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20080189 修正Ｂ 20-189-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 和田　則仁 基礎研究計画 胃癌における上皮間葉移行と癌幹細胞に関する研究 2014/2/24 承認 2014/4/2 2009/03/17 2016/3/31

20100182 修正Ｂ 2010-182-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃 医療計画 Add-On レンズを用いた屈折矯正手術 2014/3/24 承認 2014/4/2 2010/11/09 2017/11/30

20110232 修正Ａ 2011-232-2 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） 胃切除術式と胃術後障害に関する研究 2014/2/24 承認 2014/4/2 2011/12/26 2015/3/31

20120097 修正Ｂ 2012-097-2 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 医療計画 四肢リンパ浮腫に対する蛍光リンパ管造影検査の実施 2014/3/24 承認 2014/4/2 2012/07/12 2017/7/31

20120325 修正Ｂ 2012-325-3 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 2014/3/24 承認 2014/4/2 2012/12/19 2018/3/31

20120326 修正Ｂ 2012-326-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

円錐角膜眼の白内障手術における、術後前房深度と他の因子の
関連について 2014/2/24 承認 2014/4/2 2012/11/26 2017/3/31

20120440 修正Ｂ 2012-440-2 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） 不安、うつに対するマインドフルネス教室の探索的効果研究 2014/3/24 承認 2014/4/2 2013/03/22 2015/3/31

20130143 新規 2013-143 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）

再生不良性貧血に対する低用量抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン
(anti-thymocyteglobulin:ATG)を用いた同種造血幹細胞移植療法
の有効性と安全性の検討　KSGCT1102 2013/6/24 承認 2014/4/2 2014/04/02 2016/7/31

20130175 修正Ｂ 2013-175-6 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 2014/3/24 承認 2014/4/2 2013/07/29 2015/7/31

20130180 修正Ｂ 2013-180-2 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 2014/3/24 承認 2014/4/2 2013/08/19 2023/8/31

20130443 新規 2013-443 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術後眼白内障手術における新たな眼内レンズ度数計算式
の考案 2014/2/24 承認 2014/4/2 2014/04/02 2017/3/31

20130452 新規 2013-452 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） 肝切除の周術期栄養介入の有用性と肝再生に関する研究 2014/2/24 承認 2014/4/2 2014/04/02 2017/4/30

20130464 新規 2013-464 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 白内障術後の偽調節の変化 2014/2/24 承認 2014/4/2 2014/04/02 2015/4/30

20130485 新規 2013-485 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
（非介入型）

精神疾患で休養した労働者の休養期間の予測因子に関する研
究 2014/3/24 承認 2014/4/2 2014/04/02 2015/3/31
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20130492 新規 2013-492 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）

臨床的FIGO Ⅳb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の
腫瘍摘出術に関するFeasibility Study 2014/3/24 承認 2014/4/2 2014/04/02 2019/3/31

20120168 修正Ｂ 2012-168-3 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）

早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移
診断と個別化手術の有用性に関する臨床試験 2014/3/24 承認 2014/4/3 2012/09/26 2019/12/31

20130297 修正Ｂ 2013-297-2 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） 肝移植患者におけるE型肝炎の感染状況の実態調査 2014/3/24 承認 2014/4/4 2014/01/06 2016/3/31

20130509 新規 2013-509 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）

自覚的認知機能低下患者における、臨床的アルツハイマー病発
症前診断方法の確立に関する検討 2014/3/24 承認 2014/4/4 2014/04/04 2017/3/31

20130510 新規 2013-510 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）

高齢うつ病患者における、臨床的アルツハイマー病発症前診断
方法の確立に関する検討 2014/3/24 承認 2014/4/4 2014/04/04 2017/3/31

20130519 新規 2013-519 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） 上腹部症状と血清アポリポ蛋白Eとの関連評価 2014/3/24 承認 2014/4/4 2014/04/04 2016/3/31

20130522 新規 2013-522 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）

三角線維軟骨複合対(Triangular Fibrocartilage Complex；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(2)：骨組織切片標本の比較 2014/3/24 承認 2014/4/4 2014/04/04 2018/4/30

20120221 修正Ｂ 2012-22１-2 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）

腰椎変性すべり症における手術的加療と患者満足度に関する研
究 2014/3/24 承認 2014/4/9 2012/09/24 2017/12/31

20120369 修正Ｂ 2012-369-2 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）

日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究3 Japanese
Registry of Neuroendovascular Therapy3 2014/3/24 承認 2014/4/9 2012/12/21 2015/2/28

20130146 修正Ｂ 2013-146-3 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 2014/3/24 承認 2014/4/9 2013/06/24 2018/3/31

20130434 新規 2013-434 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） 手術戦略のための聴神経腫瘍病理像の検討 2014/1/27 承認 2014/4/9 2014/04/09 2018/1/31

20130506 新規 2013-506 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） リウマチ性疾患診療の 適化を目指した症例集積研究 2014/3/24 承認 2014/4/9 2014/04/09 2024/3/31

20130508 新規 2013-508 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（介入型）

ルテイン含有ホウレンソウ摂取によるバイオマーカーに対する効
果解析のパイロットスタディー 2014/3/24 承認 2014/4/9 2014/04/09 2015/12/31

20030107 一部修正 15-107-4 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 田中　京子 医療計画
浸潤子宮頸癌を対象とした妊孕能温存手術、abdominal radical
trachelectomy（腹式広汎性子宮頸部切除術）の実施 2013/6/24 承認 2014/4/10 2004/04/13 2018/12/31
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20100114 一部修正 2010-114-3 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） 抗生剤の組織移行濃度に関する研究 2012/5/28 承認 2014/4/10 2010/09/27 2015/10/31

20100252 一部修正 2010-252-2 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）

加齢性難聴に対するQOLと酸化ストレスを指標とした個別化治療
の開発に関する研究～補聴器装用による聴覚コミュニケーション
環境改善因子の検討～ 2012/5/28 承認 2014/4/10 2011/02/10 2014/3/31 2014/3/31

20110091 一部修正 2011-091-2 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）

スギ花粉症患者における症状発現状況の検討　-花粉暴露室
（OHIO Chamber;オハイオチェインバー）におけるスギ花粉曝露と
スギ花粉自然曝露との差異について- 2012/5/28 承認 2014/4/10 2011/11/01 2014/11/30

20110202 修正Ｂ 2011-202-5 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 2014/3/24 承認 2014/4/11 2011/11/08 2016/9/30

20120041 修正Ａ 2012-041-3 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 2014/2/24 承認 2014/4/11 2012/07/11 2016/3/31

20130139 修正Ｂ 2013-139-3 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）

子宮頸がん検診受信者コホート研究およびHPV検査の有効性評
価研究 2014/3/24 承認 2014/4/11 2013/06/24 2022/3/31

20110044 修正Ｂ 2011-044-3 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）

多発性骨髄腫（MM）患者に対する初回bortezomib+DEXA療法施
行時のbortezomib薬物動態と治療効果および副作用の関連性に
関する研究 2014/3/24 承認 2014/4/15 2011/10/13 2017/3/31

20130334 新規 2013-334 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）

Mycobacterium avium-intracellulare comoplexのフルオロキノロン
抗菌約に対する薬剤感受性に関する全国調査 2013/11/25 承認 2014/4/15 2013/11/25 2018/4/30

20100266
修正Ａ(自
主学習) 2010-266-5 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 2014/4/24 承認 2014/4/21 2011/03/07 2015/3/31

20110011
修正Ａ(自
主学習) 2011-011-3 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
（非介入型）

個別化ＨＡＡＲＴ療法の確立とその新たな評価法に関する探索的
研究 2014/4/18 承認 2014/4/21 2011/06/07 2017/3/31

20120166
修正Ａ(自
主学習) 2012-166-3

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 2014/4/18 承認 2014/4/21 2012/09/21 2016/3/31

20120251
修正Ｂ(自
主学習) 2012-251-3 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） 13C酢酸呼気試験を用いた胃運動能評価 2014/4/18 承認 2014/4/21 2012/09/24 2015/12/31

20120401
修正Ａ(自
主学習) 2012-401-2 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） 当院で診断した結核症のデータベース構築 2014/4/18 承認 2014/4/21 2012/12/21 2017/12/1

20130205
修正Ａ(自
主学習) 2013-205-2 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 2014/4/18 承認 2014/4/21 2013/07/29 2017/3/31
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20140069
新規(自主
学習) 2014-069 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） リンパ浮腫患者の圧迫下での運動療法の効果に関する研究 2014/4/18 承認 2014/4/21 2014/04/01 2015/3/31

20110332 修正Ａ 2011-332-2 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）

成人呼吸器感染症の原因菌の薬剤感受性に関する検討（全国
サーベイランス） 2014/1/27 承認 2014/4/22 2012/02/27 2019/1/31

20130360 新規 2013-360
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）

腹膜透析患者における腹膜透析カテーテル周囲組織ならびに腹
膜組織とカテーテルバイオフィルム、起炎菌との関係 2013/12/20 承認 2014/4/22 2013/12/20 2016/12/31

20110145
修正Ｂ(自
主学習) 2011-145-3 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶

臨床研究計画
（非介入型）

耳鳴、めまい、鼻閉(鼻づまり)、嗅覚障害における自律神経機能
測定と簡易脳波測定について 2014/4/24 承認 2014/4/24 2011/09/26 2019/9/30

20120156 修正Ａ 2012-156-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 線維柱帯切開術の術後成績及び合併症の後ろ向き研究 2013/12/20 承認 2014/4/24 2012/07/30 2015/3/31

20130515 新規 2013-515 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型）

心臓手術後の集中治療室における低侵襲心拍出量モニタリング
法の比較検討 2014/3/24 承認 2014/4/24 2014/04/24 2016/3/31

20140005
新規(自主
学習) 2014-005

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） 糖尿病患者の治療状況調査 2014/4/24 承認 2014/4/24 2014/04/01 2020/3/31

20140071
新規(自主
学習) 2014-071-1再

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
（介入型） 高強度インターバル運動のトレーニング効果の検討 2014/4/24 承認 2014/4/24 2014/04/01 2015/3/31

20030057 修正Ｂ 15-57-7 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）

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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2003/11/06 2018/3/31

