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20120268 新規 2012-268 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型）

B型慢性活動肝炎に対するインターフェロン製剤・核酸アナログ等
の治療効果規定因子及び安全性に関する検討（多施設共同研
究） 2012/10/22 承認 2013/4/1 2013/04/01 2015/3/31

20120422 新規 2012-422 歯科・口腔外科 中川　種昭 歯科・口腔外科 和嶋　浩一
臨床研究計画
（非介入型） 顎関節症患者における中枢感作の病態診断 2013/2/25 承認 2013/4/1 2013/04/01 2015/8/31

20120456 新規 2012-456 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 石井　良幸 基礎研究計画
StageII/ＩＩＩ大腸癌における術後補助化学療法の効果予測因子と
しての5-FU代謝関連酵素発現の検討 2013/2/25 承認 2013/4/1 2013/04/01 2014/12/31

20120487 新規 2012-487 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型）

免疫抑制療法によるＢ型肝炎ウィルスの再活性化－長期経過を
基にした医療経済的に適正な対策法の確立－ 2013/2/25 承認 2013/4/1 2013/04/01 2015/3/31

20120486 新規 2012-486 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（非介入型） 去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセル療法に関する検討 2013/2/25 承認 2013/4/8 2013/04/08 2014/12/31

20120499 新規 2012-499 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 仲秋　秀太郎
臨床研究計画
（介入型）

経口コリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジルまたはガランタミン）か
ら貼付コリンエステラーゼ阻害薬（リバスチグリン）に切り替え後
の薬品治療効果および治療反応性に関する脳形態・機能動画な
どのマルチモーダルアプローチによる検討 2013/3/25 承認 2013/4/8 2013/04/08 2015/3/31

20120517 新規 2012-517 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 橋口　さおり
臨床研究計画
（介入型） 特発性脊椎側彎症の術後疼痛に対するケタミン静脈投与の効果 2013/3/25 承認 2013/4/8 2013/04/08 2015/4/30

20120532 新規 2012-532 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 伊東　大介
臨床研究計画
（非介入型）

脳血管障害を有するアルツハイマー型認知症に対するドネペジ
ル塩酸塩の治療効果 2013/3/25 承認 2013/4/8 2013/04/08 2015/4/30

20120536 新規 2012-536 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

アルツハイマー病患者における経皮コリンエステラーゼ阻害薬の
前頭葉機能改善効果の検討 2013/3/25 承認 2013/4/8 2013/04/08 2016/3/31

20120527 新規 2012-527 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 中村　俊康
臨床研究計画
（介入型）

三角線維軟骨複合体（Triangular Fibrocartilage Comlex; TFCC）
損傷における尺骨短縮術施行時の骨粗鬆症治療薬による前処
置の骨密度改善効果の検討 2013/3/25 承認 2013/4/10 2013/04/10 2016/4/30

20120521 新規 2012-521 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光
臨床研究計画
（介入型）

乳がんの腋窩郭清におけるベッセルシーリングシステムと電気メ
スの有用性に関する無作為化比較試験 2013/3/25 承認 2013/4/16 2013/04/16 2015/12/31

20040034 一部修正 16-34-4 病理学 坂元　亨宇 病理学 坂元　亨宇 基礎研究計画 肝癌、膵癌、胆道癌の遺伝子発現解析と生物学的特性の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2004/10/04 2016/6/30

20080205 一部修正 20-205-9 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 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 2013/4/22 承認 2013/4/22 2009/04/15 2014/3/31

20090009 一部修正 2009-9-7 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 別役　智子
臨床研究計画
（非介入型） 日本人重症喘息患者に関する調査研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2009/05/13 2016/12/31
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20090116 一部修正 2009-116-5 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 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 2013/4/22 承認 2013/4/22 2010/02/08 2014/3/31

20090173 一部修正 2009-173-8 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

関節リウマチおよび膠原病に対する抗リウマチ薬および生物学
的製剤および免疫抑制薬の有効性予測に関する研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2009/11/30 2014/11/30

20090275 一部修正 2009-275-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 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 2013/4/22 承認 2013/4/22 2010/09/27 2015/10/31

20090277 一部修正 2009-277-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子 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 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/03/03 2015/9/30

20100226 一部修正 2010-226-3 精神・神経科学 三村　将 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（介入型） 健常者における学習と感情抑制 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/11/26 2015/3/31 2013/11/30

20100232 一部修正 2010-232-5 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 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 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/02/10 2018/3/31

20110058 一部修正 2011-058-4 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（介入型） 大うつ病性障害における学習と記憶の再統合 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/09/26 2015/3/31 2013/7/17

20110061 一部修正 2011-061-5 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 眼内レンズのグリスニングが視機能に与える影響 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/06/27 2013/12/31 2013/12/31

20110064 一部修正 2011-064-2 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 樋口　肇
臨床研究計画
（介入型）

切除不能局所進行胆道癌に対する化学放射線療法としてのTS-
1+CDDP+放射線療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/08/31 2017/12/31

20110069 一部修正 2011-069-2 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 武林　亨
その他(疫学研
究) 小児期の健康状態が成人期の健康に及ぼす影響に関する研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/06/27 2015/3/31

20110090 一部修正 2011-090-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 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　賃金労
働就労及び家事等に従事する関節リウマチ患者を対象とした
WPAI調査（WPAI：Working Productivity and Activity Impairment） 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/07/29 2014/7/31

20110205 一部修正 2011-205-2 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 樋口　肇
臨床研究計画
（介入型）

切除不能進行胆道癌（局所進行又は転移性）に対する
Gemcitabine/Cisplatin/TS-1併用療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/11/29 2017/12/31

20110249 一部修正 2011-249-2 内科学(循環器) 福田　恵一 内科学(循環器) 茂木　聡
臨床研究計画
（介入型）

慢性心不全患者を対象としたAdaptive-Servo Ventilatorに関する
ランダム化比較試験（略称：SAVIOR-C） 2013/4/22 承認 2013/4/22 2011/12/26 2013/11/30 2013/10/18

20120038 一部修正 2012-038-3 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 浅沼　宏
臨床研究計画
（非介入型）

近赤外分光法を用いた前立腺針生検施行患者尿スペクトル・多
変量解析 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/05/28 2015/3/31
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20120079 一部修正 2012-079-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
その他（疫学研
究） PNHレジストリ（発作性夜間ヘモグロビン尿症患者登録） 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/06/25 2017/7/31

20120090 一部修正 2012-090-2 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 浜谷　敏生 基礎研究計画 子宮内膜症の病態解明および新規治療法の探索 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/06/25 2014/12/31

20120113 一部修正 2012-113-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子
臨床研究計画
（非介入型） 「CINtec PLUS kit」の性能試験 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/06/25 2015/6/30

20120126 一部修正 2012-126-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target ,
T2T）実践のアウトカム測定のためのHAQ調査 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/07/01 2015/9/30

20120128 一部修正 2012-128-3 感染制御センター 岩田　敏 微生物学・免疫学 加藤　真吾
臨床研究計画
（非介入型）

Men who have sex with men を対象とした、HIV/STIs即日相談の
実施及び、唾液検査によるHIV検査相談機会の拡大の可能性に
関する研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/07/01 2015/3/31

20120226 一部修正 2012-226-4 皮膚科学 天谷　雅行 総合医科学研究センター 久保　亮治
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システ
ムの構築 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/10/11 2017/3/31

20120247 一部修正 2012-247-2 内視鏡センタ 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（非介入型）

カプセル内視鏡ワークステーション搭載の新アルゴリズムの有用
性の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2012/09/24 2013/9/30 2013/9/1

20120420 一部修正 2012-420-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

統合失調症および双極I型障害患者におけるレジリエンス：二国
間研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/02/25 2015/3/31

20120466 再審査 2012-466-1再 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（非介入型）

肝臓、膵臓、胆道癌患者の遺伝子発現解析と生物学的特性の検
討からバイオマーカーの探索 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2019/4/30

20120467 再審査 2012-467-1再 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前化学放射線療法
としてのS-1/CDDP/Radiaton療法の第Ⅱ相試験（Neo-KOGCO4
試験） 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2019/3/31

20120480 再審査 2012-480-1再 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型）

遺伝子解析によるこころの健康とこころの病気に対するかかりや
すさ（発症脆弱性）や薬の効きめや副作用（治療反応性）等の解
明に関する研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2018/2/28

20120491 再審査 2012-491-1再 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

エクササイズプログラム実施による精神的健康およびドライアイ
の改善効果の検討－企業従業員を対象とした介入ー 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2013/9/30

20120497 新規 2012-497 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型） 視覚系の希少難治療性疾患群に関する症例データベース構築 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2014/3/31

20120500 新規 2012-500 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌術後敗血症症例におけるエンドトキシン吸着療法（ＰＭＸ
－ＤＨＰ）使用の有効性についての後ろ向き観察研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/3/31
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20120514 新規 2012-514 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 乱視矯正眼内レンズの術後臨床成績の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2016/3/31

20120525 新規 2012-525 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

高度進行胃癌（根治切除可能な大型３型・４型胃癌）に対する術
前化学療法としてのTS-1/CDDP/Paclitaxel　療法の第Ⅱ相試験 2013/3/25 承認 2013/4/22 2013/04/22 2020/3/31

20120549 新規 2012-549 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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 副腎白質ジストロフィー(ALD-3) 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2023/4/30

20130001 新規 2013-001 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 進　伸幸
臨床研究計画
（非介入型） 予後不良組織型子宮体がん（漿液性腺癌）についての調査研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/6/30

20130002 新規 2013-002 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型）

診断基準改定後の妊娠糖尿病合併妊娠の周産期臨床像に関す
る検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2013/12/31 2013/12/1

20130003 新規 2013-003 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（非介入型）

東京都チャイルドデスレビュー　2012年パイロットスタディ（多施設
共同研究） 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2017/3/31

20130005 新規 2013-005 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型）

結腸癌に対する腹腔鏡手術が術後再発形式に与える影響に関
する後ろ向き調査 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2018/3/31

20130006 新規 2013-006 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型） 分子マーカーKeratin23の大腸癌予後因子としての有用性の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2018/4/30

20130008 新規 2013-008 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型） 家族性大腸腺腫（EAP）に関する後方視的多施設研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2016/4/30

20130010 新規 2013-010 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 加藤　元一郎
臨床研究計画
（介入型）

産業保健スタッフとメンタルヘルススタッフの協働による職域にお
ける最適な復帰支援プログラムの開発研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2017/3/31

20130011 新規 2013-011 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（非介入型）

慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイの国際診断基準
の作成 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2016/12/31

20130019 新規 2013-019 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 鈴木　則宏
臨床研究計画
（非介入型）

非弁膜症心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対する
リバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2016/3/31

20130020 新規 2013-020 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型） 慢性骨髄性白血病の治療に影響する遺伝子多型の解析 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2018/3/31

20130023 新規 2013-023 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 林田　健太郎
臨床研究計画
（非介入型） 心臓弁膜症の診療・予後調査のレジストリ研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2019/4/30
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20130026 新規 2013-026 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生
臨床研究計画
（非介入型） 褥瘡の発生因子・予後因子の包括的検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2018/4/30

20130028 新規 2013-028 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 井上　詠
臨床研究計画
（非介入型）

ガスモチンを併用したニフレックによる大腸内視鏡検査当日前処
置法の有用性の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/3/31

20130029 新規 2013-029 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（遺伝子） 佐谷　秀行 その他 進行胃癌患者を対象としたスルファサラジンの第Ｉ相試験 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2014/7/31

20130031 新規 2013-031
腫瘍センター（低侵襲療
法 矢作　直久

腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久 基礎研究計画

動物切除消化菅検体を用いた内視鏡的粘膜下層剥離術トレーニ
ングモデルの適正についての基礎的研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2014/3/31 2014/3/31

20130032 新規 2013-032 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（介入型）

改良型カプセル内視鏡およびワークステーションの有用性および
安全性の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/4/30

20130033 新規 2013-033 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人 その他

ゾシン静注用　2.25、4.5 特定使用成績　ゾシンの各種細菌（腸球
菌属、ペプトストレプトコッカス属、クロストリジウム属、（クロストリ
ジウム・ディフィシルを除く）、プレボテラ属）に対する耐性化状況
の確認 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2013/9/30 2013/9/30

20130034 新規 2013-034 病理学 岡田　保典 病理学 山田　健人 基礎研究計画 破骨細胞におけるＣＤ２６発現の解析 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2017/4/30

20130035 新規 2013-035 看護医療学部 小松　浩子 看護医療学部 小松　浩子
臨床研究計画
（非介入型）

経口抗がん剤治療を受ける胃がん患者のアドヒアランスの実態と
課題 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/3/31

20130039 新規 2013-039 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 広瀬　寛
臨床研究計画
（非介入型）

人間ドック受信者における、内臓脂肪および皮下脂肪面積と各種
代謝性疾患や動脈硬化性疾患の有無との関連の検討 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2020/4/30

20130040 新規 2013-040 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

ヘリコバクター・ピロリ陽性ディスペプシア患者の菌株由来原因因
子の探索 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/3/31

20130041 新規 2013-041 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

子宮頸がん検査における従来法細胞診と液状化検体細胞診の
性能比較研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2014/12/31

20130042 新規 2013-042 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞
診とHPV DNA検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為
化比較研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2019/3/31

20130043 新規 2013-043 腫瘍センター 矢作　直久 腫瘍センター 浦岡　俊夫
臨床研究計画
（介入型）

「大腸腫瘍性病変検出の効率化における新規内視鏡の有用性」
多施設共同研究 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2014/4/30

20130044 新規 2013-044 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 篠田　昌宏
臨床研究計画
（非介入型）

原発生胆汁性肝硬変に対する肝移植症例における予後因子の
調査研究；全国集計 2013/4/22 承認 2013/4/22 2013/04/22 2015/3/31
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20120506 新規 2012-506 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

造血幹細胞移植後の日本人患者におけるカルシニューリン阻害
薬とポリコナゾールの薬物間相互作用にＣＹＰ２Ｃ１９遺伝子多型
が及ぼす影響に関する研究 2013/3/25 承認 2013/5/1 2013/05/01 2016/5/31

20120509 新規 2012-509 外科学（小児） 黒田　達夫 外科学（小児） 星野　健 医療計画

小児肝疾患の長期フォローアップにおけるAcoustic radiation
force I,pulse (ARFI) imaging による肝脾硬度測定の有用性の検
討 2013/3/25 承認 2013/5/1 2013/05/01 2023/3/31

20120534 新規 2012-534 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹
臨床研究計画
（介入型） メロペネムの気道上皮覆液中薬物動態の検討 2013/3/25 承認 2013/5/1 2013/05/01 2018/3/31

20130012 新規 2013-012 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

白内障手術前後の日常生活活動強度の比較に関する探索的研
究 2013/4/22 承認 2013/5/1 2013/05/01 2015/3/31

20130030 新規 2013-030 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 藤原　俊之
臨床研究計画
（介入型）

嚥下障害に対する経頭蓋直流電気刺激と嚥下リハビリテーション
の併用効果の検討 2013/4/22 承認 2013/5/1 2013/05/01 2017/3/31

20120543 新規 2012-543 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型）

心臓外科手術における揮発性吸入麻酔薬デスフルランによる心
筋コンディショニング効果の検討 2013/4/22 承認 2013/5/7 2013/05/07 2018/5/31

20130025 新規 2013-025 内科学（消化器） 日比　紀文 内科学（消化器） 久松　理一
臨床研究計画
（非介入型） 非特異性多発性小腸潰瘍症の病態研究と治療標的の探索研究 2013/4/22 承認 2013/5/9 2013/05/09 2015/3/31

20120484 新規 2012-484 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 莇生田　整治 臨床研究計画
新規抗凝固剤投与下における抜歯の安全性に関する多施設共
同試験研究 2013/4/22 承認 2013/5/10 2013/05/10 2014/5/31

20120508 新規 2012-508 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

全身性エリテマトーデスおよび類縁疾患の関連遺伝子に関する
研究 2013/3/25 承認 2013/5/16 2013/05/16 2016/12/31

20130024 新規 2013-024 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（介入型）

初発慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサチニブの分子遺伝
学的完全寛解導入および根治を目指した投薬中止試験 2013/4/22 承認 2013/5/16 2013/05/13 2021/9/30

20120171 一部修正 2012-171-2 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 香坂　俊
臨床研究計画
（介入型）

安定狭心症に関する保存的または侵襲的アプローチの健康効果
に関する国際共同比較研究（International Study of Comparative
Health Effectiveness with Medical and Invasive Approaches） 2013/4/22 承認 2013/5/21 2012/09/11 2019/7/31

20030057 一部修正 15-57-6 皮膚科学 天谷　雅行 総合医科学研究センター 久保　亮治
臨床研究計画
（非介入型）

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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2003/11/06 2018/3/31

20070081 一部修正 19-81-7 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 平沢　晃
臨床研究計画
（非介入型）

ゲノムワイドスクリーニング法を用いた産婦人科疾患関連遺伝子
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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2008/02/13 2016/3/31

20080016 一部修正 20-16-23 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2008/06/08 2018/5/31
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20080060 一部修正 20-60-6 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 桑名　正隆
臨床研究計画
（介入型）

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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2008/11/22 2018/3/31

20090059 一部修正 2009-59-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

5-FUおよびHeparinの門脈内投与を中心とした多剤抗癌剤(ＭＭ
Ｃ、ＣＤＤＰ）併用による膵癌術後補助療法の有用性に関する検
討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2009/11/16 2014/11/30

20090127 一部修正 2009-127-4 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

膵癌切除可能症例に対するTS-1およびHeparinを中心とした多剤
抗癌剤(ＭＭＣ、ＣＤＤＰ）併用による術前化学放射線療法の有用
性に関する検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2009/10/24 2019/10/31

20090128 一部修正 2009-128-4 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

手術不能局所進行膵癌症例に対するTS-1およびHeparinを中心
とした多剤抗癌剤(ＭＭＣ、ＣＤＤＰ、ＧＥＭ）併用による化学放射
線療法の有用性に関する検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2009/10/24 2019/10/31

20090179 一部修正 2009-179-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

便中細菌叢プロファイルを用いた炎症性腸疾患の疾患病勢分類
及び治療効果予測 2013/5/27 承認 2013/5/27 2009/11/30 2015/7/30

20090218 一部修正 2009-218-5 内科学（呼吸器） 別所　智子 内科学（呼吸器） 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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2010/08/26 2014/12/31

20100008 一部修正 2010-008-3 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2010/05/31 2018/3/31

20100092 一部修正 2010-092-4 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2010/08/12 2017/8/31

20100225 一部修正 2010-225-2 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/03/07 2014/3/31

20100260 一部修正 2010-260-2
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 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 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/04/14 2016/5/30

20110027 一部修正 2011-027-4 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型） 胆道癌切除例に対するTS-1術後補助化学療法のFeasibility試験 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/07/15 2017/12/31

20110070 一部修正 2011-070-4 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

胆道癌術前化学放射線療法としてのTS-1+CDDP+放射線療法の
第Ⅰ/Ⅱ相試験 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/08/17 2017/12/31

20110133 一部修正 2011-133-3 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 永尾　圭介 基礎研究計画 アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/10/11 2016/10/31

20110167 一部修正 2011-167-3 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（介入型）

非扁平上皮・非小細胞肺癌に対するBevacizumabによる1次治療
+維持治療および2次治療の有効性・安全性についての検討-PⅡ
試験- 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/09/26 2016/3/31
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20110202 一部修正 2011-202-4 内科学(循環器) 福田　恵一 内科学(循環器) 佐野　元昭
臨床研究計画
（介入型）

急性心筋梗塞患者への経皮的冠動脈形成術施行時における水
素ガス吸入の安全性と有効性の検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/11/08 2014/9/30

20110239 一部修正 2011-239-3 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 中川　種昭
臨床研究計画
（介入型）

シタフロキサシン（グレースビット錠）の慢性歯周炎の急性症状に
対する抗菌効果 2013/5/27 承認 2013/5/27 2011/12/13 2013/12/31 2013/12/16

20110365 一部修正 2011-365-2 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（非介入型）

ドセタキセル化学療法中、または治療終了後に進行した前立腺
がん患者の治療実態調査 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/03/26 2014/7/31

20120017 一部修正 2012-017-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型）

潰瘍性大腸炎およびクローン病の病因、病態解明のための免疫
学的ならびに分子生物学的研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/05/28 2015/4/30

20120030 一部修正 2012-030-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 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methotrexateの薬物動態解明
と最適使用法の確立 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/05/28 2014/5/31

20120042 一部修正 2012-042-3 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型）

心筋・結合織・血管壁異常に基づく循環器疾患の包括的遺伝子
診断システムの構築 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/10/31 2017/3/31

20120044 一部修正 2012-044-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

ヒト胆汁・膵液中に発現するＤＮＡおよびＲＮＡの次世代シークエ
ンサーによる解析 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/06/25 2015/3/31

20120072 一部修正 2012-072-2 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型）

造血幹細胞移植患者のフィジカルフィットネスの構造分析とリハビ
リテーションに関する研究（後方視研究） 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/06/01 2014/5/31

20120076 一部修正 2012-076-2 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 奥田　茂男
臨床研究計画
（非介入型） 心臓３ＤシネＭＲＩの有用性の検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/06/11 2014/6/30 2013/9/30

20120105 一部修正 2012-105-2 内科学(消化器) 日比　紀文 内視鏡センター 井上　詠
臨床研究計画
（非介入型）

潰瘍性大腸炎患者における内視鏡的粘膜治療と長期経過及び
再燃予測手法の開発 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/06/25 2014/9/30

20120128 一部修正 2012-128-4 感染制御センター 岩田　敏 微生物学・免疫学 加藤　真吾
臨床研究計画
（非介入型）

Men who have sex with men を対象とした、HIV/STIs即日相談の
実施及び、唾液検査によるHIV検査相談機会の拡大の可能性に
関する研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/07/01 2015/3/31

20120155 一部修正 2012-155-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

卵巣明細胞腺癌に対する新規バイオマーカーの検索と化学療法
感受性に関する検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/10/29 2014/3/31

20120186 一部修正 2012-186-2 感染制御センター 岩田　敏 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

アルコール含有クロルヘキシジンとポピドンヨードの皮膚消毒効
果の比較検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/08/13 2014/3/31

