-267 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）

日本人原発性胆汁性肝硬変の発症・進展に関わる遺伝因子の網羅的遺伝子解析
（Genome-wide association study:GWAS）(厚生労働科学研究費補助金・難治性疾
患克服研究事業「難治性の肝疾患に関する調査研究班」所属施設を含む多施設
共同研究) 2011/2/25 承認 許可日 2012/3/31

新規 2010-268 生理学 岡野　栄之 西本　祥仁 基礎研究計画
孤発性筋萎縮性側索硬化症（ALS）におけるヒト運動神経細胞　特異的変化に関す
る研究 2011/2/25 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-269 内科学（消化器） 日比　紀文 久松　理一 臨床研究計画（非介入型）

厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸疾患の
ゲノムおよびエピゲノム解析による病因・病態・治療抵抗性の機序の解明」-エピゲ
ノム解析による治療抵抗性制御の解明- 2011/2/25 承認 2011/03/01 2015/3/31
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新規 2010-270 放射線診断科 栗林　幸夫 陣崎　雅弘 臨床研究計画（非介入型） 超低線量CTの胸部病変の診断能に関する検討 2011/2/25 承認 許可日 2012/12/1

新規 2010-271 皮膚科学 天谷　雅行 海老原　全 臨床研究計画（介入型）
慢性突発性蕁麻疹患者の第2世代抗ヒスタミン薬の効果不十分例における治療法
の検討 2011/2/25 承認 2011/02/01 2012/8/31

新規 2010-272 内科学（消化器） 日比　紀文 海老沼　浩利 臨床研究計画（非介入型）

自己免疫性肝炎の発症・進展に関わる遺伝因子の網羅的遺伝子解析（Genome-
wide association study:GWAS）(厚生労働科学研究費補助金・難治性疾患克服研
究事業「難治性の肝疾患に関する調査研究班」多施設共同研究 2011/2/25 承認 許可日 2012/10/31

新規 2010-273
ノバルティスファーマ寄
附講座 岡本　真一郎 加藤　淳 臨床研究計画（非介入型） 成人同種造血幹細胞移植体験者の心理的適応尺度の開発 2011/2/25 承認 許可日 2012/9/30

新規 2010-274 内科学（消化器） 日比　紀文 久松　理一 臨床研究計画（介入型） クローン病に対するアダリムマブと免疫調節薬併用の研究 2011/2/25 承認 許可日 2014/12/31

新規 2010-275
東京電力先端医療科学
環境予防医学寄附講座 末松　誠 本間　聡起 臨床研究計画（介入型）

通信技術を用いた住民の日常的な健康指標モニタリングと住宅環境の親和性に関
する研究 2011/2/25 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-276 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 和田　則仁 臨床研究計画（非介入型） 日本国内の消化管間質腫瘍（GIST）患者における観察研究 2011/2/25 承認 許可日 2013/12/31

新規 2010-277 内科学（血液） 岡本　真一郎 岡本　真一郎 臨床研究計画（介入型）

リツキシマブを含む1から2レジメンまでの前治療が施行された再発又は難治性の
低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫の患者を対象とし
たB-R（ベンダムスチン、リツキシマブ）併用療法の安全性と有効性の検討 2011/2/25 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-278 小児科学 高橋　孝雄 嶋田　博之 臨床研究計画（非介入型） 小児慢性骨髄性白血病の臨床像に関する疫学調査　JPLSG　CML11 2011/2/25 承認 許可日 2012/2/15

新規 2010-279 泌尿器科学 大家　基嗣 菊地　栄次 臨床研究計画（非介入型） 心血管病変と排尿および性機能に関する症状との関連性についての検討 2011/2/25 承認 許可日 2019/3/31

新規 2010-280 泌尿器科学 大家　基嗣 菊地　栄次 臨床研究計画（非介入型）
筋層非浸潤性膀胱癌における膀胱内再発及び腫瘍進展ノモグラム作成のための
国際間多施設共同研究への参加 2011/2/25 承認 許可日