20050002 修正Ａ 17-2-9 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2005/04/28 2015/3/31

20080073 修正Ａ 20-73-4 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）

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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2008/09/26 2018/12/31

20080090 修正Ａ 20-90-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 小川　葉子
臨床研究計画
（介入型）

３つの疾患群に関するドライアイに対するトラニラスト点眼、内服
治療の効果の検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2009/02/17 2016/7/31

20080199 修正Ａ 20-199-3 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 里宇　明元
臨床研究計画
（介入型）

慢性期脳卒中患者における Hybrid Assistive Neuromuscular
Dynamic Stimulation (HANDS) Therapyの効果 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/04/01 2016/3/31

20090052 修正Ｂ 2009-52-5 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2009/07/24 2016/3/31
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20090187 修正Ｂ 2009-187-7 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2009/12/26 2016/8/31

20090295 修正Ａ 2009-295-3 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- 2014/4/28 承認 2014/4/28 2010/03/29 2015/4/30 2015/2/26

20110054 修正Ｂ 2011-054-4 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）

内視鏡的粘膜切除術および粘膜下層剥離術における新規止血
材の使用 2014/4/28 承認 2014/4/28 2011/07/29 2015/12/31

20110057 修正Ａ 2011-057-3 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）

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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2011/06/27 2015/12/31 2014/4/11

20110125 修正Ａ 2011-125-4 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（介入型）

急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作
為化臨床試験（略称ATACH2 Study） 2014/4/28 承認 2014/4/28 2011/10/24 2016/3/31

20110159 修正Ｂ 2011-159-8 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2011/09/26 2016/3/31

20110264 修正Ｂ 2011-264-4 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） 鶴岡市民を対象とした地域コホート研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/02/28 2022/2/28

20110284 修正Ｂ 2011-284-3 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） 神経線維腫症・関連疾患群の遺伝子診断システムの構築 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/02/01 2016/12/31

20110311 修正Ａ 2011-311-3 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
（非介入型）

腹腔鏡下左結腸・直腸切除術でのDST吻合におけるTri-Stapleの
安全性、有効性に関する単施設前向き観察研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/04/06 2017/5/31

20110315 修正Ａ 2011-315-4 産婦人科学（産科） 末岡　浩 産婦人科学（産科） 丸山　哲夫
臨床研究計画
（介入型） 女性生殖器官の機能とその幹細胞に関する研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/02/29 2017/3/31

20110329 修正Ａ 2011-329-2 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
（介入型）

心嚢内視鏡ガイド下心外膜カテーテルアブレーション技術の開発
研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/05/07 2016/5/31

20120030 修正Ａ 2012-030-6 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 適使用法の確立 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/05/28 2015/11/30

20120068 修正Ａ 2012-068-2 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）

慢性期片麻痺上肢機能障害に対する頭皮脳波型ブレイン・マシ
ン・インターフェースの効果　無作為化比較試験 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/06/22 2016/6/30

20120073 修正Ａ 2012-073-2 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

「腹腔鏡下左結腸・直腸切除術でのＤＳＴ吻合におけるTri-Staple
の安全性、有効性に関する単施設前向き観察研究」におけるス
テープル形状に関する研究（2011-311付随研究） 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/06/01 2017/5/31
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20120124 修正Ｂ 2012-124-3 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）

アトピー性皮膚炎寛解導入維持を目的とした新規治療法（プロア
クティブ療法）の有効性の検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/06/25 2014/6/30

20120163 修正Ａ 2012-163-3 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/10/25 2016/10/31

20120173 修正Ｂ 2012-173-2 外科学(小児) 黒田　達夫 外科学(小児) 黒田　達夫
臨床研究計画
（非介入型） 胆道閉鎖症の自己肝病理に対する後方視的調査 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/07/30 2015/3/31

20120290 修正Ｂ 2012-290-3 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）

頭頸部腫瘍患者の咽喉頭機能とQOLに対する種々の治療が及
ぼす影響 2014/4/28 承認 2014/4/28 2012/10/22 2018/1/31

20120360 修正Ｂ 2012-360-5 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2013/03/25 2017/3/31

20120523 修正Ａ 2012-523-2 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
（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～ 2014/4/28 承認 2014/4/28 2013/05/27 2016/2/28

20120524 修正Ｂ 2012-524-2 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）

Docetaxel+シスプラチン+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 ～ 2014/4/28 承認 2014/4/28 2013/06/05 2016/2/28

20130175 修正Ａ 2013-175-7 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2013/07/29 2015/7/31

20130208 修正Ａ 2013-208-2 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
（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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2013/07/29 2016/3/31

20130229 修正Ａ 2013-229-2 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） 尿試験紙AUTION Sticks　ビリルビン比色表の色調評価 2014/4/28 承認 2014/4/28 2013/09/27 2014/12/31

20130255 再審査 2013-255-1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
（介入型）

同種造血幹細胞移植における移植後鉄キレート療法：デフェラシ
ロクスの安全性の検討　多施設共同臨床試験 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2016/6/30

20130415 修正Ｂ 2013-415-2 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/02/17 2014/6/30

20130482 修正Ｂ 2013-482-2 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 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/02/24 2016/3/31

20140001 新規 2014-001 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 肥満関連大腸癌の発生・予防についての研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2018/12/31
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20140003 新規 2014-003 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） 慢性腰痛症に対する薬物療法の臨床経済研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2016/12/31

20140004 新規 2014-004 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 涌井　昌俊
臨床研究計画
（非介入型） 多項目自動血球分析装置XN-1000における新規測定法の評価 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2017/4/30

20140007 新規 2014-007 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）

社会機能的転帰評価尺度SLOF（Specific Levels of Functioning
Scale；特定機能レベル評価尺度）　日本語版の妥当性検討に関
する研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2016/3/31

20140009 新規 2014-009 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） 乳癌再発巣のバイオマーカー発現に関する探索的研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2019/3/31

20140010 新規 2014-010 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） 乳癌晩期再発予測因子の探索的研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2019/3/31

20140011 新規 2014-011 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）

メタボローム解析を用いた乳がんの薬物療法の効果予測因子に
関する臨床研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2019/3/31

20140012 新規 2014-012
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）

2型糖尿病患者の血清ビリルビン濃度と細小血管障害・大血管障
害との関連 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2014/10/30

20140013 新規 2014-013
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） アログリプチンの血糖降下作用に影響を与える因子の探索 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2014/10/30

20140014 新規 2014-014 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 宮嶋　哲
臨床研究計画
（介入型）

腹腔鏡下手術における皮膚表面接着剤(DERMABOND TM)を用
いた臍形成術の検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2018/6/30

20140015 新規 2014-015 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大腸内視鏡検査当日前処置法の有用性の
検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2016/3/31

20140016 新規 2014-016 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）

骨髄異型成症候群における移植決断からの治療戦略に関する
前方視的検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2019/1/31

20140017 新規 2014-017 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）

リピオドールマーキングを用いた肺区域切除の安全性、妥当性の
研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2015/12/31

20140019 新規 2014-019 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）

精神科医師の職場における満足度およびストレス度に関する調
査 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2014/12/31

20140021 新規 2014-021 感染症学 岩田　敏 感染症学 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型）

難治性小児急性中耳炎に対するテビペネム　ピボキシルを用い
た抗菌薬療法の検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2016/4/30
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20140022 新規 2014-022 感染症学 岩田　敏 感染症学 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型）

前治療無効の急性鼻副鼻腔炎における経口カルバペネム系薬
オラペネム小児用細粒10%高用量投与の臨床効果の検討 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2017/4/30

20140024 新規 2014-024 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の多彩な症状の包括的把握とそれに基づく
臨床研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2017/3/31

20140028 新規 2014-028 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関連日常生活活動（ADL)の臨
床的評価尺度の開発 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2016/3/31

20140032 新規 2014-032 感染症学 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） 感染症治療薬の有効性および安全性に関する研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2020/3/31

20140033 新規 2014-033 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將 基礎研究計画 患者搬送場面でのケアスタッフの負担軽減システムの評価研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2015/3/31 2015/2/3

20140036 新規 2014-036 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(成人発症スティル病、顕微鏡的多発血管炎、側頭
動脈炎、高安動脈炎、リウマチ性多発筋痛症)に対するトシリズマ
ブ療法によるサイトカイン変動の測定（埼玉医科大学総合医療セ
ンターとの共同研究） 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2024/3/31

20140037 新規 2014-037 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） 子宮頸がん検診におけるHPV検査の有効性評価研究 2014/4/28 承認 2014/4/28 2014/04/28 2021/3/31

20120057
修正Ｂ（自
主学習） 2012-057-5 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 2014/5/1 承認 2014/5/2 2012/05/28 2016/5/31

20140053
新規(自主
学習) 2014-053 放射線治療科学 茂松　直之 放射線治療科学 茂松　直之

臨床研究計画
（非介入型）

4次元放射線治療計画装置を使用した放射線治療の新展開　－4
次元CTを用いた標的腫瘍ならびに正常臓器の動態に関する後ろ
向き観察研究－ 2014/5/7 承認 2014/5/8 2014/04/01 2016/3/31

20130457 新規 2013-457 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）

近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能と行動発達の
解明 2014/5/12 承認 2014/5/12 2014/05/12 2019/5/31

20140008 新規 2014-008 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）

JCOG1204：再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップ
とインテンシブフォローアップの比較第Ⅲ相試験 2014/5/12 承認 2014/5/12 2014/05/12 2024/5/31

20080016 修正Ｂ 20-16-27 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 2014/4/28 承認 2014/5/15 2008/06/18 2018/5/31

20110384 修正Ａ 2011-384-3 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 2014/4/28 承認 2014/5/15 2012/10/19 2018/11/30

20130516 新規 2013-516 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） Fanconi症候群におけるカルニチン補充の尿細管機能への影響 2014/4/28 承認 2014/5/15 2014/05/15 2016/10/30
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20140026 新規 2014-026 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 浜本　康夫
臨床研究計画
（非介入型）

進行再発大腸癌における　KRAS minor， BRAF， NRAS，
PIK3CA　などのがん関連遺伝子異変のプロファイリングの多施
設共同研究 2014/4/28 承認 2014/5/15 2014/05/15 2016/12/31