20120196 一部修正 2012-196-2 救急医学 堀　進吾 救急医学 並木　淳
臨床研究計画
（非介入型） 急性生体侵襲下の末梢血等における細胞・蛋白質反応の研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/07/30 2016/3/31
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20120219 一部修正 2012-219-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

乳癌患者における化学療法と主観認知機能障害の関係：予後的
調査 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/09/24 2014/3/31

20120226 一部修正 2012-226-5 皮膚科学 天谷　雅行 総合医科学研究センター 久保　亮治
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システ
ムの構築 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/10/11 2017/3/31

20120232 一部修正 2012-232-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術ー多施設
共同試験ー 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/10/11 2015/10/31

20120241 一部修正 2012-241-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対
する二次的腫瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパク
リタキセルの併用療法にべバシズマブを併用維持療法として使
用した場合の有効性を検討するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/11/01 2018/11/30

20120280 一部修正 2012-280-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（非介入型）

膵癌、胆管癌、肝癌患者の診断・治療効果判定のバイオマー
カーとして末梢血中遊離核酸検出の有用性について検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/12/17 2017/12/31

20120293 一部修正 2012-293-3 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（介入型）

長期ビスフォスフォネート投与患者に対する新規ビタミンD製剤の
有用性の検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/11/15 2014/11/30

20120343 一部修正 2012-343-2 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹
臨床研究計画
（非介入型） QFT-3GとT-SPOT.TBの性能比較試験 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/11/26 2017/11/30

20120382 一部修正 2012-382-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型）

慢性肝疾患患者における非侵襲性的肝線維化測定（肝硬度測
定）の有用性 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/12/21 2016/3/31

20120393 一部修正 2012-393-2 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹 基礎研究計画
家族性に発症する肺非結核抗酸菌(NTM)症の遺伝子解析（多施
設共同研究） 2013/5/27 承認 2013/5/27 2012/12/21 2016/3/31

20120464 一部修正 2012-464-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（介入型）

治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術
の有用性関するランダム化比較第ＩＩＩ相試験（JCOG1107試験） 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/03/13 2020/3/31

20120479 一部修正 2012-479-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 古茶　大樹
臨床研究計画
（非介入型）

生体肝移植におけるレシピエントおよびドナーの心理的負担に関
する研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/02/25 2014/3/31 2014/3/31

20120505 再審査 2012-505-1再 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

骨髄残余検体を用いた造血器悪性腫瘍特異的遺伝子発現の解
析 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/03/25 2018/3/31

20120523 新規 2012-523 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌化学療法における口腔粘膜炎発症割合の調査～付随研
究～ 2013/3/25 承認 2013/5/27 2013/05/27 2016/2/28

20120532 一部修正 2012-532-2 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 伊東　大介
臨床研究計画
（非介入型）

脳血管障害を有するアルツハイマー型認知症に対するドネペジ
ル塩酸塩の治療効果 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/04/08 2015/4/30
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20130009 再審査 2013-009-1再 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

うつ状態に対する電気けいれん療法前後での近赤外線スペクト
ロスコピィを用いた脳機能評価 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/04/22 2018/3/31

20130046 新規 2013-046 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 中川　健
臨床研究計画
（非介入型） 腎移植後患者における食事摂取状況の調査 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2020/3/30

20130049 新規 2013-049 放射線診断科 栗林　幸夫 放射線診断科 谷本　伸弘
臨床研究計画
（非介入型）

Gd-EOB-DTPA造影MRIにおける肝実質増強効果の3T MRI装置
と1.5T MRI装置における差異の検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2014/3/31

20130050 新規 2013-050
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

臨床研究計画
（非介入型）

高齢2型糖尿病患者の血糖変動に影響を与える因子についての
研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2018/5/31

20130051 新規 2013-051 外科学（心臓血管） 四津　良平 外科学（心臓血管） 志水　秀行
臨床研究計画
（非介入型）

胸部大動脈外科手術におけるフィブリノゲン製剤（フィブリノゲン
濃縮製剤とクリオプレシピテート）輸血の安全性ならびに適応症
例、最適使用量の探索に関する研究（多施設共同後向き観察研
究） 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2015/3/31

20130055 新規 2013-055 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 橋口　さおり
臨床研究計画
（非介入型）

術前オピオイド使用患者における術後の適切なオピオイド必要量
の検討　－前向き観察研究－ 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2016/3/31

20130061 新規 2013-061 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型） 食道癌手術における胸管切除とその腫瘍学的効果に関する研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2023/5/31

20130062 新規 2013-062 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌における出血凝固第ⅩⅢ因子と術後合併症、腫瘍学的予
後の関連に関する観察研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2023/5/31

20130066 新規 2013-066 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型）

内視鏡所見から見た潰瘍性大腸炎関連大腸癌発症高危険度群
の検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2015/5/31

20130067 新規 2013-067 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（非介入型）

生体部分肝移植前後の運動機能と呼吸機能、ADL動作にかかわ
る検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2015/12/31

20130069 新規 2013-069 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

上部消化管出血が疑われる患者におけるスコアリングシステムを
用いた内視鏡施行前リスク評価（後ろ向きコホート研究） 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2013/12/31

20130070 新規 2013-070 腫瘍センター 矢作　直久 腫瘍センター 浦岡　俊夫
臨床研究計画
（介入型）

大腸腫瘍における内視鏡的粘膜下層剥離術の長期予後に関す
る観察研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2021/6/30

20130079 新規 2013-079 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） 腹式呼吸が涙液量に与える影響の検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2015/3/31

20130080 新規 2013-080 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（呼吸器） 別役　智子
臨床研究計画
（非介入型） ニコチン依存症難治化因子の包括的検討 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2015/3/31
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20130083 新規 2013-083 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（介入型）

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病
変検索の実施可能性とその有用性を探索するパイロット試験
JPLSG AML-D11 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2017/2/28

20130085 新規 2013-085 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（介入型）

進行性腎癌に対するFDG-PET/CT評価の有用性に関する多施
設共同前向き試験 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2015/12/31

20130087 新規 2013-087 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

欧州リウマチ学会/米国リウマチ学会主導による原発性全身性血
管炎の分類・診断基準作成のための研究 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2017/12/31

20130089 新規 2013-089 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（介入型）

高純度EPA製剤によるヒト血中脂肪酸代謝物の変化についての
網羅的解析 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2014/3/31

20130092 新規 2013-092 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 橋口　さおり
臨床研究計画
（非介入型） 突発性脊柱側湾症の術後疼痛におけるケタミンの有用性 2013/5/27 承認 2013/5/27 2013/05/27 2013/8/31

20110345 一部修正 2011-345-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

日本人の遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）症例に対する
BRCA1/2遺伝子検査-遺伝子検査費用の軽減と高リスク群同定
に関する研究- 2013/2/25 承認 2013/5/30 2012/06/08 2016/3/31

20120520 新規 2012-520 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 柏木　和弘
臨床研究計画
（非介入型）

先進医療として施行された大腸ESDの有効性・安全性と長期予後
に関する多施設共同研究（前向きコホート研究） 2013/4/22 承認 2013/5/31 2013/05/31 2023/5/31

20120530 新規 2012-530 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
臨床研究計画
（介入型）

変形爪矯正用処理剤（チオグリコール酸塩）ならびに変形爪矯正
器具（フック付き弾性ワイヤー）を用いた巻き爪・陥入爪の新しい
治療法の開発 2013/3/25 承認 2013/6/3 2013/06/03 2018/3/31

20130027 新規 2013-027 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生
臨床研究計画
（介入型） 血管腫に対するプロプラノロール内服療法 2013/4/22 承認 2013/6/3 2013/06/03 2017/8/31

20130060 新規 2013-060 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（介入型）

小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ
相および第Ⅲ相臨床試験　JPLSG ALL-B12 2013/5/27 承認 2013/6/3 2013/06/03 2022/11/30

20130084 新規 2013-084 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（介入型）

小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床
研究　JPLSG LCH-12 2013/5/27 承認 2013/6/3 2013/06/03 2019/5/31

20130094 新規 2013-094 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 榎本　宏之
臨床研究計画
（非介入型）

低被爆CTによる下肢3次元骨形態・運動解析と応用分散シミュ
レーション 2013/5/27 承認 2013/6/3 2013/06/03 2018/6/30 2013/12/31

20120524 新規 2012-524 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

Docetaxel+CDDP+5-FU（DCF)化学療法を受ける食道癌患者に対
する成分栄養剤エレンタールの有用性検討試験（EPOC study）
～　feasibility study ～ 2013/3/25 承認 2013/6/5 2013/06/05 2016/2/28

20130038 新規 2013-038 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 末岡　浩
臨床研究計画
（非介入型） 母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する臨床的研究 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2015/6/30
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20130047 新規 2013-047 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 宮本　健史
臨床研究計画
（介入型）

骨粗鬆症に対する多施設共同ランダム化比較臨床研究　－ミノド
ロン酸水和物とラロキシフェン塩酸塩の比較による有効性・安全
性の検討－ 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2018/6/30

20130053 新規 2013-053 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型）

下肢リンパ浮腫患者に対するリハビリテーション治療前後の身体
運動機能変化に関する研究 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2015/12/31

20130074 新規 2013-074 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（介入型）

局所進行食道癌に対するDocetaxel， Cisplatin， 5-FU併用導入
化学療法の臨床第Ⅱ相試験 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2016/6/30

20130075 新規 2013-075 救急医学 堀　進吾 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者に対する水素添加酸素吸入療法の安全
性と有効性の検討 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2014/6/30

20130077 新規 2013-077 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（介入型）

ベンダムスチンを含む化学療法レジメンが投与された再発の低
悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫およびマントル細胞リンパ腫
患者を対象とするベンダムスチン単剤療法又はベンダムスチン＋
リツキシマブ併用療法の安全性と有効性の検討：臨床第Ⅱ相試
験 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2018/6/30

20130090 新規 2013-090 精神・神経科学 加藤　元一郎 精神・神経科学 加藤　元一郎
臨床研究計画
（非介入型） 発達障害における記憶特性と社会性障害に関する研究 2013/5/27 承認 2013/6/5 2013/06/05 2014/3/31

20130086 新規 2013-086 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

MTX治療抵抗性の高疾患活動性関節リウマチ患者に対する高用
量ゴリムマブの有用性の検討 2013/5/27 承認 2013/6/7 2013/06/07 2015/9/30

20110062 一部修正 2011-062-2 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（介入型） 中耳疾患における耳小骨の組織解析 2013/5/27 承認 2013/6/10 2011/06/27 2018/6/30

20130037 新規 2013-037
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内分泌代謝ネットワーク
医学講座 田中　正巳

臨床研究計画
（介入型）

２型糖尿病患者におけるビルダグリプチンとインスリン併用療法
の有効性と安全性の検討 2013/5/27 承認 2013/6/10 2013/06/10 2015/6/30

20120092 新規 2012-092 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 中川　健
臨床研究計画
（介入型）

腎移植における多剤併用療法の検討　－　タクロリムス（グラセプ
ター(R)）・バシリキシマブ・ミゾリビン・ステロイド剤を基本とした治
療法の多施設共同研究　－ 2012/6/25 承認 2013/6/19 2013/06/19 2016/6/30

20130059 新規 2013-059 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕
臨床研究計画
（介入型）

がん治療を目的とした細胞プロセッシングに用いる装置の研究開
発 2013/5/27 承認 2013/6/19 2013/06/19 2014/6/30

20130064 新規 2013-064 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

腫瘍径2cm以下の子宮頸癌IB1期に対する準広汎子宮全摘術の
非ランダム化検証的試験 2013/5/27 承認 2013/6/19 2013/06/19 2021/3/31

20130072 新規 2013-072 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取が不可能になった切
除不能進行･再発胃癌症例に対するsurgical interventionの意義
と適応に関するQOL scoreを使用した前向きコホート研究 2013/5/27 承認 2013/6/21 2013/06/21 2017/3/31

20130073 新規 2013-073 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

狭窄症を伴う初発治癒不能進行胃癌により経口摂取が不可能に
なった症例に対するsurgical interventionの意義と適応に関する
QOL scoreを使用した前向きコホート研究 2013/5/27 承認 2013/6/21 2013/06/21 2017/3/31
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20050084 一部修正 17-84-4
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 河合　俊英

臨床研究計画
（非介入型）

体脂肪分布、糖・脂質代謝指標における血中脂肪酸分画とアディ
ポカインの影響（縦断的検討） 2013/6/24 承認 2013/6/24 2006/03/14 2016/3/31

20080031 一部修正 20-31-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 進　伸幸
臨床研究計画
（介入型）

子宮体癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関
する研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2008/07/18 2015/7/30

20090133 一部修正 2009-133-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関
する多施設共同ランダム化並行群間比較試験 2013/6/24 承認 2013/6/24 2009/11/25 2019/4/30

20090134 一部修正 2009-134-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（非介入型）

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関
する前向きコホート研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2009/11/25 2019/4/30

20090149 一部修正 2009-149-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

関節リウマチの寛解導入療法向上、休薬に関する検討　-関節リ
ウマチにおけるTocilizumab単独投与或いはMTX併用投与による
有効性の比較検討及び、Tocilizmab投与からの離脱の検討-
(SURPRISE Study) 2013/6/24 承認 2013/6/24 2009/11/25 2014/12/31

20090187 一部修正 2009-187-6 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 進　伸幸
臨床研究計画
（非介入型）

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 2013/6/24 承認 2013/6/24 2009/12/26 2016/8/31

20090285 一部修正 2009-285-3 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 中川　健
臨床研究計画
（介入型）

Laparoscopic Radical Prostatectomy(LRP)におけるネオアジュバ
ント療法（手術の前に行う補助療法）の有用性に関する多施設共
同研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2010/06/01 2019/7/31

20100253 一部修正 2010-253-3 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 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 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/02/10 2013/12/31

20100274 一部修正 2010-274-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 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 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/03/15 2014/12/31

20100331 一部修正 2010-331-6 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

初発ステージⅢまたはⅣ期の未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 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/04/05 2017/1/31

20110015 一部修正 2011-015-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 瞳孔測定器RAPiDを用いた緑内障スクリーニングに関する研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/06/07 2014/12/31

20110033 一部修正 2011-033-2 内科学(神経) 鈴木　則宏 内科学(神経) 柴田　護
臨床研究計画
（介入型）

高血圧患者における直接的レニン阻害薬アリスキレンによる片頭
痛予防効果の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/09/14 2013/9/30 2013/9/30

20110037 一部修正 2011-037-3 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 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時の抗凝固療法についての
研究（ダビガトランとワルファリンとの比較研究） 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/06/27 2013/12/31

20110115 一部修正 2011-115-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子 医療計画 内眼手術におけるブリリアントブルーGによる染色 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/09/26 2020/3/31
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20110209 一部修正 2011-209-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（非介入型）

ドナーおよびレシピエントのIL28B遺伝子周辺の１塩基遺伝子多
型性（SNP）解析によるＣ型肝炎ウィルスの肝移植後再発に対す
るインターフェロンによる抗ウィルス治療の効果予測 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/01/30 2014/3/31

20110217 一部修正 2011-217-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（非介入型）

肝移植後短期、及び長期成績に関わるドナーおよびレシピエント
の網羅的遺伝子解析（ゲノムワイド関連解析） 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/11/28 2014/3/31

20110249 一部修正 2011-249-3 内科学(循環器) 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（介入型）

慢性心不全患者を対象としたAdaptive-Servo Ventilatorに関する
ランダム化比較試験（略称：SAVIOR-C） 2013/6/24 承認 2013/6/24 2011/12/26 2013/11/30 2013/10/18

20110322 一部修正 2011-322-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（介入型） ドライアイに対するラクトフェリン内服治療の効果の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/09/24 2013/12/31

20110358 一部修正 2011-358-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

初発慢性期の慢性骨髄性白血病に対するニロチニブの分子遺
伝学的完全寛解達成率を検討する多施設前方視的共同試験 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/03/26 2018/3/31

20120025 一部修正 2012-025-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

潰瘍性大腸炎患者に対するBifidobacterium breve Yakult 株使用
はっ酵乳の寛解維持効果：多施設共同ランダム化比較試験（B-
FLORA） 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/05/08 2017/2/28

20120038 一部修正 2012-038-4 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 浅沼　宏
臨床研究計画
（非介入型）

近赤外分光法を用いた前立腺針生検施行患者尿スペクトル・多
変量解析 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/05/28 2015/3/31

20120057 一部修正 2012-057-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 佐藤　俊朗
臨床研究計画
（非介入型）

消化器組織細胞の培養法確立と遺伝子変異を基にした増殖因
子感受性の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/05/28 2014/5/31

20120058 一部修正 2012-058-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 樋口　肇
臨床研究計画
（非介入型）

癌性腹水患者におけるＣＤ－ＤＳＴ法による抗悪性腫瘍感受性試
験の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/05/28 2016/5/31

20120163 一部修正 2012-163-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

Plerixaforを併用した骨髄破壊的移植前処置による難治性造血器
腫瘍に対する同種造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/10/25 2016/10/31

20120180 一部修正 2012-180-3 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
基礎研究計画
(非介入型） 患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患発症機序の解明 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/07/30 2017/7/31

20120291 一部修正 2012-291-3 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型） 婦人科癌術後、尿失禁の発生率とQOL調査 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/10/22 2014/3/31

20120360 一部修正 2012-360-2 皮膚科 天谷　雅行 総合医科学研究センター 久保　亮治
臨床研究計画
（介入型）

遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、
HMG-CoA還元酵素阻害剤とコレステロールの外用による治療の
試み 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/03/25 2017/3/31

20120385 一部修正 2012-385-2 輸血・細胞療法部 半田　誠 輸血・細胞療法部 半田　誠
臨床研究計画
（非介入型） 自動血球分析装置における造血幹細胞定量の他施設共同研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/01/09 2014/3/31
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20120396 一部修正 2012-396-2 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 池田　一成
臨床研究計画
（非介入型） 蛍光蛋白質を用いたビリルビン測定による新生児黄疸診断 2013/6/24 承認 2013/6/24 2012/12/21 2016/3/31

20120420 一部修正 2012-420-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

統合失調症および双極I型障害患者におけるレジリエンス：二国
間研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/02/25 2015/3/31

20120525 一部修正 2012-525-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

高度進行胃癌（根治切除可能な大型3型・4型胃癌）に対する術前
化学療法としてのTS-1/CDDP/Paclitaxel　療法の第Ⅱ相試験 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/04/22 2020/3/31

20130015 再審査 2013-015-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 白内障手術前後での消費行動の変化 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/3/31

20130018 再審査 2013-018-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） ２種のオートレフケラトメータの測定値比較 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2013/9/30

20130022 新規 2013-022 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（介入型）

高齢者非扁平上皮・非小細胞肺癌に対する
Weeklypaclitaxel/Carboplatin/bevacizumab 併用療法の忍容性と
有効性を検討するために第ＩＩ相試験　NEJ016試験
（UMIN000006622） 2013/4/22 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/8/31

20130035 一部修正 2013-035-2 看護医療学部 小松　浩子 看護医療学部 小松　浩子
臨床研究計画
（非介入型）

経口抗がん剤治療を受ける胃がん患者のアドヒアランスの実態と
課題 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/04/22 2015/3/31

20130048 新規 2013-048 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型） 網膜硝子体疾患における他疾患合併の解析 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/05/27 2016/3/31

20130052 新規 2013-052 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩 基礎研究計画
カテコラミンによる腸管免疫機構の修飾　：　腸内細菌叢への効
果と機序の解明 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/05/27 2016/3/31

20130054 再審査 2013-054-1再 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 肺高血圧症、高安病、冠攣縮性狭心症のゲノムワイド関連研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2016/3/31

20130057 新規 2013-057
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 入江　潤一郎

臨床研究計画
（非介入型）

アンケートによる減量を目的とする肥満症患者心理およの行動の
検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/05/27 2016/5/31

20130091 新規 2013-091 内科学（老年） 広瀬　信義 薬学部 福島　紀子
その他（観察研
究計画） 自宅で生活する高齢者の服薬観に関する調査 2013/5/27 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/3/31

20130095 新規 2013-095 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（非介入型）

膀胱全摘除術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施
行された患者の予後マーカーならびに薬剤耐性因子に関する検
討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/05/27 2017/3/31

20130098 新規 2013-098 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型） 食道癌に対する食道切除再建術前後の運動機能に関する検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/3/31
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20130099 新規 2013-099 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型）

Fuchs角膜内皮変性症および滴状角膜症における白内障手術の
影響の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/6/30

20130101 新規 2013-101 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 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予後予測因子の解析 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2018/12/31

20130102 新規 2013-102 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 中川　健
臨床研究計画
（非介入型） 本邦における泌尿器単孔式腹腔鏡手術の実態調査 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/6/30

20130103 新規 2013-103 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（介入型）

前立腺癌小線源療法後の過活動膀胱症状と関連する尿中マー
カーの同定と解析 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/12/31

20130104 新規 2013-104 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 菊地　栄次
臨床研究計画
（介入型）

BCG膀胱内注入療法患者に発生する排尿症状に関するアンケー
ト調査、ならびに過活動膀胱症状の発現を予測する尿中マー
カー同定の試み 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/12/31

20130106 新規 2013-106 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 大動脈解離における血液バイオマーカーの検討に関する研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2018/6/30

20130108 新規 2013-108 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（非介入型）

脳神経外科手術症例における画像解析及び三次元解剖モデル
の作成 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2018/6/30

20130111 新規 2013-111 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 横山　健次
臨床研究計画
（非介入型）

次世代シークエンサーを用いた多発性骨髄腫微小残存病変
(MRD)の検出と予後に関する検討（第0版) 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2017/3/31

20130112 新規 2013-112 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型）

病期Ⅲ期の下部直腸癌に対する術後補助mFOLFOX6療法の治
療成績の後向き調査 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/9/30

20130113 新規 2013-113 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型） BMIが直腸癌術後再発に与える影響に関する後ろ向き調査 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2018/5/31

20130114 新規 2013-114 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 内視鏡センター 大森　泰
臨床研究計画
（非介入型）

上部消化管内視鏡検査時における飲酒・喫煙に関するアンケー
ト調査 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/6/30

20130115 新規 2013-115 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

絨毛癌発癌における糖鎖構造とその機能変化に関する後方視的
検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2013/10/31 2014/1/22

20130116 新規 2013-116 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型） 本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2018/9/30