新規 2010-281 内科学(循環器) 福田　恵一 茂木　聡 臨床研究計画（介入型） 糖尿病治療薬による心機能改善効果：新規心臓超音波技術を用いた検討 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-282 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 和田　則仁 臨床研究計画（非介入型） 経腟ポートを併用した腹腔鏡手術の臨床研究 2011/2/25 承認 許可日 2017/12/31

新規 2010-283 外科学（心臓血管） 四津　良平 志水　秀行 臨床研究計画（非介入型）
急性大動脈解離に関する全国規模登録　Japanese registry of acute  aortic
dissection(JRAD) 2011/2/25 承認 許可日 2012/12/31
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新規 2010-284 眼科学 坪田　一男 鳥居　秀成 臨床研究計画（介入型） 近視進行予防メガネの多施設共同二重盲検ランダム化比較試験 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-289 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究５（Duchenne型筋ジストロフィー１） 症例：ジストロ
フィン遺伝子エクソン12-29欠失 2011/2/25 承認 許可日

新規 2010-290 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究６（Duchenne型筋ジストロフィー２） 症例：ジストロ
フィン遺伝子エクソン７のc.583C>Tの点変異 2011/2/25 承認 許可日

新規 2010-291 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究７（Duchenne型筋ジストロフィー３） 症例：ジストロ
フィン遺伝子エクソン41のc.5893C>Tの点変異 2011/2/25 承認 許可日

新規 2010-292 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究８（Duchenne型筋ジストロフィー４） 症例：ジストロ
フィン遺伝子エクソン35のc.4996C>Tの点変異 2011/2/25 承認 許可日

一部修正 20-132-5 内科学（消化器） 日比　紀文 松岡　克善 臨床研究計画

ステロイドフリー活動期潰瘍性大腸炎患者に対する白血球除去療法（セルソーバ®
E）のプロスペクティブ、ランダム化、二重盲検、シャム処置を対照とした多施設共
同臨床試験 2011/2/25 承認 許可日 2011/10/31

一部修正 20-79-2

アクテリオン寄附講座
先進肺高血圧治療学講
座 福田　恵一 田村　雄一 医療計画 難治性肺高血圧症患者へのネクサバール投与 2011/2/25 承認 許可日 2014/3/31

一部修正 18-44-8
内科学（腎臓・内分泌・
代謝） 伊藤　裕 河合　俊英 臨床研究計画（介入型）

2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法群と従来治療群と
のランダム化比較試験（J-DOIT３） 2011/3/28 承認 許可日 2013/3/31

一部修正 19-47-4 内科学(老年） 広瀬　信義 新井　康通
その他（縦断的フィールド調
査） 長寿社会における高齢者の暮らし方に関する学術調査 2011/3/28 承認 許可日 2013/3/31

一部修正 2009-151-3 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 臨床研究計画（非介入型） LASIK　術後角膜屈折値による手術矯正量の予測 2011/3/28 承認 2011/02/01 2012/3/31

一部修正 2009-245-2 漢方医学センター 相磯　貞和 今津　嘉宏
その他(調査研究：医師・薬剤
師へのアンケート調査） がん診療の漢方薬に対する医師・薬剤師への意識調査 2011/3/28 承認 許可日 2011/3/31

一部修正 2009-276-2 歯科・口腔外科学 中川　種昭 中川　種昭 臨床研究計画（介入） 糖尿病患者に対する歯周病菌血清抗体価検査の意義に関する調査研究 2011/3/28 承認 許可日

一部修正 2010-007-2 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 臨床研究計画（非介入型） LASIK　術後眼の白内障手術における眼内レンズ度数計算の検討 2011/3/28 承認 許可日 2012/3/31