20140035 新規 2014-035 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） シェーグレン症候群の総合的疾患活動性評価法の確立 2014/4/28 承認 2014/5/15 2014/05/15 2018/3/31

20120167 修正Ｂ 2012-167-3 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） 脊髄クモ膜嚢胞の遺伝子解析に関する研究 2014/4/28 承認 2014/5/16 2012/11/26 2017/12/31

20110113 修正Ｂ 2011-113-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也 医療計画 円錐角膜・角膜拡張症に対する角膜クロスリンキング 2014/4/28 承認 2014/5/22 2011/10/01 2016/9/30 2012/3/12

20120497 修正Ａ 2012-497-2 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 2014/1/27 承認 2014/5/22 2013/04/22 2016/3/31

20021020 修正Ａ 14-20A-12 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通
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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2002/07/26 2016/6/30

20022020 修正Ａ 14-20B-9 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通
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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2002/07/26 2016/6/30

20050002 修正Ａ 17-2-10 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2005/04/28 2015/3/31

20070047 修正Ｂ 19-47-9 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2007/12/28 2015/3/31

20070081 修正Ｂ 19-81-11 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2008/02/13 2017/3/31

20090042 修正Ｂ 2009-42-3 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）

脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同
研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2009/06/22 2017/5/31

20100080 修正Ａ 2010-080-5 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） 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2010/10/07 2015/3/31

20100224 修正Ｂ 2010-224-2 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 涌井　昌俊
臨床研究計画
（非介入型） 日常検査導入を目的とした血液凝固検査試薬の評価と検証 2014/5/26 承認 2014/5/26 2010/12/27 2017/12/31

20110015 修正Ａ 2011-015-3 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2011/06/07 2014/12/31
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20110100 修正Ａ 2011-100-2 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）

長期留置型中心静脈カテーテルを有する患児に発症したカテー
テル関連血流感染症に対するカテーテル温存を目的としたエタ
ノールロック療法の検討 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/05/29 2016/5/31

20110117 修正Ｂ 2011-117-3 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） 抗菌薬適正使用と耐性菌発生の関連性の検討 2014/4/28 承認 2014/5/26 2011/09/26 2016/6/30

20110118 修正Ａ 2011-118-3 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）

黄色ブドウ球菌菌血症の発生に院内感染対策が及ぼす影響の
検討 2014/4/28 承認 2014/5/26 2011/09/26 2016/6/30

20110137 修正Ａ 2011-137-2 分子生物学 塩見　春彦 分子生物学 高柳　淳 基礎研究計画 組換え抗体のADCC・CDCC活性測定 2014/5/26 承認 2014/5/26 2011/09/26 2015/3/31

20110138 修正Ａ 2011-138-2 分子生物学 塩見　春彦 分子生物学 高柳　淳 基礎研究計画 特異糖鎖を有する組換え抗体のADCC・CDCC活性測定 2014/5/26 承認 2014/5/26 2011/09/26 2015/3/31 2012/3/13

20110245 修正Ａ 2011-245-4 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）

人工膝関節置換術における術前CT-baced 3Dプランニングの有
効性に関する研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2011/11/28 2016/6/30

20110365 修正Ａ 2011-365-3 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/03/26 2014/7/31

20120037 修正Ａ 2012-037-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（介入型）

腰部脊柱管狭症に対するトラマドール／アセトアミノフェン配合錠
（トラムセット配合錠）の有効性および安全性の検討 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/06/13 2016/6/30

20120099 修正Ａ 2012-099-5 内科学（神経） 鈴木　則宏 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/08/01 2022/7/31

20120127 修正Ｂ 2012-127-2 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）

同側に耳鳴を伴う一側高度または重度感音難聴に対する、人工
内耳の装用効果に関する研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/07/09 2015/7/31

20120156 修正Ａ 2012-156-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 線維柱帯切開術の術後成績及び合併症の後ろ向き研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/07/30 2015/3/31

20120197 修正Ｂ 2012-197-2 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）

重度アルツハイマー病を対象にしたコリンエステラーゼ阻害薬（ド
ネペジル）の薬物治療効果及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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/10/23 2015/3/31 2015/1/22

20120226 修正Ｂ 2012-226-9 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/10/11 2017/3/31

20120281 修正Ａ 2012-281-3 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） 光トポグラフィを用いた精神疾患における前頭葉機能の研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/12/17 2018/3/31

10/77 更新日：2015/10/20



倫理委員会承認一覧（2014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

20120287 修正Ｂ 2012-287-2 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 天谷　雅行 基礎研究計画
皮膚特異抗原の異所性発現による自己免疫皮膚疾患病態への
関与 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/10/22 2017/7/31

20120291 修正Ａ 2012-291-4 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/10/22 2017/10/30

20120302 修正Ａ 2012-302-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（非介入型） アカントアメーバ角膜炎の眼表面所見についての検討 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/12/14 2016/3/31

20120324 修正Ｂ 2012-324-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/11/26 2015/3/31

20120325 修正Ｂ 2012-325-4 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2012/12/19 2024/3/31

20120420 修正Ａ 2012-420-5 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/02/25 2015/3/31

20120499 修正Ｂ 2012-499-2 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）

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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/04/08 2015/3/31 2015/1/22

20120516 修正Ｂ 2012-516-4 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）

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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/03/25 2015/3/31

20130098 修正Ｂ 2013-098-2 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） 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/06/24 2016/3/31

20130116 修正Ａ 2013-116-2 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） 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/06/24 2018/9/30

20130128 修正Ａ 2013-128-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 緑内障手術の予後不良因子に関する後向き研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/06/24 2016/12/31

20130146 修正Ａ 2013-146-4 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/06/24 2018/3/31

20130176 修正Ａ 2013-176-2 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/07/29 2014/10/30 2014/10/31

20130209 修正Ｂ 2013-209-4 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/07/29 2015/3/31
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20130285 修正Ａ 2013-285-2 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/10/28 2014/9/30 2014/9/26

20130290 修正Ｂ 2013-290-2 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/10/28 2014/12/31

20130338 修正Ａ 2013-338-2 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/11/25 2017/10/31

20130349 修正Ｂ 2013-349-2 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) 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/01/06 2018/11/30

20130352 再審査 2013-352-1再 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
（介入型）

C型慢性肝炎に対するシメプレビル・ペグインターフェロン・リバビ
リン3剤併用療法における治療効果の検討(多施設共同研究) 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2018/3/31

20130361 再審査 2013-361-1再
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）

腹膜透析患者における腸内細菌叢変様の意義についての臨床
研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2019/5/31

20130368 修正Ｂ 2013-368-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/03/05 2020/3/31

20130377 修正Ｂ 2013-377-2 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/01/09 2015/6/30

20130378 修正Ｂ 2013-378-2 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/01/09 2015/6/30

20130385 修正Ａ 2013-385-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 宮本　健史
臨床研究計画
（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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/12/20 2018/12/31

20130397 修正Ａ 2013-397-2 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/01/15 2017/3/31

20130408 修正Ｂ 2013-408-3 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） 骨髄増殖性腫瘍の実態調査 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/02/10 2017/12/31

20130412 修正Ａ 2013-412-2 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
（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) 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/01/27 2014/12/31

20130415 修正Ａ 2013-415-3 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/02/17 2014/10/31 2014/10/21
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20130426 修正Ｂ 2013-426-2 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
（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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/01/27 2019/3/31

20130469 修正Ａ 2013-469-2 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
（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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/03/12 2014/6/30 2014/10/15

20130478 修正Ａ 2013-478-2 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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/02/24 2017/3/31

20130493 修正Ｂ 2013-493-2 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）

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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2013/03/24 2016/3/31

20140027 新規 2014-027 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）

脳卒中片麻痺患者における上肢関連日常生活活動(ADL)の臨床
的動作解析システムの開発 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2016/3/31

20140039 新規 2014-039 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）

食道癌における周術期合併症・炎症と予後の関連に関する観察
研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2018/3/31

20140040 新規 2014-040 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） 食道胃接合部癌標準術式検討のための調査（多施設共同研究） 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2015/3/31

20140041 新規 2014-041
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） シタグリプチンの血糖降下作用に影響を与える因子の探索 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2014/11/30

20140043 新規 2014-043 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） 一次性頭痛における睡眠の状態に関する臨床研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2017/3/31

20140049 新規 2014-049 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）

高齢者に対するテレビ会議システムを用いた認知機能の評価の
信頼性の検討および満足度調査 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2018/3/31

20140050 新規 2014-050 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 田渕　肇
臨床研究計画
（非介入型）

メモリークリニック受診患者の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 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2015/12/31

20140055 新規 2014-055 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）

臨床病期Ⅰ期肺癌に対する肺葉切除、区域切除の周術期合併
症の検討 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2015/12/31

20140056 新規 2014-056 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）

小児慢性骨髄性白血病の臨床像に関する疫学調査　JPLSG
CML11（追加調査） 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2015/3/31

20140059 新規 2014-059 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）

複式広汎性子宮頸部摘出術の安全性および妊孕能温存アウトカ
ムの解析(広汎子宮全摘手術症例との比較) 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2015/12/31
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20140060 新規 2014-060 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）

全自動尿化学分析装置　クリニテックノーバスを用いたノーバス
試薬カートリッジPR012の検討 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2015/6/30

20140063 新規 2014-063 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） 耳鼻咽喉科観察内視鏡の洗浄による除菌効果 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2019/5/31

20140065 新規 2014-065 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）

肝移植における液性拒絶反応制御を目指したドナー特異的抗体
の検出と役割の解明 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2016/5/31

20140067 新規 2014-067 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） リウマチ性疾患における新規低侵襲検査法に関する臨床研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2020/3/31

20140070 新規 2014-070 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） 全国大腸癌肝転移登録事業及び登録情報に基づく研究 2014/5/26 承認 2014/5/26 2014/05/26 2024/4/30

20080031 修正Ｂ 20-31-5 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 2014/5/26 承認 2014/5/30 2008/07/18 2015/7/31

20140023 新規 2014-023 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） 心血管疾患と自律神経活動の関連 2014/4/28 承認 2014/6/3 2014/06/03 2024/4/30

20090064 修正Ｂ 2009-64-3 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）

変形性関節症の診断および進行予測に関する軟骨代謝マーカー
の有用性に関する研究 2014/5/26 承認 2014/6/5 2009/07/31 2019/5/31