20130117 新規 2013-117 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子
臨床研究計画
（非介入型）

子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2期における縮小手術の可能性を検討
するための観察研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/6/30
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20130118 新規 2013-118 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子
臨床研究計画
（非介入型） 婦人科癌の免疫関連分子の発現検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/3/31

20130119 新規 2013-119 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子
臨床研究計画
（非介入型） 子宮頸部上皮内病変に対する蒸散術後の再発因子の検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2016/3/31

20130120 新規 2013-120 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

卵巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としてのPaclitaxel
＋Carboplatin(TC)療法とIrinotecan＋Cisplatin(CPT-P)療法のラ
ンダム化比較試験(Randomized Phase Ⅲ Trial) 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/3/31 2014/2/19

20130123 新規 2013-123 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 多焦点眼内レンズ摘出例の調査 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/3/31

20130124 新規 2013-124 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生 基礎研究計画 ヒト真皮線維芽細胞を用いた毛包誘導法の確立 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2018/3/31

20130125 新規 2013-125 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 川久保　博文
臨床研究計画
（非介入型）

食道扁平上皮癌におけるHOXB9の発現と細胞動態に与える影
響についての研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2023/6/30

20130126 新規 2013-126 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌手術における術後合併症と高ビリルビン血症の関係につ
いての後ろ向き観察研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/3/31

20130127 新規 2013-127 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型）

先天無虹彩症に合併した緑内障に対する線維柱帯切開術の手
術成績 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/12/31

20130128 新規 2013-128 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 緑内障手術の予後不良因子に関する後向き研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2016/12/31

20130129 新規 2013-129 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 海老原　全
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚表面構造のコンピュータ画像解析とその結果に基づく診断ア
ルゴリズムの開発　-後ろ向き研究- 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2016/6/30

20130131 新規 2013-131 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（介入型）

臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対するS-1+MMCを同時併
用する根治的科学放射線療法の臨床第Ⅱ相試験(JCOG0903) 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2023/6/30

20130133 新規 2013-133 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 久松　理一 基礎研究計画
炎症性腸疾患における末梢血単球およびin vitro誘導マクロ
ファージの応答性の解析 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2015/3/31

20130134 新規 2013-134 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹 基礎研究計画
肺非結核性抗酸菌(NTM)症の病勢を反映するバイオマーカーとし
ての末梢血中miRNA遺伝子の有用性を検討するパイロット研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2016/3/31

20130139 新規 2013-139 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔 疫学研究 子宮頸がん検診受診者コホート研究 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/3/31
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20130140 新規 2013-140 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における広汎性子宮頸部摘出術後妊娠の周産期予後に関
する検討 2013/6/24 承認 2013/6/24 2013/06/24 2014/3/31

20130110 新規 2013-110
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 税所　芳史

臨床研究計画
（介入型）

DPP4阻害薬とEPA/DHA製剤の併用による糖・脂質代謝への有
効性についての研究 2013/6/24 承認 2013/7/2 2013/07/02 2018/7/31

20130081 新規 2013-081 微生物学・免疫学 吉村　昭彦 微生物学・免疫学 加藤　真吾 医療計画
カードツールの開発による男性同性愛者のHIV/AIDS感染予防支
援に関する研究 2013/6/24 承認 2013/7/3 2013/07/03 2015/3/31

20130014 新規 2013-014 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（介入型）

慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対するタクロリム
スの治療効果 2013/4/22 承認 2013/7/4 2013/07/04 2018/3/31

20130144 新規 2013-144 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） ドライアイ患者治療前後の調節機能の変化 2013/6/24 承認 2013/7/4 2013/07/04 2015/3/31

20130145 新規 2013-145 外科学（小児） 黒田　達夫 外科学（小児） 藤野　明浩
臨床研究計画
（介入型）

限局性リンパ管腫(lymphangioma circumscriptum)に対する無水
エタノール注入硬化治療のパイロット研究 2013/6/24 承認 2013/7/4 2013/07/04 2018/7/31

20130063 新規 2013-063 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

胃切除後の骨粗鬆症発生頻度の調査および、胃切除術後骨粗
鬆症に対するミノドロン酸の治療効果検討 2013/6/24 承認 2013/7/5 2013/07/05 2019/3/31

20130096 新規 2013-096 腫瘍センター 北川　雄光
腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久

臨床研究計画
（非介入型）

早期胃癌に対する非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術＋センチ
ネルリンパ節ナビゲーション手術の有用性と安全性に関する探索
的臨床研究 2013/6/24 承認 2013/7/5 2013/07/05 2021/5/31

20130142 新規 2013-142 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 大石　直樹
臨床研究計画
（介入型） 耳鳴に対する反復性経頭蓋直流電気刺激(tDCS)治療 2013/6/24 承認 2013/7/5 2013/07/05 2016/3/31

20130147 新規 2013-147 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 中村　俊康
臨床研究計画
（非介入型）

上肢疾患の治療効果が上肢全体の総合的機能に及ぼす影響に
関する後ろ向き研究 2013/6/24 承認 2013/7/5 2013/07/05 2018/3/31

20120516 一部修正 2012-516-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

総合失調症および双極Ⅰ型障害患者におけるレジリエンスと生
物学的指標；予備的調査 2013/6/24 承認 2013/7/8 2013/03/25 2015/3/31

20130135 新規 2013-135 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

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) 2013/6/24 承認 2013/7/8 2013/07/08 2021/3/31

20130045 新規 2013-045
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

臨床研究計画
（介入型）

新規消化管ペプチド「グレリン」による慢性腎臓病患者に対する
安全性の確認 2013/6/24 承認 2013/7/9 2013/07/09 2014/2/28

20130058 新規 2013-058 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 名倉　武雄
臨床研究計画
（非介入型）

動作解析と体表計測による脊柱側湾症の生体力学的病態解明と
進行予測因子の解明 2013/6/24 承認 2013/7/9 2013/07/09 2018/5/31
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20130097 新規 2013-097 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 海老沼　浩利 基礎研究計画

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
学研究補助金難治性疾患克服事業「難治性の肝疾患に関する
調査研究班」多施設共同研究） 2013/6/24 承認 2013/7/11 2013/07/11 2015/11/30

20130105 新規 2013-105 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型）

大動脈瘤及び大動脈解離における炎症メディエーターに関する
研究 2013/6/24 承認 2013/7/16 2013/07/16 2018/7/31

20130136 新規 2013-136 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

根治切除後膵臓・胆道癌症例に対するTS-1の隔日投与法の有
効性・安全性の検討　～Feasibility Study～ 2013/6/24 承認 2013/7/18 2013/07/18 2018/12/31

20130004 新規 2013-004 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

高機能性蛍光磁性ビーズによる高速高感度疾患診断システムの
開発に関する研究 2013/5/27 承認 2013/7/22 2013/07/22 2015/7/31

20130021 新規 2013-021 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（非介入型）

ＲＥＴ融合遺伝子陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学特徴を
明らかにするための前向き観察研究 2013/4/22 承認 2013/7/24 2013/07/24 2016/3/31

20130130 新規 2013-130 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 海老原　全
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚表面構造のコンピュータ画像解析とその結果に基づく診断ア
ルゴリズムの開発　-前向き研究- 2013/6/24 承認 2013/7/24 2013/07/24 2016/7/31

20030061 修正Ａ 15-61-6
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 栗原　勲

臨床研究計画
（非介入型） 副腎腫瘍組織におけるステロイド分画とその調節因子の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2003/11/25 2015/3/31

20070081 修正Ｂ 19-81-8 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 平沢　晃
臨床研究計画
（非介入型）

ゲノムワイドスクリーニング法を用いた産婦人科疾患関連遺伝子
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 2013/7/29 承認 2013/7/29 2008/02/13 2016/3/31

20080031 修正Ｂ 20-31-4 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 進　伸幸
臨床研究計画
（介入型）

子宮体癌の個別化治療に向けたセンチネルリンパ節の同定に関
する研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2008/07/18 2015/7/31

20080054 再審査 20-54-4再 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 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 2013/7/29 承認 2013/7/29 2008/07/31 2017/6/30

20080092 再審査 20-92-7再 再生医学 福田　恵一 再生医学 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 2013/7/29 承認 2013/7/29 2008/11/05 2018/3/31

20080131 修正Ａ 20-131-5 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 別役　智子
臨床研究計画
（非介入型） 肺非結核性抗酸菌症の臨床データベース研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2008/12/22 2014/12/31

20080172 修正Ａ 20-172-3
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 栗原　勲

臨床研究計画
（介入型）

高血圧患者における選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬エ
プレレノン（セララ®）の降圧効果予測因子の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2009/03/26 2015/3/31

20100031 修正Ａ 2010-031-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 桑名　正隆 基礎研究計画
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 2013/7/29 承認 2013/7/29 2010/05/31 2016/3/31
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20100099 修正Ａ 2010-099-2 生理学 岡野　栄之 生理学 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 2013/7/29 承認 2013/7/29 2010/11/10 2016/3/31

20100247 修正Ｂ 2010-247-5
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 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） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/01/13 2015/10/31

20100295 修正Ｂ 2010-295-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 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 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/04/05 2016/4/30

20110001 修正Ａ 2011-001-4 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 吉田　一成
臨床研究計画
（非介入型） 青少年の日常生活と脳腫瘍（Mobi-kids Japan） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/05/02 2015/3/31

20110047 修正Ａ 2011-047-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（介入型）

統合失調症の寛解状態を維持するための脳内ドパミン受容体遮
断の機序 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/07/15 2013/12/31 2013/10/25

20110065 修正Ａ 2011-065-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光
臨床研究計画
（介入型）

乳腺MRI造影病変に対するVolume Navigation ガイド下針生検の
有用性の研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/07/01 2015/12/31

20110121 修正Ｂ 2011-121-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型） 潰瘍性大腸炎における新規腸炎ウイルスの同定 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/09/26 2014/9/30

20110139 修正Ａ 2011-139-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（介入型） CASシステムを用いた保存角膜の評価 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/03/27 2015/3/31

20110144 修正Ａ 2011-144-2 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（非介入型） 急性感音難聴、めまいの原因診断法（外リンパ瘻識別法の開発） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/09/26 2021/9/30

20110160 修正Ａ 2011-160-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（介入型）

慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対するジクアホ
ソルナトリウムの治療効果 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/10/26 2016/3/31

20110167 修正Ａ 2011-167-4 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（介入型）

非扁平上皮・非小細胞肺癌に対するBevacizumabによる1次治療
+維持治療および2次治療の有効性・安全性についての検討-PⅡ
試験- 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/09/26 2018/3/31

20110260 修正Ｂ 2011-260-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキ
シマブ治療の有効性、安全性に関する検討（PRISM　study） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2011/12/12 2015/5/31

20110322 修正Ｂ 2011-322-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（介入型） ドライアイに対するラクトフェリン内服治療の効果の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/09/24 2013/9/30

20120092 修正Ａ 2012-092-2 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 中川　健
臨床研究計画
（介入型）

腎移植における多剤併用療法の検討　－　タクロリムス（グラセプ
ター(R)）・バシリキシマブ・ミゾリビン・ステロイド剤を基本とした治
療法の多施設共同研究　－ 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/06/19 2016/6/30
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20120099 修正Ａ 2012-099-4 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 村上　康二
臨床研究計画
（非介入型）

人間ドック受診者を対象としたFDG-PETによるアルツハイマー病
発症前診断法の確立 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/08/01 2022/7/31

20120161 修正Ｂ 2012-161-5 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

中等度クローン病患者の腹痛等に対する大建中湯（ＴＪ－１００）
の臨床効果～無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同臨床
研究～ 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/09/01 2014/11/30

20120226 修正Ｂ 2012-226-6 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システ
ムの構築 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/10/11 2017/3/31

20120246 修正Ｂ 2012-246-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

機能性ディスペプシアの症状発現における十二指腸知覚受容体
機能の解明（日本・韓国共同研究） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/11/26 2015/11/30

20120258 修正Ａ 2012-258-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

「食道癌に対する化学（放射線）療法、手術治療の奏効とサイトカ
イン、凝固因子の関係に関する観察研究」 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/10/11 2017/3/31

20120269 修正Ｂ 2012-269-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスとインフリキシマブ
の治療効果比較試験 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/10/22 2015/1/31

20120393 修正Ｂ 2012-393-3 感染症学 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹 基礎研究計画
家族性に発症する肺非結核抗酸菌(NTM)症の遺伝子解析（多施
設共同研究） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2012/12/21 2016/3/31

20120464 修正Ｂ 2012-464-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（介入型）

治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術
の有用性関するランダム化比較第ＩＩＩ相試験（JCOG1107試験） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/03/13 2020/3/31

20120467 修正Ｂ 2012-467-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前化学放射線療法
としてのS-1/CDDP/Radiaton療法の第Ⅱ相試験（Neo-KOGCO4
試験） 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/04/22 2019/3/31

20120491 修正Ｂ 2012-491-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

エクササイズプログラム実施による精神的健康およびドライアイ
の改善効果の検討－企業従業員を対象とした介入－ 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/04/22 2014/3/31

20120517 修正Ｂ 2012-517-2 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 橋口　さおり
臨床研究計画
（介入型） 特発性脊椎側彎症の術後疼痛に対するケタミン静脈投与の効果 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/04/08 2015/4/30

20120543 修正Ａ 2012-543-2 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型）

心臓外科手術における揮発性吸入麻酔薬デスフルランによる心
筋コンディショニング効果の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/05/07 2018/5/31

20130042 修正Ｂ 2013-042-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞
診とHPV DNA検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為
化比較研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/04/22 2021/3/31

20130068 再審査 2013-068-1再 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 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モサプリドクエン酸塩とプラセボを
用いた二重盲検比較試験 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/9/30
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20130079 修正Ｂ 2013-079-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） 腹式呼吸が涙液量に与える影響の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/05/27 2015/3/31

20130082 新規 2013-082 皮膚科学 天谷　雅行 先端研（細胞） 河上　裕
臨床研究計画
（介入型）

進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量
IL-2併用の短期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の第Ⅰ相臨
床試験 2013/5/27 承認 2013/7/29 2013/07/29 2017/7/31

20130107 新規 2013-107 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 高月　誠司
臨床研究計画
（非介入型） 心房細動カテーテルアブレーション後の再発評価法の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/06/24 2014/6/30

20130146 再審査 2013-146-1再 生理学 岡野　栄之 整形外科学 中村　雅也 基礎研究計画
ヒト人工多能性幹細胞由来神経幹細胞を用いた中枢神経系の再
生医学に関する基礎研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/06/24 2018/3/31

20130148 新規 2013-148 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 日本救急医学会　熱中症患者の即日登録調査への参画 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2013/9/30

20130149 新規 2013-149 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子
臨床研究計画
（非介入型）

子宮頸部上皮内病変に対する蒸散術後の再発因子の前方視野
的検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2017/12/31

20130151 新規 2013-151 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 尾原　秀明
臨床研究計画
（非介入型） 膠原病に併存した末梢動脈疾患に対する血管内治療の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/12/31

20130153 新規 2013-153 小児科学 高橋孝雄 小児科学 福島 裕之
臨床研究計画
（非介入型）

Eisenmenger症候群成人例の羅病率・生存率および内科的管理
に関する多施設共同研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2018/3/31

20130155 新規 2013-155 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 直線加圧測定方式NIBPの有効性検証のための臨床評価 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/6/30

20130156 新規 2013-156 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型） 上部尿路腫瘍に対するCT urographyとMRIの病変検出能の比較 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/8/31

20130158 新規 2013-158 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（非介入型） 本邦クローン病におけるカプセル内視鏡所見の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/3/31

20130159 新規 2013-159 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

子宮体癌におけるAuroraキナーゼ蛋白の発現とその抗癌剤感受
性に関する後方視野的検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/3/31 2013/12/11

20130160 新規 2013-160 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型） 糖代謝異常合併妊娠のゲノム疫学研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/3/31

20130161 新規 2013-161 看護部 鎮目　美代子 看護部 秋山　結美子
臨床研究計画
（非介入型） ストーマ装具のストーマ周囲皮膚に対する慢性刺激の評価 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/3/31
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20130162 新規 2013-162 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 吉田　一成
臨床研究計画
（非介入型）

脳神経外科手術における320列面検出器CTによる血管撮影の解
析研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2016/7/31

20130163 新規 2013-163 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型）

インドシアニングリーン蛍光眼底造影によるVIEW2試験の日本人
PCV症例の診断と検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/7/31

20130166 新規 2013-166 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型）

メモリークリニック受診患者における、認知機能障害と脳画像所
見の特徴、および認知症の発症リスクに関する調査 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/12/31

20130167 新規 2013-167 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子

その他（レトロス
ペクティブ観察
研究）

慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対する治療用コ
ンタクトレンズ治療症例のレトロスペクティブ調査 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2016/3/31

20130170 新規 2013-170 放射線科学（治療） 茂松　直之 放射線科学（治療） 深田　淳一
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌低用量持続化学療法併用放射線治療の治療効果と有害
事象及び予後因子に関する後ろ向き観察研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/12/31

20130174 新規 2013-174 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（介入型）

エベロリムスが経口投与されている進行性腎細胞癌患者もしくは
結節性硬化症患者における治療薬物モニタリングの有効性の検
討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2016/12/31

20130175 新規 2013-175 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型） 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/7/31

20130176 新規 2013-176 看護医療学部 武田　祐子 看護医療学部 朴　順禮
臨床研究計画
（介入型）

がん患者に対するマインドフルネス教室の実施可能性に関する
研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/6/30

20130186 新規 2013-186 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（介入型）

大動脈解離による肺酸素化障害におけるエラスポールの有用性
を検討する試験 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2018/7/31

20130190 新規 2013-190 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） EEC症候群患者の前眼部評価 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2016/3/31

20130192 新規 2013-192 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 新藤　悦子
臨床研究計画
（非介入型）

外来で長期にわたって化学療法を続けていく進行再発大腸がん
患者の支援体制の構築－療養中に体験している心理社会的な
問題と支援ニーズ－ 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/3/31

20130194 新規 2013-194 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊 基礎研究計画
大腸癌におけるセツキシマブの結合可能なＥＧＦＲ発現量と治療
効果の解析 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2019/3/31

20130195 新規 2013-195 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（介入型）

リファブチン含有レジメンによるH.pylori三次除菌療法の無作為化
比較試験 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2017/10/31

20130199 新規 2013-199 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 齋藤　康一郎
臨床研究計画
（非介入型） コーンビームCTを用いた喉頭、気管の形状の測定 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2023/3/31
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20130201 新規 2013-201 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 池田　一成
臨床研究計画
（非介入型）

血清中の炎症性マーカーsyndecan-4による新生児慢性肺疾患
の発症予測 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2018/6/30

20130202 新規 2013-202 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
その他（前方視
観察研究） 嚥下機能評価のための開口筋力測定計の開発 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/5/31

20130204 新規 2013-204 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕
臨床研究計画
（介入型）

治療抵抗性の癌に対するセラクルミン（高吸収クルクミン）の悪液
質改善効果の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/3/31

20130205 新規 2013-205 外科学（小児） 黒田　達夫 外科学（小児） 藤野　明浩
臨床研究計画
（非介入型） 小児リンパ管疾患の組織細胞生物学的検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2017/3/31

20130206 新規 2013-206 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 林田　健太郎 医療計画 重症大動脈弁狭窄症に対する径カテーテル大動脈弁留置術 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/5/31

20130207 新規 2013-207 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 武林　亨
臨床研究計画
（非介入型）

食物摂取頻度調査票（FFQ)の妥当性・再現性とメタボローム解析
との関連性に関する研究 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2014/8/31

20130209 新規 2013-209 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 茶園　美香
臨床研究計画
（介入型）

化学療法中の婦人科がん患者に対するセルフケア型運動プログ
ラムの実行可能性の検討 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/07/29 2015/3/31

20130210 新規 2013-210 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 佐藤　俊朗 その他 消化器がんの遺伝子変異解析による新規がん治療創薬 2013/7/29 承認 2013/7/29 2013/05/27 2016/3/31

20130056 新規 2013-056 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（介入型）

難治性の心不全患者に対するトルバプタン継続投与のQOLに対
する有用性を検討する探索的ランダム化、非盲検、並行群間比
較試験 2013/5/27 承認 2013/8/2 2013/08/02 2014/12/31

20080073 一部修正 20-73-3 内科学（循環器） 福田　恵一 第一三共寄附講座 香坂　俊
臨床研究計画
（非介入型）

日本心臓血管データベース(Japan Cardiovascular
Database,JCD)カテーテルレジストリ研究 2013/6/24 承認 2013/8/7 2008/08/07 2018/12/31

20130122 新規 2013-122 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕 基礎研究計画 ヒト末梢血を用いた免疫応答の解析 2013/6/24 承認 2013/8/7 2013/08/07 2018/3/31

20120222 再審査 2012-222-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子 基礎研究計画 IｇG4関連疾患における疾患関連遺伝子の解析 2013/3/25 承認 2013/8/8 2013/08/08 2016/8/31

20120443 新規 2012-443 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 田邉　稔
臨床研究計画
（非介入型） 肝胆膵疾患に対する外科的治療の妥当性・有効性の解析 2013/2/25 承認 2013/8/8 2013/08/08 2015/3/31

20130007 再審査 2013-007-1再 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

手術不能進行・再発肝細胞癌に対する高用量CDDP(IA-call)/フ
ルオロウラシル(5-FU)動注化学療法の外来投与における検討
[臨床第Ｉ相試験] 2013/7/29 承認 2013/8/8 2013/08/08 2018/8/31
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20130152 新規 2013-152 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 菊地　栄次
臨床研究計画
（介入型）

低容量BCG膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安
全性に関するランダム化比較試験 2013/7/29 承認 2013/8/8 2013/08/08 2017/9/30

20130169 新規 2013-169 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨
床試験（JALSG Burkitt-ALL213） 2013/7/29 承認 2013/8/8 2013/08/08 2023/8/31

20130177 新規 2013-177 精神・神経科学 加藤　元一郎 精神・神経科学 加藤　元一郎
臨床研究計画
（非介入型）

脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた変性性
認知症およびその関連疾患の病態に関する研究 2013/7/29 承認 2013/8/8 2013/08/08 2016/1/31

20130196 新規 2013-196 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 外傷急性期凝固線溶動態に関する多施設共同後向き研究 2013/7/29 承認 2013/8/8 2013/08/08 2015/9/1