一部修正 2010-051-3 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画（介入型）
機能性ディスペプシアに対する六君子湯の有効性・安全性の科学的エビデンスを
創出するための二重盲検無作為化プラセボ対象比較試験 2011/3/28 承認 2011/02/01 2013/1/31
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一部修正 2010-063-2 リハビリテーション医学 里宇　明元 辻　哲也 臨床研究計画（介入型）
下肢リンパ浮腫患者のリハビリテーションに関する研究　蛍光リンパ管造影法によ
るリンパ管輸送機能の評価、および保存的療法の効果の検討 2011/3/28 承認 許可日 2012/7/31

一部修正 2010-083-2 産婦人科学 青木　大輔 岩田　卓 臨床研究計画（非介入型） 「cobas 4800 HPV Test」の臨床性能試験（試験実施計画書番号：COB-HPV-215） 2011/3/28 承認 許可日 2011/6/30

一部修正 2010-089-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 北川　雄光 臨床研究計画（介入型）
進行膵癌に対するゲムシタビン併用WT1ペプチドパルス樹状細胞ワクチン療法の
第Ⅰ相臨床試験 2011/3/28 承認 許可日 2012/8/31

一部修正 2010-092-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 北郷　実 臨床研究計画（介入型）
浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法およびゲムシタビンを用いた術後補助
化学療法の第Ⅱ相試験 2011/3/28 承認 許可日 2012/12/31

一部修正
2010-146再
-2 漢方医学センター 相磯　貞和 今津　嘉宏 臨床研究計画（非介入型） 四象体質による、日本人の患者の病症の研究 2011/3/28 承認 許可日 2012/3/31

一部修正 2010-182-2 眼科学 坪田　一男 根岸　一乃 医療計画 Add-On レンズを用いた屈折矯正手術 2011/3/28 承認 許可日 2012/11/30

一部修正 2010-194-2 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 朝倉　敬子 臨床研究計画（非介入型） 妊娠時の温水洗浄便座の使用と膣内細菌叢の変化に関する研究 2011/3/28 承認 許可日 2011/12/31

新規 2010-285 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究１（均衡型相互転座１） 遺伝子型：均衡型相互転
座　46,XX,t(6;8)(q23.1;q21.1) 2011/3/28 承認 許可日

新規 2010-286 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究２（均衡型相互転座２） 遺伝子型：均衡型相互転
座　46,XX,t(1;19)(q44.1;q13.2) 2011/3/28 承認 許可日

新規 2010-287 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究３（Robertson転座１） 遺伝子型：Robertson転座
46,XX,der(13;14)(q10;q10) 2011/3/28 承認 許可日

新規 2010-288 産婦人科学 吉村　泰典 末岡　浩 臨床研究計画（介入型）
着床前診断に関する臨床的研究４（Robertson転座２） 遺伝子型：Robertson転座
46,XY,der(13;14)(q10;q10) 2011/3/28 承認 許可日

新規 2010-294 整形外科学 千葉　一裕 松本　守雄 臨床研究計画（介入型）
腰部脊柱間狭窄手術後の慢性疼痛発症予防に関する周術期プレガバリン投与効
果 2011/3/28 承認 許可日 2011/10/31

新規 2010-295 眼科学 坪田　一男 小澤　洋子 臨床研究計画（非介入型） 日本人における黄斑色素密度の眼病態との関連の解析 2011/3/28 承認 許可日 2016/4/30

新規 2010-296 内科学（神経） 鈴木　則宏 清水　利彦 臨床研究計画（介入型） スマトリプタン複数剤形処方による偏頭痛の層別化治療 2011/3/28 承認 許可日 2013/4/30
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新規 2010-297 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 神野　浩光 臨床研究計画（介入型）
センチネルリンパ節転移陽性乳がんに対する術前化学療法後の腋窩治療に関す
る第Ⅱ相臨床試験 2011/3/28 承認 2010/06/01 2016/5/31

新規 2010-298 小児科 高橋　孝雄 新庄　正宜 臨床研究計画（非介入型） パンデミックH1N1出現以降のインフルエンザ症例の解析 2011/3/28 承認 許可日 2016/4/30