20110212 修正Ｂ 2011-212-3 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通 基礎研究計画
110歳以上者（スーパーセンチナリアン）の全ゲノム配列解析によ
る長寿遺伝素因の解析 2014/5/26 承認 2014/6/5 2012/03/26 2015/3/31

20120259 修正Ｂ 2012-259-2
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）

生活習慣病の１次・２次予防をめざした病院運動療法指導システ
ムの確立 2014/5/26 承認 2014/6/5 2011/11/02 2020/11/30

20120328 修正Ａ 2012-328-2 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型） 尿路上皮腫瘍のCTフォローの 適プロトコールの構築 2014/5/26 承認 2014/6/5 2012/11/26 2015/12/31

20140020 新規 2014-020 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におけるアミロイドイメージングの検討 2014/4/28 承認 2014/6/5 2014/06/05 2017/4/30

20140031 新規 2014-031
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
（介入型）

次世代狭帯域光イメージングによる消化管粘膜および粘膜下層
の観察に関する研究 2014/4/28 承認 2014/6/5 2014/06/05 2016/4/30

20140045 新規 2014-045 看護医療学部 武田　祐子 看護医療学部 武田　祐子
臨床研究計画
（非介入型）

胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術を受けた後期高齢患者の退
院後の日常生活と看護支援の検討 2014/5/26 承認 2014/6/5 2014/06/05 2015/3/31 2015/3/2
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20140052 新規 2014-052 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）

関節リウマチ患者を対象とした新規血中インフリキシマブ濃度検
出用試薬の既存ELISA法との相関性等に関する研究 2014/5/26 承認 2014/6/5 2014/06/05 2014/9/30

20140066 新規 2014-066 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）

リウマチ性疾患の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 2014/5/26 承認 2014/6/5 2014/06/05 2017/3/31

20070094 修正Ａ 19-94-4 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 河奈　裕正
臨床研究計画
（介入型） β－TCP（リン酸三カルシウム）骨補填材を用いた顎骨再生 2014/4/28 承認 2014/6/9 2008/05/01 2017/3/31

20110357 修正Ｂ 2011-357-3 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 神崎　晶
臨床研究計画
（非介入型）

簡易型脳波計測装置を用いた耳鳴りに対する客観的評価につい
て 2014/5/26 承認 2014/6/9 2012/04/20 2017/4/30

20140030 新規 2014-030 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）

食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ
節の郭清効果を検討する介入研究 2014/4/28 承認 2014/6/9 2014/06/09 2022/6/30

20140042 新規 2014-042 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）

多施設共同での60歳以上のドナーを用いた生体肝移植のドナー
及びレシピエントの成績に関する研究 2014/5/26 承認 2014/6/9 2014/06/09 2016/12/31

20140047 新規 2014-047 看護医療学部 武田　祐子 看護医療学部 武田　祐子
臨床研究計画
（非介入型）

レシピエントの体調変化にともなう生体腎移植ドナーの腎提供に
対する認識とその影響 2014/5/26 承認 2014/6/9 2014/06/09 2016/3/31

20140064 新規 2014-064 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（非介入型）

当院集中治療室におけるトロンボモジュリン投与の現状とその効
果 2014/5/26 承認 2014/6/9 2014/06/09 2015/3/31

20120251
修正Ｂ(自
主学習) 2012-251-4 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 2014/6/23 承認 2014/6/11 2012/09/24 2015/12/31

20130134 修正Ｂ 2013-134-2 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
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の有用性を検討するパイロット研究 2014/5/26 承認 2014/6/11 2013/06/24 2018/3/31

20130289 修正Ｂ 2013-289-2 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）

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 2014/5/26 承認 2014/6/11 2013/10/28 2014/12/31

20130246 修正Ｂ 2013-246-5 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） 自己免疫疾患の病態解明を目指した網羅的研究 2014/5/26 承認 2014/6/12 2013/09/27 2020/3/31

20140025 新規 2014-025 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） 新規パーキンソン病治療薬による眠気の観察研究 2014/4/28 承認 2014/6/12 2014/06/12 2016/3/31

20030092 修正Ｂ 15-92-4 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之 基礎研究計画
ヒト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 2014/5/26 承認 2014/6/13 2004/02/20 2017/3/31
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20130390 修正Ｂ 2013-390-2 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） 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 2014/5/26 承認 2014/6/13 2013/12/20 2016/12/31

20140054 新規 2014-054 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

模擬車内湿度環境の違いによる運転および視機能に与える影響
の検討 2014/5/26 承認 2014/6/13 2014/06/13 2017/3/31

20130055 修正Ａ 2013-055-2 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－ 2014/5/26 承認 2014/6/16 2013/05/27 2016/3/31

20130182 修正Ａ 2013-182-2 内科学（神経） 鈴木　則宏 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 2014/5/26 承認 2014/6/16 2013/08/22 2016/8/31

20140119 症例報告 2014-119 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人 持続血糖モニター(CGM)を装着した糖尿病患者（症例報告） 2014/6/23 承認 2014/6/18

20140120 症例報告 2014-120 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 菊池　春人 CGM装着患者（症例報告） 2014/6/23 承認 2014/6/18

20100233 修正Ａ 2010-233-3 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（介入型）

脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検
討する大規模臨床研究（略称 RESPECT Study） 2014/4/28 承認 2014/6/20 2011/06/27 2016/12/31

20130499 新規 2013-499 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：Pelizaeus-Merzbacher病
（PMD-1） 2014/3/24 承認 2014/6/20 2014/06/20 2024/6/30

20140058 新規 2014-058 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

アマゾン川流域住民と東京都民の涙液量とドライアイ自覚症状の
比較 2014/5/26 承認 2014/6/20 2014/06/20 2016/3/31

20030061 修正Ｂ 15-61-7
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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/11/25 2015/3/31

20090018 修正Ｂ 2009-18-3 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）

ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病
態解明と診断法 2014/6/23 承認 2014/6/23 2009/04/27 2017/3/31

20090063 修正Ａ 2009-63-2 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
（非介入型）

東京都CCUネットワークAED（自動対外徐細動器）プログラムの
突然死ハイリスク患者蘇生に関する有用性の検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2009/07/31 2019/8/31

20100118 修正Ｂ 2010-118-3 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫
臨床研究計画
（介入型）

骨肉腫術後補助化学療法におけるIfosfamide併用の効果に関す
るランダム化比較第Ⅲ相臨床試験 2014/6/23 承認 2014/6/23 2010/10/06 2020/10/31

20100151 修正Ａ 2010-151-2 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）

日本人関節リウマチ患者におけるアバタセプトの有効性と安全性
に関する解析研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2010/09/27 2015/3/31
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20100186 修正Ｂ 2010-186-4 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）

チロシンキナーゼ阻害剤による分子遺伝学的寛解達成後のチロ
シンキナーゼ阻害剤投与中止に関する検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2010/10/25 2015/11/30

20100293 修正Ａ 2010-293-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型） 開放隅角緑内障患者における転倒頻度ならびに交通事故頻度 2014/6/23 承認 2014/6/23 2011/05/02 2021/5/30

20110088 修正Ａ 2011-088-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫
臨床研究計画
（介入型）

進行期悪性骨・軟部腫瘍に対する画像ガイド下経皮的凍結融解
壊死療法 2014/6/23 承認 2014/6/23 2011/08/23 2017/8/31

20110269 修正Ａ 2011-269-4 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。 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/02/27 2016/3/31

20120075 修正Ｂ 2012-075-2 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） 急性心不全患者を対象とした登録研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/05/28 2020/3/31

20120081 修正Ｂ 2012-081-2 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） 消化器疾患における便中カルロプラクチンの有用性の検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/06/25 2015/6/30

20120104 修正Ａ 2012-104-3
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

中外製薬CKD骨内分泌
学寄附講座 田中　正巳

臨床研究計画
（介入型）

DPP-4阻害薬からミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配
合錠（グルベスⓇ配合錠）への切り替えにおける有効性と安全性
の検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/09/01 2015/3/31 2015/3/4

20120153 修正Ａ 2012-153-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） トーリック眼内レンズ乱視矯正正誤差の検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/07/30 2017/8/31

20120252 修正Ａ 2012-252-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 山岸　由幸
臨床研究計画
（非介入型） IgG4関連疾患・自己免疫性膵炎における疾患関連遺伝子の解析 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/09/24 2015/8/31

20120261 修正Ａ 2012-261-2 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）

本邦の骨軟部肉腫患者における静脈血栓塞栓症の発生頻度と
予測因子に関する前向き観察研究【骨軟部肉腫治療研究会
（JMOG）多施設共同臨床試験】 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/10/22 2014/9/30

20120324 修正Ｂ 2012-324-4 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/11/26 2015/3/31

20120325 修正Ｂ 2012-325-5 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2012/12/19 2024/3/31

20120421 修正Ａ 2012-421-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型） 網膜障害における血液・眼内液バイオマーカーの探索 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/02/04 2017/12/31

20120477 修正Ｂ 2012-477-3 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/03/25 2017/8/31
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20130041 修正Ｂ 2013-041-4 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/04/22 2014/12/31 2014/10/31

20130059 修正Ｂ 2013-059-2 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（細胞） 河上　裕
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/06/19 2016/6/30

20130107 修正Ａ 2013-107-2 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
（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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/06/24 2015/6/30

20130156 修正Ａ 2013-156-2 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/07/29 2014/12/31 2014/12/24

20130198 修正Ｂ 2013-198-2 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/08/13 2014/12/31

20130204 修正Ｂ 2013-204-3 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/07/29 2016/3/31

20130258 修正Ａ 2013-258-2 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）

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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/10/25 2016/3/31

20130323 修正Ａ 2013-323-2 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
（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- 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/11/25 2014/11/30

20130326 修正Ａ 2013-326-2 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）

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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/12/02 2017/3/31

20130362 修正Ａ 2013-362-2 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2013/12/20 2016/3/31

20130430 修正Ｂ 2013-430-2 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
（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」 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/01/27 2019/3/31

20130462 修正Ａ 2013-462-2 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）

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 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/02/24 2018/12/31

20130512 再審査 2013-512-1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） 消化器慢性炎症性疾患における遺伝子変異の検索 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2016/3/31