20120118 一部修正 2012-118-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型）

円錐角膜に対するKXLを用いた角膜クロスリンキングの有効性と
安全性と安全性 2012/8/13 承認 2013/8/13 2013/08/13 2015/9/30

20130168 新規 2013-168 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

成人フィラデルフィア染色体陰性PrecursorB細胞性急性リンパ性
白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
（JALSG Ph(-) B-ALL213） 2013/7/29 承認 2013/8/13 2013/08/13 2020/3/31

20130171 新規 2013-171 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

成人precursprT細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化
学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG T-ALL213-O） 2013/7/29 承認 2013/8/13 2013/08/13 2020/3/31

20130173 新規 2013-173 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

白内障手術患者に対する新しい角膜形状解析装置一体型光学
式眼軸長測定装置と既存測定装置による眼内レンズ度数計算精
度および検査時間の比較 2013/7/29 承認 2013/8/13 2013/08/13 2014/8/31

20130189 新規 2013-189 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 中塚　誠之
臨床研究計画
（非介入型）

副腎静脈サンプリングにおける副腎動脈造影下CTangiographyの
有用性について 2013/7/29 承認 2013/8/13 2013/08/13 2014/12/31

20130198 新規 2013-198 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（介入型）

スニチニブ抵抗性となった転移性もしくは進行性腎細胞癌に対す
るアキシチニブの治療薬物モニタリングに基づく個別化投与法の
第II相試験 2013/7/29 承認 2013/8/13 2013/08/13 2014/3/31

20130150 新規 2013-150 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 中村　雅也
臨床研究計画
（非介入型）

後縦靭帯骨化症患者由来iPS細胞の樹立および病態解明に関す
る研究 2013/7/29 承認 2013/8/14 2013/08/14 2016/5/31

20130184 新規 2013-184 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 2013/7/29 承認 2013/8/14 2013/08/14 2016/8/31

20130185 新規 2013-185 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 心不全患者におけるトルバプタンの有用性を検討する研究 2013/7/29 承認 2013/8/14 2013/08/14 2018/8/31

20130203 新規 2013-203 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型）

多目的コホート研究における認知症およびうつ病のリスク要因と
一次予防対策解明のための分析疫学的研究（多目的コホート研
究におけるメンタルヘルス研究） 2013/7/29 承認 2013/8/16 2013/08/16 2023/7/31
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20130180 新規 2013-180 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

食道癌におけるCTリンフォグラフィを用いたセンチネルリンパ節
診断の有用性に関する研究 2013/7/29 承認 2013/8/19 2013/08/19 2023/8/31

20120195 修正Ｂ 2012-195-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔 基礎研究計画 女性性器癌症例における予後不良因子の探索研究 2013/7/29 承認 2013/8/21 2012/08/21 2014/12/31

20120494 再審査 2012-494-1再 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 末岡　浩
臨床研究計画
（介入型）

着床前診断に関する臨床研究　オルニチントランスカルバミラー
ゼ（OTC）欠損症（OTC-2） 2013/7/29 承認 2013/8/21 2013/08/21 2023/8/31

20050002 修正Ｂ 17-2-7 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（非介入型） 効果的治療法選択のための脳腫瘍の遺伝子解析 2013/7/29 承認 2013/8/22 2005/04/28 2015/3/31

20130182 新規 2013-182 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 村上　康二
臨床研究計画
（非介入型）

人間ドック受診者を対象としたFDP-PET、アミロイドイメージング
によるアルツハイマー病発生リスクの検討 2013/7/29 承認 2013/8/22 2013/08/22 2016/8/31

20130179 新規 2013-179 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

治療抵抗性および再発中高悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫
に対する自家末梢血幹細胞移植の前処置としてのベンダムスチ
ンを含む多剤併用化学療法の安全性の検討 2013/7/29 承認 2013/8/26 2013/08/26 2017/8/31

20130088 新規 2013-088 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（介入型）

上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陰性の既治療進行・再
発非小細胞肺癌非喫煙例に対するアムルビシン（AMR）＋エルロ
チニブ（ERL）療法の安全性と有効性の検討　－Phase II Study－
（TORG1320) 2013/5/27 承認 2013/9/17 2013/09/26 2016/9/30

20130197 新規 2013-197 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（介入型）

高齢者化学療法未施行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Pemetrexed/Bevacizumab 併用療法後の
pemetrexed 維持療法とPemetrexed/Bevacizumab 併用維持療
法の有効性と安全性を比較検討する無作為化第ＩＩ相臨床試験 2013/7/29 承認 2013/9/18 2013/09/26 2016/5/31

20130183 新規 2013-183 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也 基礎研究計画 高機能性蛍光・磁性ビーズを用いた迅速免疫染色の開発研究 2013/7/29 承認 2013/9/24 2013/09/26 2018/9/30

20130187 新規 2013-187 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光
臨床研究計画
（非介入型）

HER過剰発現乳癌に対するトラスツズマブとパクリタキセルによる
術前化学療法の効果予測因子の探索的研究 2013/7/29 承認 2013/9/24 2013/9/26 2016/3/31

20021020 修正Ｂ 14-20A-10 内科学（老年） 広瀬　信義 内科学（老年） 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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2002/07/26 2015/6/30

20022020 修正Ｂ 14-20B-8 内科学（老年） 広瀬　信義 内科学（老年） 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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2002/07/26 2015/6/30

20070068 修正Ａ 19-68-7 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型） 早期胃癌内視鏡治療後、H.Pylori除菌後胃粘膜のサーベイランス 2013/9/27 承認 2013/9/27 2008/02/04 2016/11/30

20080016 修正Ｂ 20-16-24 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2008/06/08 2018/5/31
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20080066 修正Ｂ 20-66-3 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 鈴木　則宏
臨床研究計画
（非介入型） パーキンソン病患者データベースの構築とそれに基づく臨床研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2008/09/26 2018/12/31

20090009 修正Ａ 2009-9-8 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 別役　智子
臨床研究計画
（非介入型） 日本人重症喘息患者に関する調査研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2009/05/13 2016/12/31

20090040 修正Ｂ 2009-40-6 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
臨床研究計画
（介入型）

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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2009/05/25 2017/7/31

20090095 修正Ａ 2009-95-3 保健管理センター 河邊　博史 保健管理センター 横山　裕一
臨床研究計画
（非介入型） 腹囲測定の本邦標準法と国際標準法の比較 2013/9/27 承認 2013/9/27 2009/07/31 2014/10/31

20090119 修正Ｂ 2009-119-2 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（非介入型）

小児慢性期慢性骨髄性白血病（CML）に対する多施設共同観察
研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2009/09/14 2019/9/30

20090142 修正Ａ 2009-142-2 形成外科学 貴志　和夫 形成外科学 貴志　和夫
臨床研究計画
（非介入型） 日本形成外科学会疾患登録システム 2013/9/27 承認 2013/9/27 2009/10/26 2015/12/31

20090148 修正Ｂ 2009-148-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2009/11/12 2015/1/31

20100080 修正Ｂ 2010-080-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 自己免疫疾患の病態メカニズムの解明と治療手段の開発 2013/9/27 承認 2013/9/27 2010/10/07 2015/3/31

20100162 修正Ａ 2010-162-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 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- 2013/9/27 承認 2013/9/27 2010/09/27 2020/6/30

20100212 修正Ａ 2010-212-4 外科学(一般・消化器) 北川　雄光 外科学(一般・消化器) 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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/1/18 2017/1/31

20100312 修正Ｂ 2010-312-3 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/04/05 2023/4/30

20100326 修正Ａ 2010-326-2 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 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 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/04/05 2021/4/30

20110010 修正Ｂ 2011-010-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

直腸炎型潰瘍性大腸に対するメサラジン坐剤の有用性に関する
臨床研究-寛解導入における有用性と寛解維持療法としてのオン
デマンド療法の有用性- 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/05/13 2015/12/31

20110027 修正Ｂ 2011-027-5 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型） 胆道癌切除例に対するTS-1術後補助化学療法のFeasibility試験 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/07/15 2017/12/31
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20110029 修正Ａ 2011-029-4 感染症学 岩田　敏 感染症学教室 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型） 小児化膿性髄膜炎の全国調査 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/06/07 2021/6/30

20110048 修正Ｂ 2011-048-3 外科学(一般・消化器) 北川　雄光 外科学(一般・消化器) 長谷川　博俊
臨床研究計画
（介入型）

EGFR 陽性、K-ras wild type 切除不能進行・再発大腸癌に対す
る1st lineとしてのS-1+Oxaliplatin+Cetuximab併用療法の第Ⅱ相
試験-KODK9- 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/07/29 2018/8/31

20110049 修正Ａ 2011-049-6 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
臨床研究計画
（介入型）

進行期悪性黒色腫に対するカルボプラチン・パクリタキセル併用
ペプチドパルス樹状細胞ワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/10/20 2014/10/31

20110057 修正Ａ 2011-057-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

抗精神病薬による治療効果および副作用に関連する遺伝情報の
探索 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/06/27 2015/12/31

20110131 修正Ａ 2011-131-2
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

臨床研究計画
（介入型）

２型糖尿病食事療法における間欠的宅配食利用の有効性に関
する検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/09/26 2016/10/31

20110141 修正Ｂ 2011-141-3 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型）

脊椎脊髄疾患の治療成績評価の研究－レジストリーシステムを
用いた多施設前向き研究－ 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/01/01 2027/12/31

20110219 修正Ｂ 2011-219-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 尾原　秀明
臨床研究計画
（介入型）

JAGUAR Study（ピタバスタチンの静脈グラフト狭窄に対する効果
の検討－多施設共同無作為割付試験－） 2013/9/27 承認 2013/9/27 2011/12/08 2018/2/28

20110279 修正Ａ 2011-279-5 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 津崎　晃一
臨床研究計画
（非介入型） 術後疼痛を増強させる因子の解明 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/01/23 2016/3/31

20110366 修正Ａ 2011-366-2 血液浄化・透析センター 林　松彦 血液浄化・透析センター 吉田　理
臨床研究計画
（介入型） 血液透析患者におけるカルニチン製剤の効果 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/03/26 2015/9/30

20120046 修正Ｂ 2012-046-3 病理学 岡田　保典 病理学 岡田　保典 基礎研究計画 関節疾患における関節破壊・再生の分子機構の解析研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/05/28 2015/3/31

20120125 修正Ｂ 2012-125-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子宮頚癌
のHPV16/18陽性割合の推移に関する長期疫学研究（第Ⅰ期；
2012年4月－2019年12月） 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/06/25 2019/12/31

20120150 修正Ａ 2012-150-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（非介入型）

潰瘍性大腸炎に合併するサイトメガロウイルス（ＣＭＶ）再活性化
症例の予後の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/07/30 2015/7/31

20120241 修正Ｂ 2012-241-4 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対
する二次的腫瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパク
リタキセル（またはゲムシタビン）の併用療法にべバシズマブを併
用維持療法として使用した場合の有効性を検討するランダム化
第Ⅲ相比較臨床試験（GOG-0213) 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/11/01 2018/11/30

20120251 修正Ｂ 2012-251-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型） 13C酢酸呼気試験を用いた胃運動能評価 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/09/24 2014/11/30
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20120293 修正Ａ 2012-293-4 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（介入型）

長期ビスフォスフォネート投与患者に対する新規ビタミンD製剤の
有用性の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/11/15 2014/11/30

20120296 修正Ｂ 2012-296-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型） 福島第一原発作業者に対する眼科検診研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/10/22 2022/10/31

20120297 修正Ａ 2012-297-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（介入型） 潰瘍性大腸炎の寛解維持に対するCAP療法の有効性の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/12/20 2014/9/30

20120360 修正Ｂ 2012-360-3 皮膚科 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（介入型）

遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、
HMG-CoA還元酵素阻害剤とコレステロールの外用による治療の
試み 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/03/25 2017/3/31

20120393 修正Ａ 2012-393-4 感染症学 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹 基礎研究計画
家族性に発症する肺非結核抗酸菌(NTM)症の遺伝子解析（多施
設共同研究） 2013/9/27 承認 2013/9/27 2012/12/21 2016/3/31

20120465 修正Ｂ 2012-465-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 和田　則仁
臨床研究計画
（非介入型）

ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に
関する研究（Study on Treatment After Compleate Resection of
High Risk Gastrointestinal Stromal Tumors; STAR ReGISTry） 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/02/25 2018/12/31

20120479 修正Ｂ 2012-479-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 古茶　大樹
臨床研究計画
（非介入型）

生体肝移植におけるレシピエントおよびドナーの心理的負担に関
する研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/02/25 2014/3/31 2014/3/31

20120496 再審査 2012-496-1再 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 末岡　浩
臨床研究計画
（介入型）

着床前診断に関する臨床研究　習慣流産と診断された均衡型相
互転座：46，XX,t(1；21)(q42.3；q22.2) 保因者（CT-23） 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/9/27 2023/9/30

20120540 修正Ａ 2012-540-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將 その他 光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/03/25 2018/3/31

20120547 再審査 2012-547-1再 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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 脊髄性筋萎縮症:(SMA-1) 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2023/9/30

20130023 修正Ａ 2013-023-2 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 林田　健太郎
臨床研究計画
（非介入型） 心臓弁膜症の診療・予後調査のレジストリ研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/04/22 2019/4/30

20130032 修正Ｂ 2013-032-2 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（介入型）

改良型カプセル内視鏡およびワークステーションの有用性および
安全性の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/04/22 2015/4/30

20130039 修正Ｂ 2013-039-2 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 広瀬　寛
臨床研究計画
（非介入型）

人間ドック受信者における、内臓脂肪および皮下脂肪面積と各種
代謝性疾患や動脈硬化性疾患の有無との関連の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/04/22 2020/4/30

20130047 修正Ａ 2013-047-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 宮本　健史
臨床研究計画
（介入型）

骨粗鬆症に対する多施設共同ランダム化比較臨床研究　－ミノド
ロン酸水和物とラロキシフェン塩酸塩の比較による有効性・安全
性の検討－ 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/06/05 2018/6/30
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20130078 再審査 2013-078-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型）

赤色光血流計を用いたマイボーム腺機能不全患者の眼瞼血流
量の測定 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/6/30

20130109 新規 2013-109 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型） 脊柱における変形と加齢が骨質に与える影響の評価研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/06/24 2018/12/31

20130139 修正Ｂ 2013-139-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔 疫学研究 子宮頸がん検診受診者コホート研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/06/24 2021/6/30

20130140 修正Ｂ 2013-140-2 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における広汎性子宮頸部摘出術後妊娠の周産期予後に関
する検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/06/24 2014/3/31

20130144 修正Ａ 2013-144-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） ドライアイ患者治療前後の調節機能の変化 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/07/04 2016/3/31

20130164 再審査 2013-164-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（介入型）

滲出型加齢黄斑変性の視力良好例に対するアフリベルセプトの
臨床的効果を検討する研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2015/12/31

20130172 再審査 2013-172-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型）

未成年者を対象とした「ブレスオーコレクト(R)」を用いたオルソケ
ラトロジー療法に対する多施設共同臨床研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2017/12/31

20130175 修正Ａ 2013-175-2 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型） 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/07/29 2015/7/31

20130181 新規 2013-181 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（非介入型）

GICUにおける急性期患者への下肢抵抗運動に重点をおいた急
性期リハビリテーションの効果の検証 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2015/3/31

20130192 修正Ｂ 2013-192-2 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 新藤　悦子
臨床研究計画
（非介入型）

外来で長期にわたって化学療法を続けていく進行再発大腸がん
患者の支援体制の構築－療養中に体験している心理社会的な
問題と支援ニーズ－ 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/07/29 2015/3/31

20130195 修正Ｂ 2013-195-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（介入型）

リファブチン含有レジメンによるH.pylori三次除菌療法の無作為化
比較試験 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/07/29 2017/10/31

20130204 修正Ｂ 2013-204-2 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕
臨床研究計画
（介入型）

治療抵抗性の癌に対するセラクルミン（高吸収クルクミン）の悪液
質改善効果の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/07/29 2015/3/31

20130208 再審査 2013-208-1再 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（介入型） 気分障害における条件付けを用いた情動学習の検証 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/3/31

20130209 修正Ｂ 2013-209-2 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 茶園　美香
臨床研究計画
（介入型）

化学療法中の婦人科がん患者に対するセルフケア型運動プログ
ラムの実行可能性の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/07/29 2015/3/31
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20130211 新規 2013-211 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（非介入型） 潰瘍性大腸炎に対する超拡大大腸内視鏡の有用性 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/12/31

20130212 新規 2013-212 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生 その他 頭蓋縫合早期癒合症の診断治療の現状に関する調査 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/3/31

20130214 新規 2013-214 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 涌井　昌俊 その他 他施設匿名化検体を対象とする血液凝固関連研究検査の実施 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/3/31

20130216 新規 2013-216 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 新庄　正宜
臨床研究計画
（非介入型） 小児（科）患者におけるインフルエンザワクチンの効果 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2023/9/30

20130223 新規 2013-223 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

子宮頸部神経内分泌腫瘍の病態と病理学的・分子生物学的分
析 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2017/3/31

20130225 新規 2013-225 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊 基礎研究計画

潰瘍性大腸炎治療薬（スルファサラジン）が癌幹細胞マーカー
（CD44とその制御因子）および大腸癌発生に与える影響に関する
後ろ向き調査 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2018/8/31

20130227 新規 2013-227 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光 基礎研究計画
アロマターゼ阻害剤耐性ホルモン受容体陽性乳がん細胞株の樹
立に関する研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2021/12/31

20130228 新規 2013-228 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生
臨床研究計画
（非介入型）

難治性血管腫・血管奇形についての調査研究班　患者実態調査
および治療法の研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/3/31 2013/11/15

20130229 新規 2013-229 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人
臨床研究計画
（非介入型） 尿試験紙AUTION Sticks　ビリルビン比色表の色調評価 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/3/31

20130231 新規 2013-231 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 屈折矯正手術前後の眼軸長変化 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2018/12/31

20130232 新規 2013-232 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） YAGレーザー後発白内障切開術前後の視機能障害の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/12/31

20130234 新規 2013-234 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人
臨床研究計画
（非介入型） 自己検査用グルコース測定装置　二プロTRUEpicoの検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2013/12/31

20130235 新規 2013-235 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 循環器疾患における高感度トロポニンT測定に関する研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2018/9/30

20130236 新規 2013-236 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 急性大動脈解離の合併症予測因子の同定のための観察研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2018/9/30
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20130237 新規 2013-237 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（非介入型） 疫学調査　血液疾患登録 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2023/9/30

20130239 新規 2013-239 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 末岡　浩
臨床研究計画
（非介入型）

重度の男性不妊症患者由来組織を用いたDNA関連解析による
特発性造精機能障害の解明研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2023/9/30

20130240 新規 2013-240 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型）

消化器疾患における便中カルプロテクチン測定試薬　「EliA
Calprotectin」臨床性能試験 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/10/31

20130242 新規 2013-242 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型） 膵頭十二指腸切除術の術前栄養介入の有用性に関する研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/12/31

20130244 新規 2013-244 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型）

大腸生検組織でサイトメガロウイルス免疫染色陽性を示した潰瘍
性大腸炎患者の予後の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/7/31

20130245 新規 2013-245 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 香取　信之
臨床研究計画
（非介入型）

経皮的肝組織酸素飽和度は肺動脈絞扼術の効果判定として有
用であるか 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/9/30

20130247 新規 2013-247 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 脊椎関節炎の合併症に関する調査 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/6/30

20130248 新規 2013-248 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型）

アレルギー性気管支肺真菌症の診断・治療指針確立のための症
例登録研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2021/3/31

20130249 新規 2013-249 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型） 睡眠時無呼吸症候群における眠気の評価 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/12/31

20130250 新規 2013-250 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光 医療計画 グリオーマの分子生物学的特徴に基づく個別化治療 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2018/9/30

20130251 新規 2013-251 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 柏木　和弘
臨床研究計画
（非介入型）

内視鏡・手術検体を用いたPESI-MS法による迅速がん組織診断
法の確立 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2015/12/31

20130252 新規 2013-252 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（非介入型） 小児における副鼻腔の発生、発達過程の画像解析研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/9/30

20130256 新規 2013-256 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存成人患者における
Quality of Lifeに関する調査研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/4/30

20130257 新規 2013-257 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

子宮移植に対する一般市民のインターネット上によるアンケート
意識調査 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2015/3/31
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20130259 新規 2013-259 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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：デュシェンヌ型筋ジストロフィー
（DMD-39） 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2023/9/30

20130266 新規 2013-266 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（非介入型） 進行肺がん患者およびその家族が抱える問題に関する調査 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2018/3/31

20130267 新規 2013-267 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（介入型） 鼻閉を伴う睡眠時無呼吸症候群の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2015/12/31

20130268 新規 2013-268 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（非介入型）

「慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイに対するジクアホ
ソルナトリウム治療長期効果に関するレトロスペクティブ調査」の
研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2017/3/31

20130273 新規 2013-273 医療政策・管理学 池上　直己 医療政策・管理学 池上　直己
臨床研究計画
（非介入型）

終末期医療に関する意識調査の調査対象拡大の検討に資する
基礎研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2016/11/30

20130275 新規 2013-275 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 和田　則仁
臨床研究計画
（介入型）

新規ドレーン固定具の安全性・有効性評価のための前向き介入
研究 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2014/9/30

20130276 新規 2013-276 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型）

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を完了した患者を対象とし
た前向きコホート試験 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2021/12/31

20130278 新規 2013-278 腫瘍センター 矢作　直久 腫瘍センター 浦岡　俊夫
臨床研究計画
（介入型）

大腸鋸歯状病変発生における腸管スピロヘータの関与について
の検討 2013/9/27 承認 2013/9/27 2013/09/27 2015/3/31

20130226 新規 2013-226 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 岸本　泰士郎
臨床研究計画
（非介入型）

ドライアイ患者における気分の変遷と治療効果・自覚症状に関す
る研究 2013/9/27 承認 2013/10/4 2013/10/04 2014/6/30

20120057 修正Ｂ 2012-057-4 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 佐藤　俊朗
臨床研究計画
（非介入型）