新規 2010-299 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 神野　浩光 臨床研究計画（介入型）
乳がん内分泌療法におけるゴセレリンとリュープロレリンのランダム化比較臨床試
験 2011/3/28 承認 2011/03/01 2013/2/28

新規 2010-300 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 浅野　浩一郎 臨床研究計画（非介入型） 鼻炎合併喘息におけるQOLに関する観察研究 2011/3/28 承認 許可日 2011/11/30

新規 2010-301 内科学（循環器） 福田　恵一 高月　誠司 臨床研究計画（介入型） 心房細動カテーテルアブレーション後の洞調律維持と炎症の関係 2011/3/28 承認 許可日 2012/4/30

新規 2010-302 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 浅野　浩一郎 臨床研究計画（介入型）
長時間作用方β₂刺激薬に伴う低カリウム血症に対するβ₂受容体遺伝子多型の及
ぼす影響に関する臨床試験 2011/3/28 承認 許可日 2013/4/30

新規 2010-303 内科学（消化器） 日比　紀文 久松　理一 臨床研究計画（非介入型）
難治性潰瘍性大腸炎の腸管病変組織および血中のサイトカイン測定による治療効
果予測 2011/3/28 承認 許可日 2013/3/31

新規 2010-304 外科学(一般・消化器) 北川　雄光 長谷川　博俊 臨床研究計画（非介入型）

StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
mFOLFOX6療法の認容性に関する検討付随研究-オキサリプラチンの安全性指標
に関する策定研究- 2011/3/28 承認 許可日 2016/10/31

新規 2010-306 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 朝倉　敬子 その他（疫学研究計画） 微小粒子状物質等大気汚染物質による肺機能発達への影響調査 2011/3/28 承認 2011/04/01 2017/3/31

新規 2010-307 泌尿器科学 大家　基嗣 長田　浩彦 臨床研究計画（介入型）
ホルモン不応性前立腺癌患者に対するドセタキセルとデキサメタゾンによる併用療
法の有効性・安全性の検討 2011/3/28 承認

新規 2010-308 内科学（消化器） 日比　紀文 松岡　克善 臨床研究計画（非介入型） 難治性潰瘍性大腸炎におけるcytomegalovirus再活性化例の検討 2011/3/28 承認 許可日 2012/4/30

新規 2010-311 精神・神経科学 鹿島　晴雄 白波瀬 丈一郎 臨床研究計画（非介入型） がん患者の治療法の選択に関する意識調査 2011/3/28 承認 許可日 2014/3/31

新規 2010-312 産婦人科学 吉村　泰典 久慈　直昭 臨床研究計画（非介入型） 生殖補助医療により生まれた児の長期予後の検証 2011/3/28 承認 許可日 2023/4/30

新規 2010-313 泌尿器科学 大家　基嗣 菊地　栄次 臨床研究計画（非介入型） 上部尿路上皮癌におけるDNAメチル化を利用した新規診断・予後マーカーの確立 2011/3/28 承認 許可日 2016/3/31
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新規 2010-314 内科学（呼吸器） 浅野　浩一郎 田坂　定智 臨床研究計画 膠原病関連間質性肺炎の肺内サイトカイン発現の評価による病態解析 2011/3/28 承認 許可日 2012/4/30

新規 2010-315
ノバルティスファーマ寄
附講座 岡本　真一郎 山根明子 臨床研究計画（介入型）

急性リンパ性白血病患者に対する中等量VP-16、シクロフォスファミド、全身性放
射線照射（Medium-dose VP/CY/TBI)前処置を用いた同種造血幹細胞移植法の
有用性の検討～臨床第Ⅱ相試験～（C-SHOT0901試験） 2011/3/28 承認 許可日 2015/2/28

新規 2010-316
ノバルティスファーマ寄
附講座 岡本　真一郎 加藤　淳 臨床研究計画（介入型）

同種造血幹細胞移植後のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対す
るダサチニブを用いた維持療法の安全性の検討 多施設共同研究 2011/3/28 承認 許可日 2013/12/31