20140029 再審査 2014-029-1再 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）

重度上肢麻痺患者に対する脳波利用ブレイン・マシン・インター
フェースリハビリテーションシステム機器の開発 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2016/6/30 2015/1/26
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20140075 新規 2014-075 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） 術後気管支断端瘻に関する後向き多施設共同研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2015/12/31

20140079 新規 2014-079 内科学(神経) 鈴木　則宏 内科学(神経) 柴田　護
臨床研究計画
（非介入型）

高齢発症てんかん患者の生活の質と認知機能の推移に関する
臨床研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2017/9/30

20140080 新規 2014-080 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）

食道癌における肥満関連因子とsarcopeniaに関する後ろ向き観
察研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2016/3/31

20140083 新規 2014-083 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）

マイクロアレイとゲノムシークエンス解析法を用いた小児甲状腺
腫瘍発症機序の解明 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2019/3/31

20140086 新規 2014-086 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 衛生学公衆衛生学 岡村　智教

その他（既存資
料を用いた疫学
研究）

既存資料を用いた健診受診者のCAVI（Cardio Ankle Vascular
Index）の規定要因に関する横断・縦断解析研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2016/3/31

20140087 新規 2014-087 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 松岡　克善
臨床研究計画
（非介入型）

潰瘍性大腸炎に対するタクロリムスとインフリキシマブの治療効
果検証 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2015/6/30 2014/12/5

20140088 新規 2014-088 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 松岡　克善
臨床研究計画
（非介入型）

潰瘍性大腸炎に対する３rd-line 治療としてのタクロリムスとイン
フリキシマブの有効性・安全性の検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2015/6/30 2014/12/5

20140093 新規 2014-093 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）

全身性エリトマトーデスの臨床試料解析に基づく新規バイオマー
カーおよび病態探索に関する研究 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2024/3/31

20140094 新規 2014-094 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）

セルトリズマブペゴルの実地臨床における有効性と安全性の検
証 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2018/10/30

20140095 新規 2014-095 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

iPS細胞を用いた悪性高熱症・関連疾患の発症機構の解明と診
断法・治療法の開発 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2019/3/31

20140097 新規 2014-097 緩和ケアセンター 橋口　さおり 緩和ケアセンター 橋口　さおり
臨床研究計画
（非介入型） がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2016/3/31

20140098 新規 2014-098 緩和ケアセンター 橋口　さおり 緩和ケアセンター 橋口　さおり
臨床研究計画
（非介入型）

アセトアミノフェン製剤の高用量使用による肝障害についての調
査 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2017/3/31

20140101 新規 2014-101 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 松岡　克善
臨床研究計画
（非介入型） 炎症性腸疾患患者における腸内および口腔内細菌叢の検討 2014/6/23 承認 2014/6/23 2014/06/23 2016/5/31

20100133 修正Ａ 2010-133-6 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
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 2014/5/26 承認 2014/6/26 2010/10/05 2016/3/31
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20080016 修正Ｂ 20-16-28 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 2014/6/23 承認 2014/7/2 2008/06/18 2018/5/31

20140051 新規 2014-051 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）

健常成人志願者を対象とした123I-IMAP SPECT検査による脳血
流シンチの統計画像解析方(3D-SSP)に用いるノーマルデータ
ベースの作成に関する研究 2014/6/23 承認 2014/7/2 2014/07/02 2017/3/31

20140062 新規 2014-062 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
（非介入型） Tリンパ球の免疫老化と加齢性疾患との相関の解析 2014/5/26 承認 2014/7/2 2014/07/02 2015/3/31

20140084 新規 2014-084 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）

上皮性卵巣癌の妊孕性温存療法の対象拡大のための非ランダ
ム化検証的試験(JCOG1203) 2014/6/23 承認 2014/7/2 2014/07/02 2031/3/31

20120275 修正Ｂ 2012-275-2 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） 心房細動カテーテルアブレーションの治療成績 2014/6/23 承認 2014/7/3 2013/11/14 2022/11/30

20120517 修正Ａ 2012-517-3 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 小杉　志都子
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 2014/6/23 承認 2014/7/3 2013/04/08 2015/4/30 2015/2/17

20130047 修正Ａ 2013-047-3 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－ 2014/6/23 承認 2014/7/3 2013/06/05 2018/6/30

20130184 修正Ｂ 2013-184-2 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） 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 2014/6/23 承認 2014/7/3 2013/08/14 2016/8/31

20140102 新規 2014-102 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） 新規胃がんリスクマーカーとしての血漿グレリンの開発 2014/6/23 承認 2014/7/3 2014/07/03 2015/12/31

20140105 新規 2014-105
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

日本ベーリンガーインゲ
ルハイム寄附講座 中江　淳 基礎研究計画

ヒトインスリン受容体異常症Leprechaunism iPS 細胞を用いた新
規 FOX01 活性調節低分子化合物アッセイ系の確立に関する基
礎的研究 2014/6/23 承認 2014/7/3 2014/07/03 2020/3/31

20100144 修正Ｂ 2010-144-4 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 2014/6/23 承認 2014/7/7 2010/12/27 2018/12/31

20130330 修正Ｂ 2013-330-2 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）

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 2014/6/23 承認 2014/7/7 2013/12/05 2015/12/31

20140081 新規 2014-081 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）

高齢者の自動車運転の特性に関する検討のための基礎的な
データの構築 2014/6/23 承認 2014/7/7 2014/07/07 2017/3/31

20140096 新規 2014-096 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）

上肢・手指機能検査法（簡易上肢機能検査Simple Test for
Evaluating Hand Function) の妥当性に関する研究 2014/6/23 承認 2014/7/7 2014/07/07 2017/6/30
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20140104 新規 2014-104 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） 非耳鼻咽喉科内視鏡検査における咽喉頭所見の臨床的検討 2014/6/23 承認 2014/7/7 2014/07/07 2019/6/30

20140106 新規 2014-106 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫
臨床研究計画
（介入型）

JCOG1306 高悪性度非円形細胞肉腫に対する adriamycin，
ifosfamide による補助化学療法と gemcitabine， docetaxel による
補助化学療法とのランダム化 Ⅱ/Ⅲ 相試験 2014/6/23 承認 2014/7/7 2014/07/07 2024/7/31

20140174
新規(自主
学習) 2014-174 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 基礎研究計画

医療用画像および画像報告書からの撮影法、所見、診断、確信
度といった医学的に有用なメタ情報の抽出法の開発に関する研
究 2014/7/7 承認 2014/7/7 2014/08/01 2016/3/31

20130175 修正Ｂ 2013-175-8 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 2014/5/26 承認 2014/7/9 2013/07/29 2015/7/31

20140108 新規 2014-108 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型）

多目的コホート研究における眼科疾患、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目とこころの研究） 2014/6/23 承認 2014/7/11 2014/07/11 2020/3/31

20110314 修正Ｂ 2011-314-4 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 冨永　英一郎 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 2014/6/23 承認 2014/7/14 2012/01/30 2015/7/31

20120147 修正Ｂ 2012-147-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（介入型） 腰椎変性側弯症の遺伝子解析に関する研究 2014/6/23 承認 2014/7/17 2012/11/26 2016/12/31

20130452 修正Ｂ 2013-452-2 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） 肝切除の周術期栄養介入の有用性と肝再生に関する研究 2014/6/23 承認 2014/7/17 2014/04/02 2017/4/30

20140078 新規 2014-078 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）

ピタバスタチン投与による大動脈多量アテローム血栓退縮効果
及び腹部大動脈治療に伴う血栓飛散抑止効果の検討
Prevention of Cholesterol Embolization durin Endovascular and
Open aneurysm repair with Pitavastatin [PROCEDURE] Study 2014/6/23 承認 2014/7/17 2014/07/17 2017/10/31

20140082 新規 2014-082 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） 末梢動脈疾患治療に関する多施設前向き研究 2014/6/23 承認 2014/7/17 2014/07/17 2019/12/31

20140090 新規 2014-090 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將 基礎研究計画 物品搬送場面でのケアスタッフの負担軽減システムの評価研究 2014/6/23 承認 2014/7/17 2014/07/17 2014/11/30

20140110 新規 2014-110 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光
臨床研究計画
（介入型）

80歳以上の高齢者悪性神経膠腫患者に対するテモゾロミド・アバ
スチン併用療法の安全性・有効性の検討（第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験） 2014/6/23 承認 2014/7/17 2014/07/17 2017/12/31

20130480 再審査 2013-480-1再 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）

脳卒中片麻痺患者におけるパターン電気刺激の歩行障害に対す
る効果の検討 2014/4/28 承認 2014/7/22 2014/07/22 2017/3/31

20130173 修正Ｂ 2013-173-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/6/23 承認 2014/7/23 2013/08/13 2016/8/31
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20140103 新規 2014-103 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）

超高齢化社会日本における老人性喉頭の臨床的背景に関する
多面的検討 2014/6/23 承認 2014/7/23 2014/07/23 2019/7/31

20140115 新規 2014-115 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）

喉頭悪性腫瘍患者の咽喉頭機能とQOLに対する種々の治療が
及ぼす影響 2014/6/23 承認 2014/7/23 2014/07/23 2019/7/31

20010067 修正Ｂ 13-67-7 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2001/11/26 2019/3/31

20030057 修正Ｂ 15-57-8 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）

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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2003/11/06 2018/3/31

20070084 修正Ａ 19-84-3 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）

脊髄・脊椎疾患に対する磁気共鳴画像・拡散テンソル投射路撮
影による評価法の確立 2014/7/25 承認 2014/7/25 2008/05/19 2020/3/31

20090052 修正Ｂ 2009-52-6 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）

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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2009/07/24 2016/3/31

20100050 修正Ａ 2010-050-4
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）

過体重2型糖尿病患者を対象としたリラグルチドおよび高用量メト
フォルミン投与の有効性に関する比較検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2011/10/24 2016/3/31

20110018 修正Ａ 2011-018-2 歯科・口腔外科学 中川　種昭 整形外科学 宮本　健史
臨床研究計画
（非介入型） ビスフォスフォネート製剤投与患者の顎骨壊死発症機構の解明 2014/7/25 承認 2014/7/25 2011/06/07 2016/6/30