消化器組織細胞の培養法確立と遺伝子変異を基にした増殖因
子感受性の検討 2013/9/27 承認 2013/10/8 2012/05/28 2014/5/31

20120439 再審査 2012-439-1再 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型） 解離・転換症状の認知神経機能に関する研究 2013/6/24 承認 2013/10/8 2013/06/24 2015/3/31

20130121 新規 2013-121 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 大平　貴之
臨床研究計画
（非介入型） 脳神経外科手術における神経機能モニタリング症例解析研究 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/06/24 2018/6/30

20130215 新規 2013-215 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（非介入型）

クローン病粘膜病変に対するバルーン小腸内視鏡とMRエンテロ
グラフィーの比較試験：国内多施設共同試験 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/09/27 2016/3/31

20130218 新規 2013-218 外科学（心臓血管） 四津　良平 外科学（心臓血管） 志水　秀行 医療計画

内腸骨動脈の温存が不可欠な腸骨動脈瘤、及び、腹部大動脈瘤
を有する患者に対して、『Cook Medical ： Zenith Branch
Endovascular Graft』を使用した内腸骨動脈の温存治療計画 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/09/27 2016/8/31
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20130219 新規 2013-219 外科学（心臓血管） 四津　良平 外科学（心臓血管） 志水　秀行 医療計画

内腸骨動脈の温存が不可欠な腸骨動脈瘤、及び、腹部大動脈瘤
を有する患者に対して、『Atrium Medical Corporation Advanta
V12』を使用した内腸骨動脈の温存治療計画 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/09/27 2016/8/31

20130246 新規 2013-246 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/09/27 2020/3/31

20130253 新規 2013-253 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹 医療計画 難治性慢性下気道感染に対するアミカシン吸入療法 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/09/27 2018/9/30

20130272 新規 2013-272 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型）

三次元Fiber grantingセンサ呼吸診断システムを用いた脳血管障
害患者および筋ジストロフィー患者の夜間呼吸解析 2013/9/27 承認 2013/10/8 2013/09/27 2015/9/30

20100232 修正Ｂ 2010-232-6 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 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 2013/9/27 承認 2013/10/9 2011/02/10 2018/3/31

20130013 新規 2013-013 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（介入型）

ドライアイの眼表面に対するレーザー生体共焦点顕微鏡の応用
性 2013/9/27 承認 2013/10/9 2013/09/27 2018/3/31

20080034 修正Ａ 20-34-3 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（介入型）

耳硬化症患者における骨密度測定と骨粗鬆症薬に対する難聴予
防効果に対する調査 2013/9/27 承認 2013/10/18 2008/11/19 2018/10/31

20130221 新規 2013-221 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人 基礎研究計画
Fuchs角膜内皮変性症患者の原因遺伝子解析、iPS細胞の樹立
とそれを用いた疾患解析に関する研究 2013/9/27 承認 2013/10/18 2013/10/18 2017/3/31

20130263 新規 2013-263 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 中塚　誠之
臨床研究計画
（介入型）

体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用いた内臓
動脈瘤瘤内塞栓術の有効性と安全性の臨床評価：多施設共同
研究 2013/9/27 承認 2013/10/18 2013/10/18 2016/7/31

20130264 新規 2013-264 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 中塚　誠之
臨床研究計画
（介入型）

体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用いた血管
塞栓術の有効性と安全性の臨床評価：多施設共同研究 2013/9/27 承認 2013/10/18 2013/10/18 2016/7/31

20130265 新規 2013-265 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 中塚　誠之 その他 AMPLATZERバスキュラープラグ　使用成績調査 2013/9/27 承認 2013/10/18 2013/10/18 2017/11/30

20130274 新規 2013-274 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（介入型）

小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）
に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試
験　JPLSG ALL-Pｈ13 2013/9/27 承認 2013/10/18 2013/10/18 2021/9/30

20130230 新規 2013-230 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型）

圧力センサーを応用した痛み計測装置を用いた眼表面性状と角
膜知覚の関連性の測定 2013/9/27 承認 2013/10/22 2013/09/27 2016/6/30

20130258 新規 2013-258 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

子宮体癌におけるDNAミスマッチ修復（MMR）遺伝子の異常メチ
ル化とエピミューテーションの網羅的解析 2013/9/27 承認 2013/10/25 2013/10/25 2016/3/31
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20080136 修正Ｂ 20-136-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 篠田　昌宏 医療計画 ＡＢＯ血液型不適合肝移殖に対するリツキシマブ併用門注療法 2013/10/28 承認 2013/10/28 2009/01/13 2016/8/31

20090016 修正Ａ 2009-16-3 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 谷川　瑛子
臨床研究計画
（非介入型） 稀少難治性皮膚疾患臨床統計調査研究計画 2013/10/28 承認 2013/10/28 2009/05/08 2018/10/31

20090173 修正Ｂ 2009-173-9 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

関節リウマチおよび膠原病に対する抗リウマチ薬および生物学
的製剤および免疫抑制薬の有効性予測に関する研究 2013/10/28 承認 2013/10/28 2009/11/30 2017/11/30

20090275 修正Ａ 2009-275-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 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 2013/10/28 承認 2013/10/28 2010/09/27 2015/10/31

20100002 修正Ａ 2010-002-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 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 2013/10/28 承認 2013/10/28 2010/05/20 2016/3/31

20100003 修正Ａ 2010-003-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 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 2013/10/28 承認 2013/10/28 2010/05/20 2016/3/31

20100107 修正Ａ 2010-107-4 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
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 2013/10/28 承認 2013/10/28 2010/10/20 2015/3/31

20100295 修正Ａ 2010-295-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 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 2013/10/28 承認 2013/10/28 2011/04/05 2016/4/30

20100331 修正Ｂ 2010-331-7 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

初発ステージⅢまたはⅣ期の未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 2013/10/28 承認 2013/10/28 2011/04/05 2017/1/31

20110066 修正Ａ 2011-066-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

血管免疫芽球性T細胞リンパ腫に対するステロイド維持療法の有
用性の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2011/10/24 2018/10/31

20110115 修正Ａ 2011-115-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子 医療計画 内眼手術におけるブリリアントブルーGによる染色 2013/10/28 承認 2013/10/28 2011/09/26 2020/3/31

20110200 修正Ａ 2011-200-2 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人
臨床研究計画
（非介入型） 尿中有形成分分析装置　USCANNER(E)の性能評価 2013/10/28 承認 2013/10/28 2011/10/24 2014/5/31

20120030 修正Ｂ 2012-030-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 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メソトレキセートの薬物動態解
明と最適使用法の確立 2013/10/28 承認 2013/10/28 2012/05/28 2014/5/31

20120126 修正Ａ 2012-126-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target ,
T2T）実践のアウトカム測定のためのHAQ調査 2013/10/28 承認 2013/10/28 2012/07/01 2016/9/30
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20120224 修正Ａ 2012-224-2 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型）

肺血栓塞栓症・肺動脈狭窄症による肺高血圧症に対する経皮的
肺動脈形成術 2013/10/28 承認 2013/10/28 2012/09/24 2017/9/30

20120376 修正Ａ 2012-376-2 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 茶園　美香
その他（実体調
査）

子育て中のがん患者が子どもに病気を説明することを支援する
看護師の認識と支援の実態 2013/10/28 承認 2013/10/28 2012/12/21 2014/9/30

20120410 修正Ｂ 2012-410-2 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 大前　和幸
その他（疫学研
究計画） 清潔習慣と健康状態に関する調査 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/01/28 2015/12/31

20120421 修正Ａ 2012-421-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型） 網膜障害における血液・眼内液バイオマーカーの探索 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/02/04 2017/12/31

20120509 修正Ａ 2012-509-2 外科学（小児） 黒田　達夫 外科学（小児） 星野　健
臨床研究計画
（介入型）

小児肝疾患の長期フォローアップにおけるAcoustic radiation
force I,pulse (ARFI) imaging による肝脾硬度測定の有用性の検
討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/05/01 2023/3/31

20130048 修正Ａ 2013-048-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型） 網膜硝子体疾患における他疾患合併の解析 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/05/27 2016/3/31

20130146 修正Ｂ 2013-146-2 生理学 岡野　栄之 整形外科学 中村　雅也 基礎研究計画
ヒト人工多能性幹細胞由来神経幹細胞を用いた中枢神経系の再
生医学に関する基礎研究 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/06/24 2018/3/31

20130152 修正Ｂ 2013-152-2 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 菊地　栄次
臨床研究計画
（介入型）

低容量BCG膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安
全性に関するランダム化比較試験 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/08/08 2017/9/30

20130213 新規 2013-213 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 山岸　敬幸
臨床研究計画
（非介入型）

日本Pediatric Interventional Cardiology (JPIC)データベース
(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database， JPIC-DB)
へのオンライン症例登録 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130284 新規 2013-284 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（介入型） 新規経口凝固薬内服患者における小腸病変のサーベイランス 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2015/3/31

20130285 新規 2013-285 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫
臨床研究計画
（非介入型） 甲状腺癌骨転移手術症例の予後に関する研究 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/9/30

20130286 新規 2013-286 眼科学 坪田　一男 眼科学 綾木　雅彦
臨床研究計画
（非介入型） 眼科患者の睡眠アンケート 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2016/12/31

20130287 新規 2013-287 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌におけるフィブリノゲンとアルブミンの予後予測因子として
の有用性に関する観察研究 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2023/10/31

20130289 新規 2013-289 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

子宮癌におけるリンパ節移転に対するFDG-PET/CTの診断精度
の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/12/31
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20130290 新規 2013-290 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之
臨床研究計画
（非介入型）

小児再発・難治性フィラデルフィア陽性急性リンパ性白血病に対
するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の有効性と安全性に
関する調査 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/12/31

20130291 新規 2013-291 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之 基礎研究計画
p53遺伝子の胚細胞変異 (c.145 G>C) と Li-Fraumeni 症候群の
関連を調べる研究 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/12/31

20130292 新規 2013-292
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内分泌代謝ネットワーク
医学講座 田中　正巳

臨床研究計画
（非介入型） 1型糖尿病患者の血清ビリルビン濃度と細小血管障害との関連 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/10/31 2014/2/1

20130293 新規 2013-293
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内分泌代謝ネットワーク
医学講座 田中　正巳

臨床研究計画
（非介入型）

糖尿病患者の血圧、HbA1c、血糖及び脂質の変動と細小血管障
害・大血管障害との関連 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/10/31 2014/3/1

20130298 新規 2013-298 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 菊地　栄次
臨床研究計画
（非介入型）

前立腺肥大症患者に対するシロドシン治療の性機能とQOLに対
する影響の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2016/12/31

20130302 新規 2013-302 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（介入型） 救急外来における血液分注器導入効果の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/3/31

20130303 新規 2013-303 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 宮嶋　哲
臨床研究計画
（非介入型） 腎腫瘍患者における肥満および脂質代謝に関する検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2016/3/31

20130304 新規 2013-304 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（非介入型） 急性腎盂腎炎における重症化予測因子の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130305 新規 2013-305 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（非介入型） 急性前立腺炎における重症化予測因子の解析 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130306 新規 2013-306 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（非介入型） 急性精巣上体炎における重症化予測因子の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130307 新規 2013-307 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 宮嶋　哲
臨床研究計画
（非介入型） 腎細胞癌における予後予測因子の解析 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130308 新規 2013-308 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（非介入型） 腎瘻カテーテルに関する合併症の検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130309 新規 2013-309 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 菊地　栄次
臨床研究計画
（非介入型） 経尿道的内視鏡手術の合併症に関する検討 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/12/31

20130312 新規 2013-312 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（非介入型）

ヒトにおけるALDH2遺伝子多型の有無による肺や肺癌幹細胞の
表現型の違いについて 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2018/10/31
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20130316 新規 2013-316 外科学(小児) 黒田　達夫 外科学(小児) 黒田　達夫 その他
直腸肛門奇形の症例登録と中央病型診断による他施設共同観
察研究 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2024/3/31

20130317 新規 2013-317 皮膚科学 天谷　雅行 先端研（細胞） 河上　裕 医療計画
進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量
IL-2併用の短期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の医療計画 2013/10/28 承認 2013/10/28 2013/10/28 2014/2/28

20130222 新規 2013-222 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

アルツハイマー病患者における経皮コリンエステラーゼ阻害薬の
前頭葉機能改善効果の検討 2013/9/27 承認 2013/11/1 2013/11/01 2016/6/30

20130041 修正Ｂ 2013-041-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

子宮頸がん検査における従来法細胞診と液状化検体細胞診の
性能比較研究 2013/10/28 承認 2013/11/6 2013/04/22 2014/12/31

20130241 新規 2013-241 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

手術困難な膵癌・胆道癌に対するTS-1隔日投与法の安全性・有
用性の検討　～Feasibility研究～ 2013/9/27 承認 2013/11/6 2013/09/27 2017/12/31

20130271 新規 2013-271 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 林田　健太郎 医療計画

大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁留置術実施
前の患者スクリーニング情報のインターネット上へのアップロード
（ValvePoint TMへの登録） 2013/9/27 承認 2013/11/6 2013/09/27 2023/9/30

20130277 新規 2013-277 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 丸山　哲夫
臨床研究計画
（介入型） 月経困難症治療薬の治療効果の評価 2013/9/27 承認 2013/11/6 2013/09/27 2016/3/31

20130315 新規 2013-315 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

多発(性)筋炎/皮膚筋炎（PM/DM)の診断基準の妥当性に関する
疫学調査 2013/10/28 承認 2013/11/6 2013/11/07 2015/3/31

20130243 新規 2013-243 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（介入型）

腎機能低下を合併したがん患者に対するTS-1の適正用量を探
索する臨床試験 2013/10/28 承認 2013/11/8 2013/11/11 2015/3/31

20110240 修正Ｂ 2011-240-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（介入型）

食道癌胸腔鏡補助下手術時の早期経腸栄養に関するランダム
化試験 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2014/3/31

20130132 再審査 2013-132-1再 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 佐藤　俊朗
臨床研究計画
（非介入型） 膵嚢胞性疾患の遺伝子異変を標的とした新規治療法の開発 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2016/3/31

20130261 新規 2013-261 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 高月　誠司
臨床研究計画
（非介入型） 採血によるXa活性阻害薬の効果判定 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2016/10/31

20130282 新規 2013-282
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 脇野　修

臨床研究計画
（非介入型） CKD合併HIV感染者における腎障害進行因子の解析 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2016/11/30

20130294 新規 2013-294 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（介入型）

進行あるいは再発悪性神経膠腫に対するがんペプチドカクテル
ワクチン療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2018/11/30
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20130301 新規 2013-301 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 横山　健次
臨床研究計画
（介入型）

多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植併用大量療法に
おける前処置としての大量メルファラン、ボルテゾミブ併用療法の
安全性の検討　臨床第Ⅰ相試験 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2017/3/31

20130314 新規 2013-314 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（非介入型）

脳神経外科手術における周術期培養検査の解析研究 Analysis
of perioperative bacterial flora in neurosurgery 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2016/11/30

20130318 新規 2013-318 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 吉田　一成
臨床研究計画
（介入型）

初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキ
サート療法+放射線治療と照射前大量メトトレキサート療法+テモ
ゾロミド併用放射線治療+テモゾロミド維持療法とのランダム化比
較試験 2013/10/28 承認 2013/11/14 2013/11/14 2023/11/30

20100026 一部修正 2010-026-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 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3剤併用療法を含む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） 2013/6/24 承認 2013/11/18 2013/11/18 2018/3/31

20130269 新規 2013-269 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（介入型）

ドセタキセル療法抵抗性前立腺癌に対するリバビリン併用ドセタ
キセル療法の有効性と安全性に関する臨床研究 2013/10/28 承認 2013/11/19 2013/11/19 2018/12/31

20130319 新規 2013-319 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型）

肝動脈化学塞栓療法(TACE)不応の肝内限局肝細胞癌に対する
短期間ソラフェニブ先行TACE療法の検討 2013/10/28 承認 2013/11/21 2013/11/21 2016/3/31

20021020 修正Ｂ 14-20A-11 内科学（老年） 広瀬　信義 内科学（老年） 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 2013/11/25 承認 2013/11/25 2002/07/26 2015/6/30

20070081 修正Ｂ 19-81-9 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 平沢　晃
臨床研究計画
（非介入型）

ゲノムワイドスクリーニング法を用いた産婦人科疾患関連遺伝子
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 2013/11/25 承認 2013/11/25 2008/02/13 2016/3/31

20090133 修正Ｂ 2009-133-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関
する多施設共同ランダム化並行群間比較試験 2013/11/25 承認 2013/11/25 2009/11/25 2020/4/30

20090134 修正Ｂ 2009-134-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（非介入型）

初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関
する前向きコホート研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2009/11/25 2020/4/30

20100202 修正Ｂ 2010-202-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 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 2013/11/25 承認 2013/11/25 2011/11/22 2015/12/31

20110169 修正Ａ 2011-169-3 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型） 後縦靱帯骨化症の遺伝子解析に関する研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2011/09/26 2016/12/31

20120023 再審査 2012-023-1再 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（非介入型）

研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象とし
て5年生存率に関する前向き臨床研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2022/11/30

20120041 修正Ｂ 2012-041-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 中村　雅也
臨床研究計画
（介入型） 脊髄髄内腫瘍術後の脊髄障害性疼痛の定量的解析 2013/11/25 承認 2013/11/25 2012/07/11 2014/3/31

39/65 更新日：2014/03/31



倫理委員会承認一覧（2013年度）

承認番号 区分 受付番号_Ｎｏ 部門長所属 部門長氏名 研究責任者所属 研究責任者氏名 申請区分 課題名 審査年月日 結果 承認日 申請期間開始 申請期間終了 研究終了日

20120065 修正Ａ 2012-065-2
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

バクスター包括的腎代替
療法展開医学講座 鷲田　直輝

臨床研究計画
（非介入型）

末期腎不全及び透析療法における血糖、血圧の日内変動に及
ぼす影響に関する臨床研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2012/11/26 2018/10/31

20120241 修正Ｂ 2012-241-5 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対
する二次的腫瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパク
リタキセル（またはゲムシタビン）の併用療法にべバシズマブを併
用維持療法として使用した場合の有効性を検討するランダム化
第Ⅲ相比較臨床試験（GOG-0213) 2013/11/25 承認 2013/11/25 2012/11/01 2018/11/30

20120397 修正Ｂ 2012-397-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫 基礎研究計画 骨・軟部および脊髄腫瘍組織保存と生物学的特性に関する研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2012/12/21 2022/12/31

20120475 修正Ａ 2012-475-2
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕 基礎研究計画 膵内分泌細胞の生理的・病的変化に関する検討 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/02/25 2018/2/28

20120491 修正Ｂ 2012-491-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

エクササイズプログラム実施による精神的健康およびドライアイ
の改善効果の検討－企業従業員を対象とした介入－ 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/04/22 2015/3/31

20120507 修正Ｂ 2012-507-2 内科学（老年） 広瀬　信義 内科学（老年） 広瀬　信義
臨床研究計画
（非介入型） 人類史上最長寿男性の事例報告 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/03/25 2015/3/31

20130021 修正Ｂ 2013-021-2 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（非介入型）

RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理
学的、分子生物学的特長を明らかにするための前向き観察研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/07/24 2016/3/31

20130042 修正Ｂ 2013-042-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞
診とHPV DNA検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為
化比較研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/04/22 2021/3/31

20130075 修正Ｂ 2013-075-2 救急医学 堀　進吾 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者に対する水素添加酸素吸入療法の安全
性と有効性の検討　The Effect and Safety of Hydrogen
Inhalation on Outcome Following Brain Ischemia During Post
Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/06/05 2014/6/30

20130115 修正Ａ 2013-115-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

絨毛癌発癌における糖鎖構造とその機能変化に関する後方視的
検討 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/06/24 2014/3/31

20130175 修正Ｂ 2013-175-3 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型） 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/07/29 2015/7/31

20130216 修正Ａ 2013-216-2 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 新庄　正宜
臨床研究計画
（非介入型） 小児（科）患者におけるインフルエンザワクチンの効果 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/09/27 2023/9/30

20130246 修正Ｂ 2013-246-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/09/27 2020/3/31

20130280 新規 2013-280 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹
臨床研究計画
（介入型）

高齢者の中等症および重症感染症に対するPK-PDに基づいた
Biapenem投与法における有用性の検討 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2014/3/31
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20130288 新規 2013-288 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型）

消化管間質腫瘍の細胞株及びXenograft株の樹立と薬剤感受性
に関する分子生物学的解析 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2019/11/30

20130311 新規 2013-311 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型） 大腸癌治癒切除後の予後予測ノモグラムの開発 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2014/12/31

20130323 新規 2013-323 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 莇生田　整治
臨床研究計画
（介入型）

シタフロキサシン（グレースビット錠）1回100mg投与　-歯科・口腔
外科領域における組織移行性試験- 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2014/5/31

20130327 新規 2013-327 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

成人発症スティル病の臨床経過とトシリズマブの効果に関する研
究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2015/3/31

20130328 新規 2013-328 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型） Niti-S大腸用ステント多施設共同前向き安全性観察研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2015/10/10

20130329 新規 2013-329 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄 基礎研究計画
脊索腫の鑑別診断と治療効果判定として有効な血清マーカーの
探索的研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2018/12/31

20130333 新規 2013-333 感染症学 岩田　敏 感染症学教室 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型） Modified-Hodge test用エルタペネムdisk（試作用）の試用 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2014/3/31

20130335 新規 2013-335 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹
臨床研究計画
（介入型）

難治性慢性下気道感染症に対するアミカシン吸入療法に関する
臨床研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2018/11/30

20130336 新規 2013-336 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（非介入型）

婦人科腫瘍における臨床病理学的因子とがん抑制遺伝子・がん
遺伝子及びその関連分子群の発現に関する解析 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2017/3/31

20130337 新規 2013-337 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 山岸　敬幸
臨床研究計画
（非介入型） 日本における小児心筋症の予後調査に関する多施設共同研究 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2015/12/31

20130338 新規 2013-338 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（介入型）

タフルプロスト点眼液からラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩
配合点眼液の切り替え効果 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2017/10/31

20130340 新規 2013-340 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型）

関東地区の医療施設において分離されたAcinetobacter属菌に
関する疫学調査 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2014/3/31

20130342 新規 2013-342 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 尾原　秀明
臨床研究計画
（非介入型） 手術部位感染分離菌に対する抗菌薬感受性調査 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2014/9/30