新規 2010-317 放射線診断科 栗林　幸夫 陣崎　雅弘 臨床研究計画（非介入型） 腹部腫瘍のCT診断におけるDualEnergy CT 仮想単色X線画像の有効性の検討 2011/3/28 承認 許可日 2012/12/1

新規 2010-318 放射線診断科 栗林　幸夫 陣崎　雅弘 臨床研究計画（非介入型） 超低線量CTの腹部病変の診断能に関する検討 2011/3/28 承認 許可日 2012/12/1

新規 2010-319 内科学（消化器） 日比　紀文 鈴木　秀和 臨床研究計画（非介入型）
胃食道逆流症（gastroesophageal reflux disease:GERD）の診断用新規問診票（日
本語版 GerdQ）の有用性と薬物治療のコンプライアンスと治療満足度の検証 2011/3/28 承認 2011/04/01 2011/6/30

新規 2010-320 内科学（リウマチ） 竹内　勤 桑名　正隆 臨床研究計画（非介入型） 混合性結合組織病の関連遺伝子検索に関する研究 2011/3/28 承認 許可日 2016/3/31

新規 2010-321 歯科・口腔外科学 中川　種昭 和嶋　浩一 臨床研究計画（非介入型）
口腔外科手術による中枢性感作の誘発に対する疼痛関連遺伝子多型の関連につ
いて 2011/3/28 承認 許可日 2014/4/30

新規 2010-322 内科学（循環器） 福田　恵一 香坂　俊 臨床研究計画（介入型） 虚血性心疾患二次予防の至適薬剤を検証する前向き無作為化研究 2011/3/28 承認 許可日 2016/3/31

新規 2010-323 精神・神経科学 鹿島　晴雄 佐渡　充洋 臨床研究計画（非介入型） 日本におけるうつ病患者の効用値測定研究 2011/3/28 承認

新規 2010-324
共同利用研究室遺伝子
医学研究室 工藤　純 工藤　純 基礎研究計画 次世代シーケンサーを用いた肥厚性皮膚骨膜症における原因遺伝子変異の検索 2011/3/28 承認 許可日 2016/3/31

新規 2010-326 感染制御センター 岩田　敏 新庄　正宜 臨床研究計画（非介入型）
小児患者における、ESBL（extended-spectrum β-lactamase）産生菌の検出頻度
に関する研究 2011/3/28 承認 許可日 2021/4/30

新規 2010-327 産婦人科学 青木　大輔 岩田　卓 臨床研究計画（非介入型） 婦人科悪性腫瘍の治療による医原性閉経が女性の健康維持に与える影響 2011/3/28 承認 許可日 2016/12/31

新規 2010-328 内科学（血液） 岡本　真一郎 中島　秀明 基礎研究計画 造血器腫瘍の分子病態解明ならびに新規治療法の開発 2011/3/28 承認 許可日 2016/4/30
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新規 2010-330 泌尿器科学 大家　基嗣 宮嶋　哲 臨床研究計画（非介入型） 腎尿管全摘術が施行された上部尿路上皮癌患者の予後因子の検討 2011/3/28 承認

新規 2010-331 産婦人科学 青木　大輔 野村　弘行 臨床研究計画（非介入型）

初発ステージⅢまたはⅣ期の末治療進行上皮性卵巣がん、腹膜がん、卵管がん
に対する「カルボプラチン/パクリタキセルに続くプラセボ投与」と「カルボプラチン/
パクリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くプラセボ投与」と「カルボプラチン/パ
クリタキセル+同時併用ベバシズマブに続くベバシズマブ単独投与」のランダム化
第Ⅲ相試験（GOG-0218） 2011/3/28 承認 許可日 2017/1/31

新規 2010-179 救急医学 堀　進悟 林田　敬 臨床研究計画（非介入型）
心停止患者に対する経皮的心肺補助装置導入中の早期血中乳酸値変動に関す
る観察研究 承認 許可日 2014/3/31
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