20110132 修正Ｂ 2011-132-5 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）

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセル毎週
点滴静注＋カルボプラチン３週毎点滴静注投与とパクリタキセル
毎週点滴静注＋カルボプラチン３週毎腹腔内投与のランダム化
第Ⅱ／Ⅲ相試験 2014/7/25 承認 2014/7/25 2011/10/26 2018/5/31

20110212 修正Ｂ 2011-212-4 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通 基礎研究計画
110歳以上者（スーパーセンチナリアン）の全ゲノム配列解析によ
る長寿遺伝素因の解析 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/03/26 2025/3/31

20110279 修正Ｂ 2011-279-7 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/01/23 2016/3/31

20110284 修正Ｂ 2011-284-4 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） 神経線維腫症・関連疾患群の遺伝子診断システムの構築 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/02/01 2016/12/31

20120156 修正Ｂ 2012-156-6 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 線維柱帯切開術の術後成績及び合併症の後ろ向き研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/07/30 2019/7/31

20120169 修正Ａ 2012-169-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 腫瘍センター 大森　泰
臨床研究計画
（介入型）

未分化型早期胃癌の病変範囲診断における画像強調内視鏡の
有用性の検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/08/17 2016/7/31
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20120224 修正Ｂ 2012-224-3 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）

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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/09/24 2019/12/31

20120226 修正Ｂ 2012-226-10 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/10/11 2017/3/31

20120241 修正Ｂ 2012-241-6 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（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) 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/11/01 2018/11/30

20120242 修正Ｂ 2012-242-2 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）

ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補
助化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/10/11 2022/6/30

20120293 修正Ａ 2012-293-5 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄
臨床研究計画
（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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/11/15 2017/3/31

20120296 修正Ｂ 2012-296-4 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2012/10/22 2022/10/31

20120360 修正Ｂ 2012-360-6 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/03/25 2017/3/31

20120414 修正Ｂ 2012-414-2 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
（介入型）

多剤耐性グラム陰性桿菌感染症患者に対するコリスタチンメタン
スルホン酸ナトリウム注射剤の有効性と安全性の検討－多施設
共同、非盲検の臨床研究－ 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/03/22 2015/3/31

20120415 修正Ｂ 2012-415-3 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）

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) 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/03/07 2023/3/6

20120459 修正Ｂ 2012-459-2 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
（非介入型）

消化管穿孔における腹腔内3D構築による腹水CT値測定意義及
び消化管穿孔の三徴の有用性に関する調査 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/02/25 2018/1/31

20120477 修正Ａ 2012-477-4 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/03/25 2017/8/31

20120506 修正Ｂ 2012-506-2 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）

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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/05/01 2016/5/31

20130009 修正Ｂ 2013-009-2 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）

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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/04/22 2018/3/31

20130082 修正Ｂ 2013-082-3 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/07/29 2017/7/31
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20130099 修正Ａ 2013-099-2 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/06/24 2017/6/30

20130207 修正Ａ 2013-207-2 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/07/29 2015/8/31

20130226 修正Ｂ 2013-226-2 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/10/04 2016/3/31

20130246 修正Ｂ 2013-246-6 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/09/27 2020/3/31

20130317 修正Ｂ 2013-317-2 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2013/10/28 2014/12/31

20130437 修正Ｂ 2013-437-2 外科学（心臓血管） 工藤　樹彦 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/02/10 2015/3/31

20130482 修正Ｂ 2013-482-3 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 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/02/24 2016/3/31

20130515 修正Ｂ 2013-515-2 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（非介入型）

心臓手術後の集中治療室における低侵襲心拍出量モニタリング
法の比較検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/04/24 2016/3/31

20140044 再審査 2014-044-1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） 血中循環消化器がん細胞の培養系の確立 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2018/3/31

20140052 修正Ａ 2014-052-2 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）

関節リウマチ患者を対象とした新規血中インフリキシマブ濃度検
出用試薬の既存ELISA法との相関性等に関する研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/06/05 2015/3/31

20140057 再審査 2014-057-1再 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（非介入型）

非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TIAにおけるリバーロキ
サバンの投与開始時期に関する観察研究　RELAXED(Recurrent
Embolism Lessened by rivaroxaban, an Anti-Xaagent of Early
Dosing for acute ischemic stroke and transient ischemic attack
with atrial fibrillation study) 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/4/30

20140061 再審査 2014-061-1再 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
（介入型）

強迫性障害に対するWEB会議システムを用いた曝露反応妨害法
のFeasibility Study 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2019/3/31

20140094 修正Ａ 2014-094-2 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）

セルトリズマブペゴルの実地臨床における有効性と安全性の検
証 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/06/23 2018/12/31

20140116 新規 2014-116 産婦人科学 末岡　浩 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　相互転座保因者の習慣流産
(CT-26) 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2024/7/31

24/77 更新日：2015/10/20



倫理委員会承認一覧（2014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

20140117 新規 2014-117 産婦人科学 末岡　浩 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　相互転座保因者の習慣流産
(CT-27) 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2024/7/31

20140123 新規 2014-123 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） 食道癌術後胃管癌の予後に関する観察研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2024/3/31

20140124 新規 2014-124 医学教育統轄センター 平形　道人 医学教育統轄センター 門川　俊明

その他（医学教
育研究（施設ア
ンケート調査）） 全国医学部のeポートフォリオ利用状況調査 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140125 新規 2014-125
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） 障害者陸上競技選手の運動能力測定 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2020/7/31

20140126 新規 2014-126 病理学 岡田　保典 病理学 岡田　保典
臨床研究計画
（非介入型） 解剖例を用いた日本人における卵円孔開存の羅患率の解析 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2015/3/31

20140127 新規 2014-127 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） 特発性孤立性上腸間膜動脈解離に対する観察研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/5/31

20140129 新規 2014-129 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） 腹腔鏡下肝切除術の難易度スケールに関する研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140130 新規 2014-130 感染症学 岩田　敏 感染症学 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型）

新生児B群溶血性レンサ球菌(GBS)感染症の予防を目的とした分
離菌の遺伝子学的解析 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140131 新規 2014-131 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）

多施設共同でのHTVL-1が生体肝移植の成績に及ぼす影響に関
する研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/12/31

20140132 新規 2014-132 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）

肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の長期成績を
含めた比較検討(Propensity matchingを用いた検討)　-
retrospective multi-institutional study- 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2015/3/31

20140134 新規 2014-134 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 松岡　克善
臨床研究計画
（非介入型） Infliximab, Adalimumabによる炎症性腸疾患の個別化療法の確立 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2017/3/31

20140136 新規 2014-136 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 高月　誠司 その他

メドトロニック社製冷凍アブレーションシステムの使用成績調査お
よびメドトロニック社製冷凍アブレーションシステムの6か月フォ
ローアップ患者に対する使用成績調査 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2017/1/31

20140138 新規 2014-138 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） コンピュータを用いた胸部画像診断補助システムの開発 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2017/3/31

20140139 新規 2014-139 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）

タダラフィル抵抗性の男性下部尿路症状に対するαブロッカー併
用治療の有効性に関する検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/12/31
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20140140 新規 2014-140 産婦人科学 田中　守 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-41) 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2024/7/31

20140142 新規 2014-142 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） 胆嚢癌における腹腔鏡手術の有用性に関する研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140149 新規 2014-149 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）

食道癌患者における好中球数・リンパ球数比に関する後ろ向き
観察研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140151 新規 2014-151 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） 大腸がん手術を受ける患者に対する術前処置法の比較研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2020/12/31

20140152 新規 2014-152 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(S状結腸および直腸癌)に対する根治術＋Double
Stapling Technique　吻合後の縫合不全に対する経肛門ドレーン
の有用性に関する後向き研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2024/6/30

20140153 新規 2014-153 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）

大腸癌術後腹壁瘢痕ヘルニアの発生頻度およびリスク因子に関
する研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2015/3/31

20140154 新規 2014-154 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） ER型救急医療とコンサルテーション率 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2015/3/31

20140155 新規 2014-155 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 日本救急医学会　熱中症に関する調査への参画 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2014/9/30

20140158 新規 2014-158 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）

大腸癌肝転移に対する腹腔鏡と開腹肝切除の手術侵襲と再発・
予後の比較　-Propensity matchingを用いた検討- 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140161 新規 2014-161 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型） エックス線CT検査に関する医療被ばく実態調査及び線量評価 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2015/3/31 2015/1/5

20140162 新規 2014-162 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將 その他
医療保険・介護保険レセプトを使用した認知症の直接費用の推
計 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140164 新規 2014-164 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）

去勢抵抗性前立腺癌患者におけるエンザルタミドの臨床効果、お
よび臨床効果の予測因子の検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/7/31

20140165 新規 2014-165 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）

血中循環型マイクロRNA-221/222の新規腫瘍マーカーとしての
有用性の検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2016/3/31

20140166 新規 2014-166 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 宮嶋　哲
臨床研究計画
（介入型） 副腎腫瘍に対する腹腔鏡下副腎部分切除術の有用性の検討 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2018/9/30
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20140168 新規 2014-168 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） 共焦点内視鏡による消化管神経叢診断システムの確立の研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2019/3/31

20140169 新規 2014-169 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）

小児肝移植遠隔期におけるグラフト線維化と抗ドナー抗体の関
係解明 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2017/3/31

20140172 新規 2014-172 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小川　郁
臨床研究計画
（非介入型）

耳鼻咽喉疾患患者からのiPS細胞の樹立とそれを用いた疾患解
析に関する研究 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2018/5/31

20140179 新規 2014-179 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎 医療計画
ステロイド抵抗性消化管移植片対宿主病に対する経口ベクロメタ
ゾン療法 2014/7/25 承認 2014/7/25 2014/07/25 2019/7/31

20140179 修正Ｂ 2014-179-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎 医療計画
ステロイド抵抗性消化管移植片対宿主病に対する経口ベクロメタ
ゾン療法 2014/8/1 承認 2014/8/1 2014/07/25 2019/7/31

20130289 修正Ｂ 2013-289-3 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）

婦人科悪性腫瘍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 2014/7/25 承認 2014/8/5 2013/10/28 2014/12/31 2015/1/26