20130343 新規 2013-343 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） ゼルヤンツ錠5mg特定使用成績調査（全例調査） 2013/11/25 承認 2013/11/25 2013/11/25 2023/10/31
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20130100 新規 2013-100 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型）

眼科検査における臨床医療画像を用いたコンピュータ診断補助
システムの開発 2013/7/29 承認 2013/11/28 2013/11/28 2015/3/31

20130220 新規 2013-220 外科学（心臓血管） 四津　良平 外科学（心臓血管） 四津　良平
臨床研究計画
（介入型）

心臓血管外科手術における先端湾曲ビデオスコープ内視鏡の使
用 2013/10/28 承認 2013/11/28 2013/11/28 2018/12/31

20130310 新規 2013-310 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型） 光干渉計機器を用いた水晶体および角膜の弾性測定 2013/10/28 承認 2013/11/28 2013/11/28 2016/6/30

20120324 修正Ｂ 2012-324-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

運転者、とくに高齢運転者の安全に関わる視覚機能の解明のた
めの基礎データ取得 2013/11/25 承認 2013/11/29 2012/11/26 2015/3/31

20130326 新規 2013-326 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 新庄　正宜
臨床研究計画
（非介入型）

ＲＳウィルス関連下気道感染症により入院した日本人小児に対す
る前向き調査 2013/11/25 承認 2013/12/2 2013/12/02 2017/3/31

20080129 修正Ｂ 20-129-5 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型） 特発性側弯症の遺伝子解析に関する研究 2013/11/25 承認 2013/12/3 2012/01/12 2017/12/31

20130332 新規 2013-332 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光
臨床研究計画
（介入型）

ホルモン受容体陽性転移・再発乳がんに対するタモキシフェンの
CYP2D6遺伝子型に基づく個別化投薬と固定用量の比較研究 2013/11/25 承認 2013/12/3 2013/11/25 2016/3/31

20130339 新規 2013-339 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 尾原　秀明
臨床研究計画
（非介入型）

末梢動脈疾患の血管内治療に関する多施設前向き観察研究(J-
PASSION) 2013/11/25 承認 2013/12/3 2013/11/25 2017/12/31

20080085 修正Ａ 20-85-3 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（介入型） 耳小骨可動性の術中計測 2013/11/25 承認 2013/12/4 2008/12/12 2015/12/31

20110110 修正Ａ 2011-110-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（非介入型）

我が国における再生不良性貧血に対する同種造血幹細胞移植
の成績の解析 2013/11/25 承認 2013/12/4 2011/09/26 2015/12/31

20120131 修正Ａ 2012-131-2 解剖学 相磯　貞和 解剖学 相磯　貞和
臨床研究計画
（介入型）

乳癌ホルモン療法施行に伴う「ほてり」に対する桂枝茯苓丸の有
効例の病態解析および安全性評価 2013/11/25 承認 2013/12/4 2012/07/25 2014/3/31 2014/3/31

20130346 新規 2013-346 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 その他
遺伝子変異陽性の先天異常症候群患者由来ゲノムDNAの難病
研究資源バンクへの提供 2013/11/25 承認 2013/12/4 2013/11/25 2017/3/31

20130324 新規 2013-324 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 末岡　浩
臨床研究計画
（介入型）

着床前診断に関する臨床研究　デュシェンヌ型筋ジストロフィー
(DMD-37) 2013/11/25 承認 2013/12/5 2013/12/05 2023/12/31

20130325 新規 2013-325
スポーツ医学総合セン
ター 松本　秀男

スポーツ医学総合セン
ター 松本　秀男

臨床研究計画
（非介入型） 超音波検査を用いたスポーツ選手の肩症状の調査 2013/11/25 承認 2013/12/5 2013/12/05 2018/12/31
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20130330 新規 2013-330 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 柏木　和弘
臨床研究計画
（非介入型）

内視鏡･手術検体を用いたPESI-MS法による迅速膵がん診断法
の確立 2013/11/25 承認 2013/12/5 2013/12/05 2015/12/31

20100028 修正Ｂ 2010-028-4
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 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 2013/11/25 承認 2013/12/9 2010/07/26 2014/3/31

20110260 修正Ｂ 2011-260-5 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキ
シマブ治療の有効性、安全性に関する検討（PRISM　study） 2013/11/25 承認 2013/12/9 2011/12/12 2015/5/31

20120029 修正Ｂ 2012-029-3 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 香坂　俊
臨床研究計画
（非介入型） 心房細動の診療・予後調査のためのレジストリ研究 2013/11/25 承認 2013/12/9 2012/04/20 2020/3/31

20130345 新規 2013-345 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

原発性血管炎における治療の現状とその有効性に関する観察研
究 2013/11/25 承認 2013/12/9 2013/12/09 2015/12/31

20080097 修正Ａ 20-97-4 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

神経疾患剖検組織からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解
析に関する研究 2013/11/25 承認 2013/12/10 2008/12/15 2018/10/30

20130313 新規 2013-313 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（介入型）

局所進行直腸癌に対するTS-1/CPT-11併用術前化学放射線療
法の臨床第Ⅱ相試験 2013/11/25 承認 2013/12/10 2013/12/10 2018/9/30

20120364 修正Ａ 2012-364-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型）

飲酒習慣と臓器傷害の関連についての多角的検討とその対策に
関する研究 2013/11/25 承認 2013/12/13 2012/12/21 2014/12/31

20130331 新規 2013-331 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光
臨床研究計画
（非介入型）

センチネルリンパ節転移陽性乳がんにおける腋窩治療の観察研
究 2013/11/25 承認 2013/12/13 2013/12/13 2020/12/31

20100088 修正Ａ 2010-088-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理 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 2013/10/28 承認 2013/12/17 2010/07/26 2018/3/31

20120182 修正Ｂ 2012-182-2 歯科・口腔外科 中川　種昭 整形外科学 宮本　健史
臨床研究計画
（非介入型） 歯科疾患と他疾患との相関性の解明 2013/11/25 承認 2013/12/17 2012/07/30 2017/7/31

20090040 修正Ａ 2009-40-7 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
臨床研究計画
（介入型）

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 2013/12/20 承認 2013/12/20 2009/07/16 2017/7/31

20110277 修正Ａ 2011-277-2 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型）

腎腫瘤性病変の診断における超音波造影剤（ソナゾイドⓇ）の有
用性の検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2011/12/26 2015/12/31

20110383 修正Ａ 2011-383-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 実用視力による緑内障患者の生活の質の評価 2013/12/20 承認 2013/12/20 2012/04/13 2014/10/31
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20120226 修正Ｂ 2012-226-7 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システ
ムの構築 2013/12/20 承認 2013/12/20 2012/10/11 2017/3/31

20120351 修正Ａ 2012-351-3
腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久

腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久 その他

原発性早期十二指腸癌の内視鏡的治療の適応および根治基準
の確立に関する多施設共同遡及的研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/02/13 2014/6/30

20120360 修正Ｂ 2012-360-4 皮膚科 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（介入型）

遺伝性コレステロール生合成経路異常症の皮膚症状に対する、
HMG-CoA還元酵素阻害剤とコレステロールの外用による治療の
試み 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/03/25 2017/3/31

20120420 修正Ａ 2012-420-4 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

統合失調症および双極I型障害患者におけるレジリエンス：二国
間研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/02/25 2015/3/31

20120516 修正Ａ 2012-516-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

総合失調症および双極Ⅰ型障害患者におけるレジリエンスと生
物学的指標；予備的調査 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/03/25 2015/3/31

20130165 再審査 2013-165-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（介入型）

慢性GVHDドライアイおよびシェーグレン症候群ドライアイに対す
るジクアホソルナトリウム点眼液とレバミピド点眼液の併用治療
効果 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2018/3/31

20130209 修正Ａ 2013-209-3 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 茶園　美香
臨床研究計画
（介入型）

化学療法中の婦人科がん患者に対するセルフケア型運動プログ
ラムの実行可能性の検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/07/29 2015/3/31

20130233 再審査 2013-233-1再 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 前川　裕一郎
臨床研究計画
（介入型）

薬剤抵抗性本態性高血圧症に対する腎動脈内高周波焼灼術に
関する研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2015/12/31

20130281 新規 2013-281
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

臨床研究計画
（非介入型） IgA腎症発症進展における腸内細菌叢の意義について 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2018/12/31

20130320 新規 2013-320 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型） 胆嚢癌に対する腹腔鏡を用いた根治的切除術の有用性の検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/12/31

20130344 新規 2013-344 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

新規低侵襲針を用いた微量検体測定法の確立に関する臨床研
究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2015/12/31

20130350 新規 2013-350 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 医療計画
神経線維腫症1型・関連疾患群の遺伝子診断の先進医療として
の実施 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2023/12/31

20130351 新規 2013-351 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 新庄　正宜
臨床研究計画
（非介入型） 先天性風疹の診断 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130355 新規 2013-355 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

食道がん患者における術後せん妄の実態および治療介入：診療
録調査 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2014/12/31 2014/3/28
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20130356 新規 2013-356 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 香取　信之
臨床研究計画
（非介入型）

微量血液凝固計ヘモクロン(R)シグニチャーエリートを用いた術中
PT測定の精度に関する研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2015/12/31

20130362 新規 2013-362 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（介入型）

心臓カテーテル検査を参照標準とした二重エネルギーCTの冠動
脈狭窄診断能の検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130363 新規 2013-363 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 村上　康二
臨床研究計画
（非介入型）

連続寝台移動型PET/CTカメラの画質評価と臨床的有用性に関
する研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2017/3/31

20130364 新規 2013-364 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患の解析 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2023/12/31

20130367 新規 2013-367
クリニカルリサーチセン
ター 佐藤　裕史

クリニカルリサーチセン
ター 中川　敦夫

臨床研究計画
（非介入型）

精神科医のうつ病治療選択に関する日米比較：ケースビネット調
査 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2014/8/31

20130369 新規 2013-369
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 栗原　勲

臨床研究計画
（非介入型） 高血圧症における睡眠時無呼吸症候群の有病率調査 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130370 新規 2013-370 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 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時の抗凝固療法についての
研究(ワルファリンとリバーロキサバンとの比較研究) 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2015/12/31

20130371 新規 2013-371 外科学（小児） 黒田　達夫 外科学（小児） 星野　健
臨床研究計画
（非介入型） 腸管不全の予後因子に関する調査 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130373 新規 2013-373 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人
臨床研究計画
（非介入型） 尿ビリルビン確認検査法の確立 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2014/5/31

20130374 新規 2013-374 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 丸山　哲夫
臨床研究計画
（非介入型） 月経障害・排卵障害の原因と治療成績に関する後方的検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130375 新規 2013-375 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 丸山　哲夫
臨床研究計画
（非介入型） 不育症の原因と治療成績に関する後方的検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130376 新規 2013-376 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 香取　信之
臨床研究計画
（非介入型） 内視鏡的咽喉頭手術患者における麻酔管理の検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2014/12/31

20130379 新規 2013-379 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（非介入型）

頭蓋底腫瘍の治療成績向上に向けた画像及び病理組織標本の
検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2015/12/31

20130381 新規 2013-381 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型）

クローン病に対するアダリムマブの有効性予測因子についての
後ろ向き解析 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2014/3/31
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20130382 新規 2013-382 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（非介入型）

クローン病の生物学的製剤使用例における合併症発症予測因子
についての後ろ向き解析 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2014/3/31

20130383 新規 2013-383 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

難治性腸疾患患者に対する健常人糞便投与(糞便移植)の安全
性および有効性の検討 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130384 新規 2013-384 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 海老原　全
臨床研究計画
（非介入型） ヒト皮膚細菌叢の網羅的解析 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/12/31

20130385 新規 2013-385 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 宮本　健史
臨床研究計画
（非介入型） 運動器の恒常性制御機構解明のための観察研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2018/12/31

20130386 新規 2013-386 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 名倉　武雄
臨床研究計画
（非介入型） 肩甲帯周囲疾患が肩甲上肢帯運動に及ぼす影響 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/11/20

20130387 新規 2013-387 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型）

除圧手術適応の腰部脊柱管狭窄症患者におけるレストレスレッ
グス症候群、ならびに睡眠障害の有病率実態調査 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2015/12/31

20130388 新規 2013-388 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎
臨床研究計画
（非介入型） 先天性腎疾患の包括的遺伝子診断システムの構築 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/3/31

20130390 新規 2013-390 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（非介入型） 循環器疾患におけるメンタルスクリーニングに関する研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2016/12/31

20130392 新規 2013-392 保健管理センター 河邊　博史 保健管理センター 西村　知泰 基礎研究計画 ヒト末梢血細胞を用いた抗酸菌症の基礎研究 2013/12/20 承認 2013/12/20 2013/12/20 2018/12/31

20050002 修正Ａ 17-2-8 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（非介入型） 効果的治療法選択のための脳腫瘍の遺伝子解析 2013/11/25 承認 2013/12/26 2005/04/28 2015/3/31

20130300 新規 2013-300 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
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TS-1を用いた
術後補助化学療法の第Ⅱ相試験 2013/11/25 承認 2013/12/26 2013/12/26 2020/12/31

20130295 新規 2013-295 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光
臨床研究計画
（介入型）

エストロゲン受容体陽性乳癌に対するホルモン剤とティーエスワ
ン併用による術前療法の第Ⅱ相臨床試験 2013/10/28 承認 2013/12/27 2013/12/27 2016/7/31

20130393 新規 2013-393 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎
臨床研究計画
（非介入型）

がん関連遺伝子に対する遺伝子検査の有用性、および新規がん
関連遺伝子の探索研究 2013/12/20 承認 2013/12/27 2013/12/27 2021/3/31

20130394 新規 2013-394 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

大うつ病性障害患者における新規抗うつ薬の非盲検査無作為化
変用量長期投与試験(ACCEPT研究)　Acceptability and the
course of major depression under newer antidepressant
treatment：A randomized clinical trial 2013/12/20 承認 2013/12/27 2013/12/27 2019/12/31
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20130398 新規 2013-398 医化学 末松　誠 医化学 末松　誠 基礎研究計画

バイオバンクジャパン「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロ
ジェクト」蓄積検体を用いた疾患バイオマーカー・シグネチャの探
索 2013/12/20 承認 2013/12/27 2013/12/27 2017/3/31

20110199 修正Ｂ 2011-199-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）疑い
症例におけるGPIアンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義
を明らかにするための観察研究 2013/12/20 承認 2014/1/6 2011/12/01 2019/3/31

20110262 修正Ａ 2011-262-4 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎
臨床研究計画
（非介入型） 先天異常症候群の包括的遺伝子診断システムの構築 2013/12/20 承認 2014/1/6 2011/11/28 2016/3/31

20130297 新規 2013-297 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型） 肝移植患者におけるE型肝炎の感染状況の実態調査 2013/11/25 承認 2014/1/6 2014/01/06 2016/3/31

20130299 新規 2013-299 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型） 胆道・膵臓腫瘍性疾患に対する審査腹腔鏡の有用性の検討 2013/11/25 承認 2014/1/6 2014/01/06 2020/11/30

20130349 新規 2013-349 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 前川　裕一郎
臨床研究計画
（介入型）

実臨床におけるNoboriバイオリムスA9エリューティングステントの
至適二剤併用抗血小板療法(DAPT)期間の検討(NIPPON) 2013/12/20 承認 2014/1/6 2014/01/06 2017/5/31

20130354 新規 2013-354 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（介入型）

循環器生活習慣病における心臓リハビリテーションの効果に関す
る包括的評価 2013/12/20 承認 2014/1/6 2014/01/06 2016/12/31

20130389 新規 2013-389 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎
臨床研究計画
（非介入型）

遺伝性疾患が疑われる小児患者に対する包括的な遺伝子診断
体制の構築 2013/12/20 承認 2014/1/6 2014/01/06 2019/3/31

20090149 修正Ｂ 2009-149-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

関節リウマチの寛解導入療法向上、休薬に関する検討　-関節リ
ウマチにおけるTocilizumab単独投与或いはMTX併用投与による
有効性の比較検討及び、Tocilizmab投与からの離脱の検討-
(SURPRISE Study) 2013/12/20 承認 2014/1/8 2009/11/25 2014/12/31

20100189 修正Ａ 2010-189-2 救急医学 堀　進悟 医学部 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 2013/12/20 承認 2014/1/8 2010/10/31 2017/12/31

20130069 修正Ａ 2013-069-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

上部消化管出血が疑われる患者におけるスコアリングシステムを
用いた内視鏡施行前リスク評価（後ろ向きコホート研究） 2013/12/20 承認 2014/1/8 2013/05/27 2014/12/31

20130279 再審査 2013-279-1再 分子生物学 塩見　春彦 分子生物学 塩見　春彦 基礎研究計画 常染色体トリソミー胎児の生殖腺発達異常に関する基礎研究 2013/12/20 承認 2014/1/8 2014/1/8 2017/3/31

20130353 新規 2013-353 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（非介入型） 急性期脳卒中片麻痺患者の基本動作時の酸素摂取量 2013/12/20 承認 2014/1/8 2014/01/08 2014/3/31

20130359 新規 2013-359 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 内視鏡センター 大森　泰
臨床研究計画
（介入型）

食道表在癌に対する食道学会拡大内視鏡分類の有用性につい
ての多施設共同前向き試験 2013/12/20 承認 2014/1/8 2014/01/08 2014/12/31
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20110269 修正Ａ 2011-269-3 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一
臨床研究計画
（介入型）

非虚血性心筋症の心機能改善に対する高純度EPA製剤の効果
とその機序を解明する。 2013/12/20 承認 2014/1/9 2012/02/27 2016/3/31

20130377 新規 2013-377 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 奥田　茂男
臨床研究計画
（介入型）

新しく開発された体幹部MRI撮像法における至適撮像条件の検
討 2013/12/20 承認 2014/1/9 2014/01/09 2015/3/31

20130378 新規 2013-378 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 奥田　茂男
臨床研究計画
（介入型）

新しく開発された頭頚部MRI撮像法における至適撮像条件の検
討 2013/12/20 承認 2014/1/9 2014/01/09 2015/3/31

20100144 修正Ａ 2010-144-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
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 2013/12/20 承認 2014/1/15 2010/12/27 2018/12/31

20120033 修正Ａ 2012-033-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

ＴＫＩ治療経過中に染色体異常を来した慢性骨髄性白血病に関す
る全国調査 2013/12/20 承認 2014/1/15 2012/05/28 2014/6/30 2012/2/12

20120340 修正Ｂ 2012-340-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道扁平上皮癌における膜タンパクとその関連分子の発現と細
胞動態に与える影響についての研究 2013/12/20 承認 2014/1/15 2012/11/26 2022/11/30

20130133 修正Ｂ 2013-133-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 久松　理一
臨床研究計画
（非介入型）

炎症性腸疾患における末梢血単球およびin vitro誘導マクロ
ファージの応答性の解析 2013/12/20 承認 2014/1/15 2013/06/24 2015/3/31

20130301 修正Ｂ 2013-301-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 横山　健次
臨床研究計画
（介入型）

多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植併用大量療法に
おける前処置としての大量メルファラン、ボルテゾミブ併用療法の
安全性の検討　臨床第Ⅰ相試験 2013/12/20 承認 2014/1/15 2013/11/14 2017/3/31

20130365 新規 2013-365 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

ステロイド性骨粗鬆症に対するテリパラチド週1回製剤の有用性
の検討 2013/12/20 承認 2014/1/15 2014/01/15 2017/7/31

20130366 新規 2013-366 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトールとア
ルファカルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究 2013/12/20 承認 2014/1/15 2014/01/15 2018/2/28

20130395 新規 2013-395 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型）

Japanese Alzheimer' s Disease Neuroimaging Initiative 臨床研究
第2期　(J-ADNI2) 2013/12/20 承認 2014/1/15 2014/01/15 2018/3/31

20130397 新規 2013-397 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 鈴木　則宏
臨床研究計画
（介入型）

脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有
効性及び安全性の検討　略称CSPS．ｃom（Cilostazol Stroke
Prevention Study． Combination)試験 2013/12/20 承認 2014/1/15 2014/01/15 2017/3/31

20100193 修正Ａ 2010-193-3 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 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 2013/11/25 承認 2014/1/20 2010/12/27 2014/3/31

20130194 修正Ｂ 2013-194-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊 基礎研究計画
大腸癌におけるセツキシマブの結合可能なＥＧＦＲ発現量と治療
効果の解析 2013/12/20 承認 2014/1/20 2013/07/29 2019/3/31
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20090259 修正Ａ 2009-259-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 久松　理一
臨床研究計画
（非介入型） 免疫担当細胞の分化誘導及び機能制御に関するin vitro研究 2013/12/20 承認 2014/1/21 2010/03/01 2015/1/31

20070037 修正Ｂ 19-37-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊 医療計画

大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/1-ロイ
コボリンとオキサリプラチン併用補助科学療法（ｍFOLFOX６）vs．
手術単独によるランダム化ＩＩ/IIＩ相試験 2014/1/27 承認 2014/1/27 2007/11/16 2021/11/30

20080016 修正Ｂ 20-16-25 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/1/27 承認 2014/1/27 2008/06/18 2018/5/31

20100126 修正Ｂ 2010-126-3 精神・神経科学 加藤　元一郎 精神・神経科学 加藤　元一郎
臨床研究計画
（介入型） 精神神経疾患における随意運動の心理過程と報酬に関する研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/07/25 2016/3/31

20100218 修正Ａ 2010-218-2 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 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 2013/12/20 承認 2014/1/27 2011/02/08 2016/1/31

20110171 修正Ｂ 2011-171-4 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造 基礎研究計画
肺癌の遺伝子発現解析の生物学的特性ならびに診断・治療にお
けるバイオマーカーの研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2011/11/08 2017/3/31

20110222 修正Ｂ 2011-222-4 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 石井　賢
臨床研究計画
（非介入型） 全身的及び局所的老化度と脊推疾患の関連性に関する研究 2013/11/25 承認 2014/1/27 2011/12/26 2016/12/31

20110314 修正Ｂ 2011-314-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔 基礎研究計画
卵巣癌患者の腹水中癌細胞を用いた抗がん剤の細胞増殖抑制
効果の評価系に関する検討 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/01/30 2014/7/31

20110356 修正Ａ 2011-356-2 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（介入型） 自動嗅覚検査装置を用いた測定とリハビリテーション効果の解析 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/03/26 2018/3/31