20140077 新規 2014-077
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
（介入型）

糖尿病患者に対する新規経口糖尿病薬イプラグリフロジンによる
体組織の変化の検討 2014/6/23 承認 2014/8/5 2014/08/05 2017/8/31

20140085 新規 2014-085 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 山岸　由幸
臨床研究計画
（非介入型）

重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての後向き多施
設観察研究 2014/6/23 承認 2014/8/5 2014/08/05 2015/3/31

20140091 再審査 2014-091-1再 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 中川　種昭 基礎研究計画
iPS細胞および組織幹細胞を用いたヒト歯および歯周組織の3次
元培養法の確立 2014/7/25 承認 2014/8/5 2014/08/05 2019/8/31

20140160 新規 2014-160 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型）

冠動脈CTの狭窄診断能における逐次近似画像再構成法と従来
の画像再構成法の比較 2014/7/25 承認 2014/8/5 2014/08/05 2017/3/31

20140173 新規 2014-173 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）

JINS MEME(R)(眼位センサー搭載メガネ)を用いた睡眠時無呼吸
症候群における眠気の評価 2014/7/25 承認 2014/8/5 2014/08/05 2017/12/31

20120438 修正Ｂ 2012-438-2 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
（介入型）

インフリキシマブによる寛解維持治療における効果不十分なク
ローン病患者を対象とした栄養療法併用効果確認試験　－多施
設共同無作為化比較臨床試験　- 2014/7/25 承認 2014/8/7 2013/02/12 2016/1/31

20130332 修正Ｂ 2013-332-2 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）

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 2014/7/25 承認 2014/8/7 2013/11/25 2016/8/31

20140135 新規 2014-135 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） 善悪の判断に関する加齢および性差の影響の調査研究 2014/7/25 承認 2014/8/7 2014/08/07 2016/3/31
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20140159 新規 2014-159 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（介入型）

冠動脈CTにおける、低管電圧撮影と逐次近似画像再構成法の
組み合わせによる被ばく線量低減とヨード造影剤量低減の試み 2014/7/25 承認 2014/8/7 2014/08/07 2017/3/31

20022020 修正Ｂ 14-20B-10 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通
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 2014/7/25 承認 2014/8/11 2002/07/26 2016/6/30

20070047 修正Ａ 19-47-10 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 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 2014/7/25 承認 2014/8/11 2007/12/28 2017/3/31

20130503 再審査 2013-503-1再 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 河奈　裕正
臨床研究計画
（介入型）

骨補填材(Bio-Oss)による歯槽骨温存及び骨造成によるデンタル
インプラントの予後 2014/7/25 承認 2014/8/11 2014/08/11 2019/8/31

20140074 新規 2014-074 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 森岡　秀夫 基礎研究計画
ゲノム・プロテオーム解析に基づく骨軟部腫瘍の分子病態把握と
その臨床応用を目指す多施設共同研究 2014/6/23 承認 2014/8/11 2014/08/11 2019/8/31

20140121 新規 2014-121 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）

間葉性軟骨肉腫の治療成績に関する多施設共同研究　【骨軟部
肉腫治療研究会(JMOG)多施設共同臨床試験】 2014/7/25 承認 2014/8/11 2014/08/11 2016/8/31

20140128 新規 2014-128 内科学（呼吸器） 別役　智子 放射線科学（診断科) 中塚　誠之
臨床研究計画
（介入型）

胸部悪性腫瘍に対するCTガイド下cryoablation(凍結融解壊死療
法)の安全性および有効性評価のための第Ⅱ相臨床試験 2014/7/25 承認 2014/8/11 2014/08/11 2024/7/31

20140145 新規 2014-145 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） 骨肉腫の病態解明 2014/7/25 承認 2014/8/11 2014/08/11 2019/8/31

20130068 修正Ａ 2013-068-2 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）

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 2014/7/25 承認 2014/8/12 2013/07/29 2015/9/30

20130379 修正Ｂ 2013-379-2 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
（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 2014/7/25 承認 2014/8/12 2013/12/20 2015/12/31

20140068 新規 2014-068 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（主に関節リウマチ）患者試料を用いた疾患・病態
形成におけるフラクタルカインの役割の検討 2014/5/26 承認 2014/8/12 2014/08/12 2016/3/31

20120324 修正Ｂ 2012-324-5 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/7/25 承認 2014/8/18 2012/11/26 2015/3/31

20140133 新規 2014-133 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）

無症状のヘリコバクタピロリ感染胃炎患者の特定　－集団健診に
おけるヘリコバクタピロリ菌抗体の測定の意義の検討 2014/7/25 承認 2014/8/18 2014/08/18 2019/3/31

20140157 新規 2014-157 救急医学 堀　進吾 救急医学 並木　淳
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者における瞳孔の客観的評価による神経
予後予測 2014/7/25 承認 2014/8/18 2014/08/18 2016/3/31
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20140150 新規 2014-150 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） 肺障害と大腸がん肺転移に関する後ろ向き調査 2014/7/25 承認 2014/8/19 2014/08/19 2024/6/30

20130260 新規 2013-260 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） 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究（多施設共同研究） 2013/9/27 承認 2014/8/21 2014/08/21 2017/9/30

20140100 新規 2014-100 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 白波瀬 丈一郎
臨床研究計画
（介入型）

不安障害に対するマインドフルネス教室の効果および費用対効
果研究 2014/6/23 承認 2014/9/1 2014/09/01 2017/3/31

20140046 再審査 2014-046-1再 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）

前立腺癌疑い患者に対する，前立腺立体生検法の有用性と安全
性の検討 2014/7/25 承認 2014/9/8 2014/09/08 2019/9/30

20140111 新規 2014-111 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）

EUS-FNA検体を用いた膵腫瘍細胞に対する薬剤剤感受性の検
討 2014/6/23 承認 2014/9/8 2014/09/08 2016/3/31

20140114 新規 2014-114 感染症学 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）

メロペネム高用量投与（１回1～2g、１日1回2～3回）時の体内動
態と有効性・安全性に関する検討 2014/6/23 承認 2014/9/8 2014/09/08 2017/3/31

20120046 修正Ｂ 2012-046-4 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 2014/2/24 承認 2014/9/18 2012/05/28 2015/3/31

20120481 修正Ｂ 2012-481-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 神野　浩光 基礎研究計画 乳癌手術におけるリアルタイム腫瘍位置推定と提示手法の確立 2014/5/26 承認 2014/9/18 2013/02/25 2017/3/31

20022020 修正Ｂ 14-20B-11 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通
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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2002/07/26 2016/6/30

20030092 修正Ｂ 15-92-5 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之 基礎研究計画
ヒト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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2004/02/20 2017/3/31

20080073 修正Ｂ 20-73-5 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）

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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2008/09/26 2018/12/31

20080103 修正Ａ 20-103-3 放射線科学(治療) 茂松　直之 放射線科学(治療) 茂松　直之
臨床研究計画
（介入型）

T1-2N0M0声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分割
照射法のランダム化比較試験 2014/9/29 承認 2014/9/29 2008/11/05 2016/1/31

20090009 修正Ｂ 2009-9-9 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2009/05/13 2019/12/31

20100182 修正Ａ 2010-182-5 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃 医療計画 Add-On レンズを用いた屈折矯正手術 2014/9/29 承認 2014/9/29 2010/11/09 2017/11/30
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20100204 修正Ａ 2010-204-5 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）

自己免疫疾患(主に全身性エリテマトーデス）患者試料を用いた
遺伝子発現情報の解析と病態生理学的意義の解明 2014/9/29 承認 2014/9/29 2010/12/20 2015/3/31

20100284 修正Ａ 2010-284-4 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型） 近視進行予防メガネの多施設共同二重盲検ランダム化比較試験 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/03/11 2019/3/31

20100328 修正Ｂ 2010-328-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 中島　秀明 基礎研究計画

造血器腫瘍の分子病態解明ならびに新規治療法の開発　副題：
白血病幹細胞の純化・同定とそれを標的にした新しい分子標的
治療薬の開発（中外製薬との共同研究） 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/03/12 2017/3/31

20100331 修正Ｂ 2010-331-8 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/04/05 2017/1/31

20110101 修正Ａ 2011-101-3 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） 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/07/29 2016/3/31

20110109 修正Ａ 2011-109-2 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）

シタフロキサシン含有レジメンおよびシタフロキサシン+メトロニダ
ゾール含有レジメンによるH.pylori三次除菌療法の無作為化比較
試験 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/10/07 2015/10/31

20110115 修正Ａ 2011-115-5 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/09/26 2020/3/31

20110171 修正Ｂ 2011-171-5 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/11/08 2017/3/31

20110192 修正Ｂ 2011-192-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/10/24 2017/3/31

20110231 修正Ｂ 2011-231-2 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）

関節リウマチの関節破壊ゼロを目指す治療指針の確立に関する
研究（ZERO-J） 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/12/26 2017/3/31

20110240 修正Ｂ 2011-240-4 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2011/12/26 2015/3/31 2015/1/8

20120024 修正Ａ 2012-024-2 衛生学公衆衛生学 大前　和幸 医学部 藤島　清太郎
臨床研究計画
（非介入型）

石綿曝露者における悪性胸膜中皮腫早期診断のためのバイオ
マーカー開発 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/04/20 2017/3/31

20120057 修正Ｂ 2012-057-6 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/05/28 2016/5/31

20120072 修正Ａ 2012-072-4 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） 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/06/01 2015/9/30
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20120084 修正Ａ 2012-084-2 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）

音提示による生理機能変化の測定　- 耳鳴の他覚的検査確立へ
むけた研究 - 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/06/25 2019/6/30

20120130 修正Ａ 2012-130-3 外科学（心臓血管） 志水　秀行 外科学（心臓血管） 志水　秀行
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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/07/17 2016/3/31

20120153 修正Ａ 2012-153-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） トーリック眼内レンズ乱視矯正正誤差の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/07/30 2017/8/31

20120156 修正Ｂ 2012-156-7 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型） 線維柱帯切開術の術後成績及び合併症の後ろ向き研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/07/30 2019/7/31

20120196 修正Ａ 2012-196-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/07/30 2016/3/31

20120242 修正Ｂ 2012-242-3 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）

ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補
助化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/10/11 2022/6/30