20120030 修正Ｂ 2012-030-5 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 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メソトレキセートの薬物動態解
明と最適使用法の確立 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/05/28 2014/5/31

20120198 修正Ｂ 2012-198-2 精神・神経科学 三村　將
精神神経科学教室寄附
講座「加齢と行動認知」 仲秋　秀太郎

臨床研究計画
（介入型）

コリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジル）からコリンエステラーゼ阻
害薬（ガランタミン）に切り替え後の薬物治療効果および治療反応
性に関する脳形態・機能画像などのマルチモーダルアプローチに
よる検討 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/10/23 2015/3/31

20120216 修正Ａ 2012-216-2
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

臨床研究計画
（非介入型）

経口血糖降下薬内服下の２型糖尿病患者者の長期臨床経過に
関わるデータベース構築（全国調査：Japan Based clinical
ReseArch Network for Diabetes(J=BRAND)Refistry) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/09/24 2017/9/30

20120235 修正Ａ 2012-235-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（非介入型） Pichia anomalaによる角膜真菌症の1例 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/09/24 2015/12/31

20120236 修正Ａ 2012-236-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（非介入型） Beauveria bassianaによる角膜真菌症の1例 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/09/24 2015/12/31
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20120289 修正Ａ 2012-289-5 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫 放射線科学（診断科) 栗林　幸夫
臨床研究計画
（非介入型） 冠動脈CTを用いた冠動脈血流の解析 2014/1/27 承認 2014/1/27 2012/10/22 2014/1/31

20120307 修正Ｂ 2012-307-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（介入型）

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療法またはXELOX療法における5-FU系抗がん剤お
よびオキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ
相比較臨床試験 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/02/25 2021/7/31

20120415 修正Ｂ 2012-415-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

臨床病期IB/II/III食道癌(T4を除く)に対する術前CF療法/術前
DCF療法/術前CF-RT療法の第III相比較試験(JCOG1109) 2013/12/20 承認 2014/1/27 2013/03/07 2023/3/3

20120433 修正Ａ 2012-433-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型）

白内障周術期におけるジクアホソルナトリウム点眼治療による視
機能評価　-探索的研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/03/25 2015/3/31

20120483 修正Ａ 2012-483-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫 その他 皮下発生軟部腫瘍の診断治療の現状に関するアンケート調査 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/02/25 2015/3/31

20130041 修正Ｂ 2013-041-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

子宮頸がん検査における従来法細胞診と液状化検体細胞診の
性能比較研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/04/22 2014/12/31

20130042 修正Ｂ 2013-042-4 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（介入型）

一般住民を対象とした子宮頸がん検診における液状化検体細胞
診とHPV DNA検査との併用法の有用性を評価する前向き無作為
化比較研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/04/22 2021/3/31

20130043 修正Ａ 2013-043-2 腫瘍センター 矢作　直久 腫瘍センター 浦岡　俊夫
臨床研究計画
（介入型）

「大腸腫瘍性病変検出の効率化における新規内視鏡の有用性」
多施設共同研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/04/22 2014/10/31

20130082 修正Ｂ 2013-082-2 皮膚科学 天谷　雅行 先端研（細胞） 河上　裕
臨床研究計画
（介入型）

進行期悪性黒色腫に対する骨髄非破壊的前処置および低用量
IL-2併用の短期培養抗腫瘍自己リンパ球輸注療法の第Ⅰ相臨
床試験 2013/12/20 承認 2014/1/27 2013/07/29 2017/7/31

20130090 修正Ｂ 2013-090-2 精神・神経科学 加藤　元一郎 精神・神経科学 加藤　元一郎
臨床研究計画
（非介入型） 発達障害における記憶特性と社会性障害に関する研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2013/06/05 2016/3/31

20130175 修正Ｂ 2013-175-4 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型） 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 2013/12/20 承認 2014/1/27 2013/07/29 2015/7/31

20130322 再審査 2013-322-1再 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 福田　恵一 基礎研究計画
iPS細胞を用いた難治性循環器疾患の病態解明および治療法開
発研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2018/9/30

20130380 新規 2013-380 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型） バイオバンクプロジェクト実施計画書 2013/12/20 承認 2014/1/27 2014/01/27 2024/1/31

20130391 新規 2013-391
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 入江　潤一郎

臨床研究計画
（非介入型）

神経心理学的検査による肥満症高次脳機能評価およびFTO遺
伝子多型と血中レプチン・アディポネクチン値との相関の検討 2013/12/20 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/1/31
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20130400 新規 2013-400 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 篠田　昌宏 基礎研究計画 高度黄疸を呈する肝不全患者における肝病態生理の解明 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/3/31

20130401 新規 2013-401 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

トシリズマブ皮下注製剤の実臨床下における関節リウマチ患者に
対する就労・家事労働の改善および機能的改善，日常生活動作
改善の検討　(FIRST ACT-SC Study) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2017/12/31

20130402 新規 2013-402 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究　(前向
き観察) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2018/5/31

20130403 新規 2013-403 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究　(後方
視) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2018/5/31

20130404 新規 2013-404 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

リウマチ性多発筋痛症の臨床経過とトシリズマブの有用性に関す
る研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2017/3/31

20130406 新規 2013-406 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） リウマチ性疾患における関節超音波検査の有用性に関する研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2017/3/31

20130407 新規 2013-407 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌におけるフィブリノゲンとアルブミンの予後予測因子として
の有用性に関する多施設共同前向き観察研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2024/1/31

20130409 新規 2013-409 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 岡村　智教
臨床研究計画
（非介入型）

羽曳野市における検診所見と国民健康保険医療費データの縦断
解析 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/3/31

20130412 新規 2013-412 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 藤原　俊之
臨床研究計画
（非介入型）

思春期特発性側弯症の静止立位姿勢動揺の特徴の検討　(後方
視的解析) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2014/12/31

20130414 新規 2013-414 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 日本救急医学会　低体温症web登録調査への参画 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2014/3/15

20130416 新規 2013-416 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対するベバシズマブ併用化学
療法の安全性および有効性に関する観察研究 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2018/12/31

20130417 新規 2013-417 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

内視鏡下生検検体を用いた、胃癌のCD44v9発現と治療抵抗性と
の関連の検討 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2014/12/31

20130420 新規 2013-420 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型） ワーファリン併用下におけるヘリコバクター・ピロリ二次除菌 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2015/11/30

20130422 新規 2013-422 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） 水分計・蒸散度計を用いたドライアイ評価 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/3/31
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20130426 新規 2013-426 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（介入型） 下肢リンパ浮腫に対する圧迫下運動療法の即時効果 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2015/3/31

20130427 新規 2013-427 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 海老原　全
臨床研究計画
（非介入型）

マルチスペクトルカメラを用いたコンピュータ画像解析とその結果
に基づく診断アルゴリズム開発　-前向き研究- 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/12/31

20130429 新規 2013-429 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 海老原　全
臨床研究計画
（介入型） アトピー性皮膚炎に対するBleach bath療法の有効性の検討 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2017/1/31

20130430 新規 2013-430 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（介入型）

「頭頸部腫瘍周術期患者の自己効力感と肩関節機能、心理的要
因、QOLとの関連と経時的変化の検討」 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/1/31

20130431 新規 2013-431 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（非介入型）

脳卒中片麻痺患者における上肢到達運動(リーチ運動)の評価 -
臨床用動作解析システムの構築 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2017/3/31

20130435 新規 2013-435 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型） 双胎妊娠の周産期臨床像に関する検討 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2015/3/31

20130436 新規 2013-436 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型）

効果的なリハビリテーションを行うための、食道癌周術期患者の
嚥下機能の評価に関する研究(後方視研究) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2016/6/30

20130439 新規 2013-439 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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
(DMD-43) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2024/1/31

20130440 新規 2013-440 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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　副腎白質ジストロフィー
(ALD-5) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2024/1/31

20130442 新規 2013-442 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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
(DMD-38) 2014/1/27 承認 2014/1/27 2014/01/27 2024/1/31

20130321 新規 2013-321 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 森　毅彦
臨床研究計画
（介入型）

初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象
としたダサニチブ併用化学療法および同種造血肝細胞移植の臨
床第Ⅱ相試験(JALSG Ph+ALL213) 2013/12/20 承認 2014/1/30 2014/01/30 2021/6/30

20090052 修正Ｂ 2009-52-4 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 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 2014/1/27 承認 2014/2/4 2009/07/24 2016/3/31

20130246 修正Ａ 2013-246-3 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 2014/1/27 承認 2014/2/4 2013/09/27 2020/3/31

20130433 新規 2013-433 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 石井　賢
臨床研究計画
（非介入型）

80歳以上の高齢者脊椎手術成績と合併症の多施設、後ろ向き全
国調査 2014/1/27 承認 2014/2/4 2014/02/4 2018/12/31
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20110142 修正Ａ 2011-142-3 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型） 脊椎脊髄疾患の治療成績に関する多施設後ろ向き研究 2014/1/27 承認 2014/2/5 2011/11/08 2016/11/30

20110181 修正Ａ 2011-181-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 桑名　正隆
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚筋炎関連自己抗体検出試薬の臨床的有用性の確認（多施
設共同研究） 2014/1/27 承認 2014/2/5 2011/10/24 2016/3/31

20120167 修正Ａ 2012-167-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型） 脊髄クモ膜嚢胞の遺伝子解析に関する研究 2014/1/27 承認 2014/2/5 2012/11/26 2015/12/31

20130357 新規 2013-357 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） マイボーム腺機能不全患者における眼瞼清拭の前後比較 2014/1/27 承認 2014/2/5 2014/02/05 2016/3/31

20130358 新規 2013-358 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） 瞬目記録解析装置による瞬目評価 2014/1/27 承認 2014/2/5 2014/02/05 2016/3/31

20130421 新規 2013-421 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） 洗眼習慣に関するweb調査 2014/1/27 承認 2014/2/5 2014/02/05 2015/3/31

20100274 修正Ｂ 2010-274-4 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 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 2014/1/27 承認 2014/2/10 2011/03/15 2015/6/30

20110279 修正Ｂ 2011-279-6 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 橋口　さおり
臨床研究計画
（介入型） 術後疼痛を増強させる因子の解明 2014/1/27 承認 2014/2/10 2012/01/23 2016/3/31

20120219 修正Ａ 2012-219-3 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

乳癌患者における化学療法と主観的認知機能障害の関係：予後
的調査 2014/1/27 承認 2014/2/10 2012/09/24 2016/3/31

20120355 修正Ａ 2012-355-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 関節リウマチにおけるエタネルセプトの有効性予測に関する研究 2014/1/27 承認 2014/2/10 2012/12/21 2017/3/31

20120365 修正Ａ 2012-365-2 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型）

妊娠中期の組織学的内子宮口の超音波診断に基づく妊娠末期
の前置胎盤の診断精度の前方視的研究 2014/1/27 承認 2014/2/10 2012/12/21 2014/12/31

20120477 修正Ｂ 2012-477-2 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生 基礎研究計画
ケロイド・肥厚性瘢痕患者組織を用いたヒト組織移植免疫不全マ
ウスモデルの確立 2014/1/27 承認 2014/2/10 2013/03/25 2017/8/31

20130025 修正Ｂ 2013-025-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 久松　理一
臨床研究計画
（非介入型） 非特異性多発性小腸潰瘍症の病態研究と治療標的の探索研究 2014/1/27 承認 2014/2/10 2013/05/09 2015/3/31

20130405 新規 2013-405 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 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メトトレキサートの薬理遺伝学
的検討と薬動態解明 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2017/1/31
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20130408 新規 2013-408 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型） 骨髄増殖性腫瘍の実態調査 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2017/12/31

20130418 新規 2013-418 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（介入型）

シタフロキサシン、メトロニダゾール含有レジメンによるH.pylori除
菌療法の効果と安全性 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2017/6/30

20130419 新規 2013-419 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（介入型）

シタフロキサシン、アモキシシリン含有レジメンによるH.pylori三次
除菌法の効果と安全性 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2017/6/30

20130423 新規 2013-423 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（非介入型）

StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の
予後予測因子および副作用発現の危険因子についての探索的
研究　(JACCRO GC-07AR) 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2021/3/31

20130432 新規 2013-432 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生
臨床研究計画
（介入型） ４D-CTによる鼻咽腔閉鎖機能の有用性の評価 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2016/3/31

20130437 新規 2013-437 外科学（心臓血管） 四津　良平 外科学（心臓血管） 志水　秀行
臨床研究計画
（非介入型）

心臓血管手術患者における術前のストレス対処力と術後せん妄
やQOLとの関連分析 2014/1/27 承認 2014/2/10 2014/02/10 2015/3/31

20100266 修正Ａ 2010-266-4 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 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 2014/1/27 承認 2014/2/13 2011/03/07 2015/3/31

20110240 修正Ａ 2011-240-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（介入型）

食道癌胸腔鏡補助下手術時の早期経腸栄養に関するランダム
化試験 2014/1/27 承認 2014/2/13 2011/12/26 2015/3/31

20120072 修正Ａ 2012-072-3 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 辻　哲也
臨床研究計画
（非介入型）

造血幹細胞移植患者のフィジカルフィットネスの構造分析とリハビ
リテーションに関する研究（後方視研究） 2014/1/27 承認 2014/2/13 2012/06/01 2014/5/31

20110330 修正Ａ 2011-330-2 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 長沼　誠
臨床研究計画
（介入型）

クローン病活動性評価のためのMRエンテログラフィー（MRE）の
有用性の検討 2014/1/27 承認 2014/2/17 2012/03/06 2014/12/31

20130415 新規 2013-415 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型） 術後悪心嘔吐に対するオランザピン予防投与の安全性の確認 2014/2/17 承認 2014/2/17 2014/02/17 2014/6/30

20110359 修正Ａ 2011-359-2
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 目黒　周

臨床研究計画
（介入型）

体系化された血糖測定法のインスリン非使用2型糖尿病患者に
対する効果の検証 2014/1/27 承認 2014/2/21 2012/03/26 2017/3/31

20130410 新規 2013-410 リハビリテーション医学 里宇　明元 麻酔学 橋口　さおり
臨床研究計画
（非介入型） がん患者における血清ナトリウムと生命予後との関連 2014/1/27 承認 2014/2/21 2014/02/21 2016/3/31

20130424 新規 2013-424 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（非介入型）

腎細胞癌に対して腎摘除術が施行された患者の予後/薬剤体制
マーカーに関する研究 2014/1/27 承認 2014/2/21 2014/02/21 2019/3/31
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20130425 新規 2013-425 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 水野　隆一
臨床研究計画
（非介入型）

分子標的治療が施行された転移/再発性腎細胞がん患者の予後
解析(多施設後方視的観察研究) 2014/1/27 承認 2014/2/21 2014/02/21 2019/3/31

20010067 修正Ａ 13-67-6 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕 基礎研究計画 特異的癌抗原を用いる癌免疫療法のための癌抗原同定 2014/2/24 承認 2014/2/24 2001/11/26 2019/3/31

20040025 修正Ｂ 16-25-3 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 その他 トナー曝露作業者の健康影響に関するコホート研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2004/07/08 2017/3/31

20070081 修正Ｂ 19-81-10 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 平沢　晃
臨床研究計画
（非介入型）

検体採取と保存へご協力のお願いと遺伝情報に応じた治療法の
確立 2014/2/24 承認 2014/2/24 2008/02/13 2016/3/31

20080180 修正Ｂ 20-180-6 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子
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 2014/2/24 承認 2014/2/24 2009/03/02 2019/2/28

20090066 修正Ａ 2009-66-4 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
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 2014/2/24 承認 2014/2/24 2011/03/07 2019/3/31

20100026 修正Ａ 2010-026-4 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 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3剤併用療法を含む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） 2014/2/24 承認 2014/2/24 2010/05/31 2018/3/31

20100028 修正Ａ 2010-028-5
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 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 2014/2/24 承認 2014/2/24 2010/07/26 2016/3/31

20100225 修正Ａ 2010-225-3 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
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 2014/2/24 承認 2014/2/24 2011/03/07 2017/3/31

20110192 修正Ａ 2011-192-2 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 岡村　智教
臨床研究計画
（非介入型）

大規模コホート研究の既存データ統合とそれを用いた循環器疾
患危険因子の評価分析 2014/2/24 承認 2014/2/24 2011/10/24 2015/3/31

20110262 修正Ａ 2011-262-5 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎
臨床研究計画
（非介入型） 先天異常症候群の包括的遺伝子診断システムの構築 2014/2/24 承認 2014/2/24 2011/11/28 2016/3/31

20110302 修正Ａ 2011-302-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌術前評価における気管支動脈3次元CT血管造影の有用
性の調査 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/01/30 2024/3/31

20120044 修正Ｂ 2012-044-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 鈴木　秀和
臨床研究計画
（非介入型）

ヒト胆汁・膵液中に発現するＤＮＡおよびＲＮＡの次世代シークエ
ンサーによる解析 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/06/25 2016/3/31

20120087 修正Ａ 2012-087-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

婦人科悪性腫瘍の薬物反応に関連する遺伝子の探索およびゲノ
ム情報に基づいた個別化治療の確立 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/09/24 2016/3/31
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20120103 修正Ｂ 2012-103-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

LASIK術後眼に対する光線追跡法OKULIXⓇによる眼内レンズ度
数計算精度の検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/06/25 2017/3/31

20120130 修正Ａ 2012-130-2 外科学（心臓血管） 四津　良平 外科学（心臓血管） 四津　良平
臨床研究計画
（介入型） 自己心膜を用いたステントレス生体弁による僧帽弁手術 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/07/17 2016/3/31

20120155 修正Ａ 2012-155-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

卵巣明細胞腺癌に対する新規バイオマーカーの検索と化学療法
感受性に関する検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/10/29 2016/3/31

20120337 修正Ａ 2012-337-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

80歳以上高齢者での胃癌術後不整脈例の術前、術中因子の検
討についての後ろ向き観察研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/12/11 2017/3/31

20120338 修正Ａ 2012-338-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 和田　則仁
臨床研究計画
（非介入型）

消化管造影検査とアンケートを併用した胃術後機能についての
研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2012/11/26 2017/11/30

20120407 修正Ａ 2012-407-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌術前評価におけるMagnetic resonance-thoracic
ductography(MRTD)の有用性の調査 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/02/25 2024/3/31

20120473 修正Ａ 2012-473-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 海老沼　浩利
臨床研究計画
（非介入型） 特発性細菌性腹膜炎患者の診断・治療効果に関する調査研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/02/25 2015/3/31

20130004 修正Ａ 2013-004-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

高機能性蛍光磁性ビーズによる高速高感度疾患診断システムの
開発に関する研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/07/22 2015/7/31

20130062 修正Ａ 2013-062-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

食道癌における出血凝固第ⅩⅢ因子と術後合併症、腫瘍学的予
後の関連に関する観察研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/05/27 2023/5/31

20130075 修正Ａ 2013-075-3 救急医学 堀　進吾 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者に対する水素添加酸素吸入療法の安全
性と有効性の検討　The Effect and Safety of Hydrogen
Inhalation on Outcome Following Brain Ischemia During Post
Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/06/05 2015/3/31

20130091 修正Ａ 2013-091-2 内科学（老年） 広瀬　信義 薬学部 福島　紀子
その他（観察研
究計画） 自宅で生活する高齢者の服薬観に関する調査 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/06/24 2015/3/31

20130175 修正Ｂ 2013-175-5 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 福永　興壱
臨床研究計画
（非介入型） 気管支喘息と慢性副鼻腔炎の共通メカニズムに関する検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/07/29 2015/7/31

20130246 修正Ａ 2013-246-4 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型） 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/09/27 2020/3/31

20130329 修正Ｂ 2013-329-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄 基礎研究計画
脊索腫の鑑別診断と治療効果判定として有効な血清マーカーの
探索的研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/11/25 2018/12/31
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20130347 新規 2013-347 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 臨床遺伝学センター 小崎　健次郎 その他
先天異常症候群領域における患者によるiPS細胞研究協力促進
のためのシステム構築 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130383 修正Ｂ 2013-383-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

難治性腸疾患患者に対する健常人糞便投与(糞便移植)の安全
性および有効性の検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2013/12/20 2016/3/31

20130428 再審査 2013-428-1再 精神・神経科学 三村　將
精神神経科学教室寄附
講座「加齢と行動認知」 仲秋　秀太郎

臨床研究計画
（介入型）

交通事故後遺症に伴う高次脳機能障害患者の社会的行動障害
の病態の検証 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130438 新規 2013-438 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 長谷川　博俊
臨床研究計画
（非介入型）

KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療
法mFOLFOX6と周術期化学療法mFOLFOX6+セツキシマブの第
Ⅲ相ランダム化比較試験(EXPERT試験) 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2024/2/29

20130444 新規 2013-444
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕 その他 外来糖尿病患者の治療満足度に関する経年的調査 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2020/3/31

20130445 新規 2013-445 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 杉野　吉則
臨床研究計画
（非介入型） 人間ドック受診者のメタボリックシンドロームと骨密度の関係 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/3/31

20130446 新規 2013-446 腫瘍センター 北川　雄光
腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久

臨床研究計画
（非介入型）

病理検体を用いた早期胃癌の腫瘍進展範囲に関する遡及的解
析 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2014/12/31

20130448 新規 2013-448 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（非介入型）

脳卒中片麻痺患者における上肢到達運動（リーチ運動）評価の
ための臨床的評価尺度の開発 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130450 新規 2013-450 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型）

卵巣漿液性境界悪性腫瘍（serous borderline tumor, SBT）の病
態と臨床的取扱いに関する調査研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130455 新規 2013-455 感染症学 岩田　敏 感染症学 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型） 成人における侵襲性肺炎球菌感染症、全国サーベイランス 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2017/3/31

20130456 新規 2013-456 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 粟津　緑
臨床研究計画
（非介入型） 小児CKDにおける尿中マグネシウム排泄率の検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/2/28

20130458 新規 2013-458 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（非介入型）

日本集中治療医学会主催のICU入室患者登録システム事業への
参画 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2018/12/31

20130460 新規 2013-460 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（非介入型）

アザチオプリン代謝酵素遺伝子多型の関節リウマチ治療効果に
対する影響 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130462 新規 2013-462 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理
臨床研究計画
（介入型）

膵切除予定患者の非侵襲的膵線維化測定(膵硬度測定)の有用
性 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2018/12/31

57/65 更新日：2014/03/31



倫理委員会承認一覧（2013年度）

承認番号 区分 受付番号_Ｎｏ 部門長所属 部門長氏名 研究責任者所属 研究責任者氏名 申請区分 課題名 審査年月日 結果 承認日 申請期間開始 申請期間終了 研究終了日

20130463 新規 2013-463 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（非介入型）

肺腫瘍への体幹部定位照射後における放射線肺障害発症のリ
スク因子の検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/2/28

20130465 新規 2013-465 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 山岸　敬幸
臨床研究計画
（非介入型） 川崎病の関連遺伝子解析に関する多施設共同研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2020/3/31

20130467 新規 2013-467 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（非介入型）

前立腺癌患者に対するbone-modifying agent(BMA)投与効果の
検討 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2019/12/31

20130470 新規 2013-470 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 池田　一成
臨床研究計画
（非介入型） ＦＧ視覚センサーを用いた新生児呼吸波形のモニタリング 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/3/31

20130471 新規 2013-471 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（非介入型） 炭酸水が嚥下機能に与える影響 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/3/31

20130475 新規 2013-475 小児科学 高橋　孝雄 外科学（呼吸器） 河野　光智
臨床研究計画
（非介入型）

完全切除された病理病期Ⅰ期肺腺癌と肺扁平上皮癌における予
後因子の解析 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/12/31

20130476 新規 2013-476 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 進　伸幸
臨床研究計画
（非介入型）

若年子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症に対する高用
量MPA療法を施行した患者における予後不良因子の探索研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130477 新規 2013-477 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（非介入型） 卵管上皮細胞に由来する卵巣癌の発癌メカニズムの解析 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2018/3/31

20130478 新規 2013-478 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型） Xpert MRSA/SA BCの臨床性能評価研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2017/3/31

20130479 新規 2013-479 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 佐藤　俊朗 基礎研究計画
遺伝子変異および遺伝子発現変化による消化器上皮細胞形質
変化の理解 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2017/3/31

20130481 新規 2013-481 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（介入型）

急性期脳卒中片麻痺患者における基本動作時の酸素摂取量と
Metabolic equivalents 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2015/3/31

20130482 新規 2013-482 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將 その他 認知症介護者の介護時間等に関する研究 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2016/3/31

20130484 新規 2013-484 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

精神科入院患者を対象とした内服薬管理方法に関する冊子の作
成 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2018/12/31

20130486 新規 2013-486 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 長谷川　奉延
臨床研究計画
（非介入型）

血清・尿中ステロイドホルモン分析とESR1遺伝子多型解析による
早発乳房の病態解明 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2019/3/31

58/65 更新日：2014/03/31



倫理委員会承認一覧（2013年度）

承認番号 区分 受付番号_Ｎｏ 部門長所属 部門長氏名 研究責任者所属 研究責任者氏名 申請区分 課題名 審査年月日 結果 承認日 申請期間開始 申請期間終了 研究終了日

20130487 新規 2013-487 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人
臨床研究計画
（非介入型）

オーションマックスAX-4060の基礎的検討およびビリルビン偽陽
性チェック機能の検証 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2014/12/31

20130489 新規 2013-489 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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　成熟遅延骨異常形成(OD-1) 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2024/2/28

20130491 新規 2013-491 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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　筋緊張性ジストロフィー(DM1-
14) 2014/2/24 承認 2014/2/24 2014/02/24 2024/2/28

20130398 修正Ｂ 2013-398-2 医化学 末松　誠 医化学 末松　誠 基礎研究計画

バイオバンクジャパン「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロ
ジェクト」蓄積検体を用いた疾患バイオマーカー・シグネチャの探
索 2014/2/24 承認 2014/3/4 2013/12/27 2017/3/31

20120325 修正Ｂ 2012-325-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃 医療計画
Lentis Mplus X、Lentis Mplus X Toric 眼内レンズを用いた白内障
手術 2014/2/24 承認 2014/3/5 2012/12/19 2018/3/31

20130368 新規 2013-368 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型）

緑内障における再現性と進行検出能力に関するスペクトラルドメ
インOCTと視野検査の比較 2013/12/20 承認 2014/3/5 2014/03/05 2019/3/31

20130447 新規 2013-447 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 粟津　緑
臨床研究計画
（非介入型） 尿路感染症における尿中リボヌクレアーゼ７の検討 2014/2/24 承認 2014/3/5 2014/03/05 2017/3/31

20130461 新規 2013-461 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 戸田　正博
臨床研究計画
（介入型）

初発悪性神経膠腫に対するVEGFR1/2ペプチドワクチンの第Ⅰ/
Ⅱ相臨床試験 2014/2/24 承認 2014/3/5 2014/03/05 2019/3/31

20080191 修正Ａ 20-191-5 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 副島　研造
臨床研究計画
（介入型）

高齢者の進行・再発非小細胞肺癌に対するエルロチニブの有効
性と安全性についての検討　-Phase Ⅱstudy- 2014/2/24 承認 2014/3/6 2009/03/19 2015/3/31

20110159 修正Ｂ 2011-159-7 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕 基礎研究計画
がんバイオマーカーの探索と新規がん診断法・治療法の開発に
関する研究 2014/2/24 承認 2014/3/6 2011/09/26 2016/3/31

20120048 修正Ａ 2012-048-2 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホルモン治
療に続発する大腿骨頭壊死症発生予防研究 2014/2/24 承認 2014/3/6 2012/06/12 2022/3/31

20130451 新規 2013-451 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 大石　直樹
臨床研究計画
（非介入型） 中耳常在細菌叢のメタゲノム解析に関する研究 2014/2/24 承認 2014/3/6 2014/03/06 2017/3/31

20130472 新規 2013-472 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（介入型）

前立腺癌に対する密封小線源療法施行前の、ゴナックス（一般
名：degarelix）による前立腺体積縮小効果の検討 2014/2/24 承認 2014/3/6 2014/03/06 2019/3/31

20130473 新規 2013-473 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（介入型）

前立腺癌患者に対する、ゴナックス（一般名：degarelix）の投与効
果の検討 2014/2/24 承認 2014/3/6 2014/03/06 2019/3/31
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20130449 新規 2013-449 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 粟津　緑
臨床研究計画
（介入型）

保存期の小児慢性腎臓病患者を対象としたバルサルタンと球形
吸着炭の腎保護効果に関するランダム化比較試験 2014/2/24 承認 2014/3/7 2014/03/07 2019/10/31

20110322 修正Ａ 2011-322-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（介入型） ドライアイに対するラクトフェリン内服治療の効果の検討 2014/1/27 承認 2014/3/10 2012/09/24 2015/3/31

20130488 新規 2013-488 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典
臨床研究計画
（介入型）

機能性消化管疾患患者に対する健常人糞便投与(糞便移植)の
安全性および有効性の検討 2014/2/24 承認 2014/3/10 2014/03/10 2016/3/31

20130454 新規 2013-454 精神・神経科学 加藤　元一郎 精神・神経科学 加藤　元一郎
臨床研究計画
（非介入型）

脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた外傷性
脳損傷の病態に関する研究 2014/2/24 承認 2014/3/12 2014/03/12 2016/10/31

20130466 新規 2013-466 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（介入型）

前立腺癌内分泌治療時の骨量低下に対するデノズマブ6か月製
剤(プラリア(Ｒ))の効果の検討 2014/2/24 承認 2014/3/12 2014/03/12 2019/12/31

20130469 新規 2013-469 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 藤原　俊之
臨床研究計画
（非介入型）

上下肢痙縮を有する脳卒中後の痙性片麻痺患者を対象としたボ
トックス投与状況の調査 2014/2/24 承認 2014/3/12 2014/03/12 2014/6/30

20130474 新規 2013-474 小児科学 高橋　孝雄 外科学（呼吸器） 河野　光智
臨床研究計画
（非介入型）

末梢発生肺扁平上皮癌の生物学的動態の解明と予後不良因子
の探索 2014/2/24 承認 2014/3/12 2014/03/12 2015/12/31

20120474 修正Ｂ 2012-474-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 円錐角膜の進行に関与する因子の検討 2014/2/24 承認 2014/3/13 2013/02/25 2015/3/31

20130172 修正Ａ 2013-172-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型）

未成年者を対象とした「ブレスオーコレクト(R)」を用いたオルソケ
ラトロジー療法に対する多施設共同臨床研究 2014/2/24 承認 2014/3/13 2013/09/27 2017/12/31

20130490 新規 2013-490 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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　筋緊張性ジストロフィー(DM1-
15) 2014/2/24 承認 2014/3/13 2014/03/13 2024/3/31

20120258 修正Ａ 2012-258-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

「食道癌に対する化学（放射線）療法、手術治療の奏効とサイトカ
イン、凝固因子の関係に関する観察研究」 2014/2/24 承認 2014/3/14 2012/10/11 2017/3/31

20120467 修正Ｂ 2012-467-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前化学放射線療法
としてのS-1/CDDP/Radiaton療法の第Ⅱ相試験（KOGC04 PⅡ） 2014/2/24 承認 2014/3/14 2013/04/22 2019/3/31

20120525 修正Ｂ 2012-525-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

高度進行胃癌（根治切除可能な大型3型・4型胃癌）に対する術前
化学療法としてのTS-1/CDDP/Paclitaxel　療法の第Ⅱ相試験 2014/2/24 承認 2014/3/14 2013/04/22 2020/3/31

20130061 修正Ａ 2013-061-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型） 食道癌手術における胸管切除とその腫瘍学的効果に関する研究 2014/2/24 承認 2014/3/14 2013/05/27 2023/5/31
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20130270 再審査 2013-270-1再 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 林田　健太郎
臨床研究計画
（介入型）

大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル的大動脈弁留置術が検討
された患者の診療・予後調査のための前向きレジストリ研究 2013/11/25 承認 2014/3/14 2014/03/14 2020/3/31

20040006 修正Ａ 16-6-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子 医療計画 重症ドライアイ患者への自己血清点眼の使用 2014/2/24 承認 2014/3/19 2004/06/14 2018/3/31

20130011 修正Ｂ 2013-011-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（非介入型）

慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライアイの国際診断基準
の作成 2014/2/24 承認 2014/3/19 2013/04/22 2016/12/31

20130372 新規 2013-372 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 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nab-PTX/CBDCA/BEV併用による導入療法に引
き続くnab-PTX/BEV併用による維持療法の第Ⅱ相試験 2013/12/20 承認 2014/3/19 2014/03/19 2017/6/30

20080016 修正Ａ 20-16-26 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/3/24 承認 2014/3/24 2008/06/18 2018/5/31

20080187 修正Ａ 20-187-2 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 莇生田　整治
臨床研究計画
（非介入型）

上皮間葉転換および幹細胞関連分子発現プロファイルに基づく
口腔扁平上皮癌の新たな分類 2014/3/24 承認 2014/3/24 2009/04/10 2019/3/31

20090116 修正Ａ 2009-116-6 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 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 2014/3/24 承認 2014/3/24 2010/02/08 2015/3/31

20090139 修正Ａ 2009-139-2 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（非介入型） 難治性内耳疾患の遺伝子解析 2014/3/24 承認 2014/3/24 2009/12/04 2019/3/31

20090270 修正Ａ 2009-270-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

日本国内における初発末治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者
を対象とした観察研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2010/03/04 2018/3/31

20090271 修正Ａ 2009-271-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

日本国内における2nd line 以降の既治療慢性期慢性骨髄性白
血病患者を対象とした観察研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2010/03/04 2016/3/31

20090277 修正Ｂ 2009-277-5 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子 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 2014/2/24 承認 2014/3/24 2011/03/03 2018/3/31

20100023 修正Ｂ 2010-023-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 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 2014/3/24 承認 2014/3/24 2010/05/31 2017/3/31

20100133 修正Ａ 2010-133-5 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 伊藤　義彰
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 2014/3/24 承認 2014/3/24 2010/10/05 2016/3/31

20100242 修正Ｂ 2010-242-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 岩田　卓
臨床研究計画
（非介入型） 婦人科悪性腫瘍の免疫関連分子についての研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2011/05/02 2017/3/31
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20110101 修正Ａ 2011-101-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（介入型） 胃切除術後の輸液に含まれるブドウ糖とアミノ酸量に関する研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2011/07/29 2016/3/31

20110133 修正Ｂ 2011-133-4 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行 基礎研究計画 アレルギー性皮膚・粘膜疾患の病態解析 2014/3/24 承認 2014/3/24 2011/10/11 2016/10/31

20110153 修正Ｂ 2011-153-5 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 北川　雄光
臨床研究計画
（介入型）

進行・再発食道癌に対するドセタキセル併用WT1ペプチドパルス
樹状細胞ワクチン療法の第1相臨床試験 2014/3/24 承認 2014/3/24 2011/10/20 2016/10/31

20110317 修正Ｂ 2011-317-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 岩田　卓
臨床研究計画
（非介入型）

CIN2、CIN3/AIS及び子宮頸癌患者でのヒトパピローマウィルス遺
伝子型分布の調査 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/01/30 2016/3/31

20110358 修正Ａ 2011-358-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

初発慢性期の慢性骨髄性白血病に対するニロチニブの分子遺
伝学的完全寛解達成率を検討する多施設前方視的共同試験 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/03/26 2018/3/31

20120008 修正Ａ 2012-008-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（非介入型） 胸椎後縦靭帯骨化症の治療法を検証する前向き多施設研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/04/20 2017/3/31

20120070 修正Ａ 2012-070-2 リハビリテーション医学 里宇　明元 リハビリテーション医学 里宇　明元
臨床研究計画
（介入型）

外骨格ロボットＫＩＮＡＲＭを用いた上肢の運動制御・学習メカニズ
ムの解明 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/07/30 2016/6/30

20120125 修正Ｂ 2012-125-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 岩田　卓
臨床研究計画
（非介入型）

思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子宮頚癌
のHPV16/18陽性割合の推移に関する長期疫学研究（第Ⅰ期；
2012年4月－2019年12月） 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/06/25 2019/12/31

20120165 修正Ａ 2012-165-2
クリニカルリサーチセン
ター 佐藤　裕史

クリニカルリサーチセン
ター 丸山　達也

臨床研究計画
（非介入型）

血液透析患者における血清マグネシウム濃度と内シャント開存
率 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/07/30 2016/3/31

20120166 修正Ａ 2012-166-2
クリニカルリサーチセン
ター 佐藤　裕史

クリニカルリサーチセン
ター 丸山　達也

臨床研究計画
（非介入型）

非線形モデルを用いた腎機能障害進行の予測、およびその予後
に影響する因子の検討 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/09/21 2016/3/31

20120180 修正Ａ 2012-180-4 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行
臨床研究計画
（非介入型） 患者検体を用いた自己免疫性皮膚疾患発症機序の解明 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/07/30 2017/7/31

20120226 修正Ｂ 2012-226-8 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（非介入型）

皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システ
ムの構築 2014/3/24 承認 2014/3/24 2012/10/11 2017/3/31

20130075 修正Ｂ 2013-075-4 救急医学 堀　進吾 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者に対する水素添加酸素吸入療法の安全
性と有効性の検討　The Effect and Safety of Hydrogen
Inhalation on Outcome Following Brain Ischemia During Post
Cardiac Arrest Care (HYBRID study) 2014/3/24 承認 2014/3/24 2013/06/05 2015/3/31

20130111 修正Ａ 2013-111-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

次世代シークエンサーを用いた多発性骨髄腫微小残存病変
(MRD)の検出と予後に関する検討（第0版) 2014/3/24 承認 2014/3/24 2013/06/24 2017/3/31
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20130261 修正Ａ 2013-261-2 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 高月　誠司
臨床研究計画
（非介入型） 採血によるXa活性阻害薬の効果判定 2014/3/24 承認 2014/3/24 2013/11/14 2016/10/31

20130301 修正Ｂ 2013-301-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（介入型）

多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植併用大量療法に
おける前処置としての大量メルファラン、ボルテゾミブ併用療法の
安全性の検討　臨床第Ⅰ相試験 2014/3/24 承認 2014/3/24 2013/11/14 2017/3/31

20130402 修正Ａ 2013-402-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究　(前向
き観察) 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/01/27 2018/5/31

20130403 修正Ａ 2013-403-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究　(後方
視) 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/01/27 2018/5/31

20130408 修正Ａ 2013-408-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎
臨床研究計画
（非介入型） 骨髄増殖性腫瘍の実態調査 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/02/10 2017/12/31

20130459 新規 2013-459 内科学（リウマチ） 竹内　勤 内科学（リウマチ） 竹内　勤
臨床研究計画
（介入型）

ステロイド性骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物の臨床的有用
性に関する検討 2014/2/24 承認 2014/3/24 2014/02/24 2018/3/31

20130493 新規 2013-493 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 内田　裕之
臨床研究計画
（非介入型）

健常者におけるレジリエンスの生物学的、文化的、宗教的基盤：
日本とオーストリアの比較研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2013/03/24 2016/3/31

20130494 新規 2013-494 腫瘍センター 北川　雄光
腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久

臨床研究計画
（非介入型）

胃上皮性腫瘍の内視鏡治療における垂直切除断端陽性の要因
に関する遡及的解析 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2014/12/31

20130496 新規 2013-496 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 眼内レンズ度数計算式Hoffer H-5 Formula　の計算精度 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2017/3/31

20130497 新規 2013-497 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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：習慣流産と診断されたロバート
ソン転座（CT-25） 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2024/3/31

20130498 新規 2013-498 産婦人科学 吉村　泰典 産婦人科学 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：ムコ多糖症Ⅱ型（MPS-1） 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2024/3/31

20130500 新規 2013-500
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内分泌代謝ネットワーク
医学講座 田中　正巳

臨床研究計画
（非介入型） リナグリプチンの血糖降下作用に影響を与える因子の探索 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2014/9/30

20130501 新規 2013-501 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 杉野　吉則
臨床研究計画
（非介入型） 逆流性食道炎の程度と生活習慣の関連性の検討 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2015/3/31

20130502 新規 2013-502 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 杉野　吉則
臨床研究計画
（非介入型） 十二指腸線腫および十二指腸がんの発生リスク因子の検討 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2015/3/31
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20130504 新規 2013-504 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃 その他 ブラジル学校検診における近視の状況 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2017/3/31

20130505 新規 2013-505
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

臨床研究計画
（非介入型） ヒト膵臓容積に関わる因子の解明 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2018/3/31

20130511 新規 2013-511 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 岸本　泰士郎
臨床研究計画
（非介入型）

抗精神病薬による薬剤誘発性高プロラクチン血症が骨代謝にお
よぼす影響 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2016/3/31

20130513 新規 2013-513
腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久

腫瘍センター（低侵襲療
法研究開発部門） 矢作　直久

臨床研究計画
（非介入型）

胃上皮性腫瘍の範囲診断における酢酸+インジゴカルミン撒布の
有用性についての臨床病理学的検討 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2015/3/31

20130514 新規 2013-514 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 長谷川　奉延
臨床研究計画
（非介入型）

先天性高インスリン血症に対するオクトレオチド皮下注射療法レ
ジストリ 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2016/3/31

20130518 新規 2013-518 外科学（呼吸器） 高橋　孝雄 外科学（呼吸器） 河野　光智
臨床研究計画
（非介入型） 転移性肺腫瘍に対する肺切除術の多施設共同コホート研究 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2024/3/31

20130520 新規 2013-520
共同利用研究室遺伝子
医学研究室 工藤　純

共同利用研究室遺伝子
医学研究室 工藤　純

臨床研究計画
（非介入型） ヒト・エピプラキン遺伝子のサイズと多型性 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2016/3/31

20130521 新規 2013-521 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 茶園　美香
臨床研究計画
（介入型）

がん患者とその子どもへのサポートに関する研究－日本版
CLIMB® プログラム実施の効果の検証 2014/3/24 承認 2014/3/24 2014/03/24 2017/3/31

20070047 修正Ａ 19-47-8 内科学(老年） 広瀬　信義 内科学(老年） 新井　康通
臨床研究計画
（非介入型） 長寿社会における高齢者の暮らし方に関する学術調査 2013/7/29 承認 2014/3/27 2007/12/28 2015/3/31

20080171 一部修正 20-171-2 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（介入型）

難聴者における聴覚特性（周波数選択性・時間分解能）測定検査
と補聴器フィッティング 2012/5/28 承認 2014/3/27 2009/01/29 2017/5/31

20090295 修正Ａ 2009-295-2 内視鏡センター 緒方　晴彦 内視鏡センター 柏木　和弘
臨床研究計画
（非介入型）

胃食道逆流症患者におけるバレット粘膜の長期経過の検討-
Prospective Cohort Surver- 2014/2/24 承認 2014/3/27 2010/03/29 2014/4/30

20100141 修正Ｂ 2010-141-2 内科学（老年） 広瀬　信義 内科学（老年） 新井　康通
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 2014/2/24 承認 2014/3/27 2010/09/27 2017/3/31

20110155 修正Ａ 2011-155-3 内科学（老年） 広瀬　信義 内科学（老年） 新井　康通
臨床研究計画
（非介入型）

主題：超高齢者の死亡率と健康状態の関係：5か国超高齢者プロ
ジェクト（5COOP）　副題：百寿者の健康状態とQOLの関係：5か国
百寿者プロジェクト 2014/2/24 承認 2014/3/27 2011/10/26 2017/3/31

20110242 新規 2011-242 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 竹内　裕也
臨床研究計画
（非介入型）

胸部食道がん手術における術後肺炎発症頻度に関する多施設
共同後ろ向き観察研究 2011/12/26 承認 2014/3/27
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20110384 修正Ａ 2011-384-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型）

360度スーチャートラベクトロミーの成績・合併症に関する前向き
コホート研究 2013/12/20 承認 2014/3/27 2012/10/19 2014/11/30

20120108 新規 2012-108 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 別役　智子
臨床研究計画
（非介入型） 同種造血幹細胞移植患者における肺合併症の臨床的検討 2012/6/25 承認 2014/3/27

20110267 修正Ｂ 2011-267-2 感染制御センター 岩田　敏 感染制御センター 長谷川　直樹
臨床研究計画
（非介入型） 肺非結核性抗酸菌症に関する観察研究 2014/2/24 承認 2014/3/28 2012/01/17 2021/3/31
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