20120285 修正Ｂ 2012-285-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

マイボーム腺閉塞に対する非侵襲的マイボグラフィーに基づいた
導管内閉塞解除法の治療効果の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/12/21 2017/3/31

20120297 修正Ａ 2012-297-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/12/20 2016/12/31

20120323 修正Ａ 2012-323-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 乱視矯正眼内レンズ挿入術における乱視矯正精度の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/11/26 2022/11/30

20120325 修正Ａ 2012-325-6 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/12/19 2024/3/31

20120359 修正Ａ 2012-359-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 屈折矯正手術後の近見視に必要な調節量の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/12/21 2014/11/30

20120372 修正Ａ 2012-372-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 角膜形状異常眼における眼内レンズ度数計算式精度の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/12/21 2017/12/31

20120376 修正Ａ 2012-376-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2012/12/21 2015/3/31

20120410 修正Ａ 2012-410-3 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 清潔習慣と健康状態に関する調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/01/28 2015/12/31
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20120433 修正Ａ 2012-433-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/03/25 2015/3/31

20120469 修正Ａ 2012-469-2 外科学（心臓血管） 志水　秀行 外科学（心臓血管） 志水　秀行
臨床研究計画
（介入型）

心臓大血管手術における低侵襲心拍出量モニタリング法の比較
検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/02/25 2016/3/31

20120513 修正Ｂ 2012-513-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 初期老視眼に対する実用視力検査の有用性 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/03/25 2015/12/31

20120514 修正Ａ 2012-514-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 乱視矯正眼内レンズの術後臨床成績の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/04/22 2016/3/31

20120534 修正Ｂ 2012-534-2 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
（介入型） メロペネムの気道上皮覆液中薬物動態の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/05/01 2018/3/31

20130015 修正Ａ 2013-015-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 白内障手術前後での消費行動の変化 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/06/24 2015/3/31

20130060 修正Ｂ 2013-060-2 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/06/03 2022/11/30

20130082 修正Ｂ 2013-082-4 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/07/29 2017/7/31

20130104 修正Ａ 2013-104-2 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）

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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/06/24 2016/12/31

20130123 修正Ａ 2013-123-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 多焦点眼内レンズ摘出例の調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/06/24 2015/3/31

20130146 修正Ｂ 2013-146-5 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/06/24 2018/3/31

20130172 修正Ａ 2013-172-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/09/27 2017/12/31

20130173 修正Ａ 2013-173-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型）

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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/08/13 2016/8/31

20130220 修正Ａ 2013-220-2 外科学（心臓血管） 志水　秀行 外科学（心臓血管） 志水　秀行
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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/11/28 2018/12/31
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20130231 修正Ａ 2013-231-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 屈折矯正手術前後の眼軸長変化 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/09/27 2016/12/31

20130232 修正Ａ 2013-232-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） YAGレーザー後発白内障切開術前後の視機能障害の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/09/27 2016/12/31

20130235 修正Ｂ 2013-235-2 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） 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/09/27 2018/9/30

20130275 修正Ｂ 2013-275-2 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
（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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/09/27 2015/9/30

20130310 修正Ａ 2013-310-2 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/11/28 2016/6/30

20130326 修正Ｂ 2013-326-3 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/12/02 2017/3/31

20130346 修正Ｂ 2013-346-2 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2013/11/25 2017/3/31

20130361 修正Ｂ 2013-361-2
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）

腹膜透析患者における腸内細菌叢変様の意義についての臨床
研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/05/26 2019/5/31

20130365 修正Ｂ 2013-365-2 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）

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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/01/15 2017/7/31

20130389 修正Ｂ 2013-389-2 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/01/06 2019/3/31

20130453 再審査 2013-453-2再
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解析 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/3/31

20130464 修正Ｂ 2013-464-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 白内障術後の偽調節の変化 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/04/02 2017/3/31

20130482 修正Ｂ 2013-482-4 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/02/24 2016/3/31

20130484 修正Ａ 2013-484-2 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）

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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/02/24 2018/12/31
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20130496 修正Ａ 2013-496-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 眼内レンズ度数計算式Hoffer H-5 Formula　の計算精度 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/03/24 2017/3/31

20130504 修正Ａ 2013-504-2 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 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/03/24 2017/3/31

20140026 修正Ｂ 2014-026-2 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 浜本　康夫
臨床研究計画
（非介入型）

進行再発大腸癌における　KRAS minor， BRAF， NRAS，
PIK3CA　などのがん関連遺伝子異変のプロファイリングの多施
設共同研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/05/15 2016/12/31

20140042 修正Ａ 2014-042-2 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）

多施設共同での60歳以上のドナーを用いた生体肝移植のドナー
及びレシピエントの成績に関する研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/06/09 2016/12/31

20140047 修正Ａ 2014-047-2 看護医療学部 武田　祐子 看護医療学部 武田　祐子
臨床研究計画
（非介入型）

レシピエントの体調変化にともなう生体腎移植ドナーの腎提供に
対する認識とその影響 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/06/09 2016/3/31

20140054 修正Ｂ 2014-054-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

模擬車内湿度環境の違いによる運転および視機能に与える影響
の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/06/13 2017/3/31

20140072 再審査 2014-072-1再 救急医学 堀　進悟 救急医学 佐々木　淳一 その他
救急診療音声認識開発向け言語辞書開発・研究協力および病院
診療録(電子カルテ)所見データ利用 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/3/31

20140076 再審査 2014-076-1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
未分化細胞抗原を標的とするiPS細胞再生医療における腫瘍根
絶法の開発 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2018/3/31

20140089 再審査 2014-089-1再 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 須田　康文
臨床研究計画
（非介入型） 変形性膝関節症患者における足部代償性変化の調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/9/30

20140095 修正Ｂ 2014-095-2 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

iPS細胞を用いた悪性高熱症・関連疾患の発症機構の解明と診
断法・治療法の開発 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/06/23 2019/3/31

20140099 再審査 2014-099-1再 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） ヒト臨床検体を用いた新規免疫抑制剤の有効性に関する研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/7/31

20140109 再審査 2014-109-1再 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光
臨床研究計画
（介入型）

抗てんかん薬レベチラセタムの、グリオーマにおけるてんかん発
作抑制効果およびMGMT発現抑制効果における有用性の検討
（第Ⅱ相臨床研究） 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/12/31

20140136 修正Ａ 2014-136-2 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 高月　誠司 その他

メドトロニック社製冷凍アブレーションシステムの使用成績調査お
よびメドトロニック社製冷凍アブレーションシステムの6か月フォ
ローアップ患者に対する使用成績調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/07/25 2017/1/31

20140141 新規 2014-141 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）

外科手術患者に対する皮膚用接着剤「エピネクサスTM」の有効
性及び安全性を評価する単一施設オープンラベル単群試験 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/3/31
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20140143 再審査 2014-143-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型）

両眼開放型レフラクトメーター測定値の年齢、調節力、優位眼、
内部固視型レフラクトメーター測定値との関連の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/9/30

20140144 新規 2014-144 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）

肺癌における組織低酸素イメージPET検査((18F)FAZA PET/CT、
62Cu-ATSM　PET/CT)所見と病理組織所見の比較検討(先行研
究に対する後方視的観察研究) 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/3/31

20140146 新規 2014-146 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

シェーグレン症候群を合併したドライアイ患者を対象としたムコス
タ点眼液の臨床効果および参加ストレスマーカーに対する影響 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/3/31

20140147 再審査 2014-147-1再
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
（介入型）

スポーツによる筋挫傷(肉離れ)に対するG-CSF局所投与の臨床
研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/3/31

20140163 再審査 2014-163-1再 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 田中　守 その他
母親の産後のマインドフルネスと心理的健康状態の関連につい
て 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/12/31

20140170 再審査 2014-170-1再 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）

メンタルヘルス不調から寛解後の復職訓練における、ワーキング
メモリー訓練の有用性に関する調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/3/31

20140171 再審査 2014-171-1再 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）

メンタルヘルス不調で休養した労働者の労働生産性をはじめとし
た予後解析のためのnaturalistic cohort study 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2020/3/31

20140177 新規 2014-177 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・肝硬変に対する経口抗ウィルス剤による治療効果
の検討(多施設共同研究) 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/3/31

20140180 新規 2014-180 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） 捺印細胞診による胃癌医原性播種の可能性に関する検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/12/31

20140181 新規 2014-181 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） Charlson Comorbidity Indexと術後合併症、予後の関連の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/3/31

20140182 新規 2014-182 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） 肺癌に対するsalvage surgeryの安全性、予後の後方視的検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/7/31

20140183 新規 2014-183 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）

後縦靭帯骨化症における骨化靭帯の遺伝子発現・組織解析，な
らびに骨化靭帯由来の幹細胞培養系の樹立 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2018/12/31

20140184 新規 2014-184 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 救急外来における患者受診状況の分析 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/3/31

20140187 新規 2014-187 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 長谷川　奉延
臨床研究計画
（介入型）

小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療法
と抗甲状腺剤とコレステロール吸収阻害剤併用療法の多施設共
同非盲検ランダム化比較試験 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2021/9/30
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20140188 新規 2014-188 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） 貼付型心電計の有用性評価 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/9/30

20140189 新規 2014-189 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） 本邦における更年期女性の主症状に関する研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/9/30

20140190 新規 2014-190 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）

Actual Conditions and Prognosis of Coronary Artery Disease
Patients with Implantable Defibrillator Therapy in Japan -Japan
Implantable Devices in Coronary Artery Disease Study (JID-
CAD) 　「本邦における冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込
み症例の実態調査」　UMIN番号：000013090 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/9/30

20140191 新規 2014-191 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）

自動問診システムと診療録情報を用いた後ろ向き観察研究によ
る漢方診断予測システムの構築 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2018/12/31

20140195 新規 2014-195 看護部 鎮目　美代子 看護部 鎮目　美代子 その他
退職者調査結果から見た特定機能病院における職場環境、キャ
リア支援の明確化 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/3/31 2014/3/31

20140196 新規 2014-196 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）

うつ状態に対する近赤外線スペクトロスコピィを用いた脳機能評
価と臨床特性との関連：診療録調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/12/31

20140197 新規 2014-197 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（介入型） 白内障手術におけるVisionBlue(R)による水晶体前嚢染色 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/9/30

20140198 新規 2014-198 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型） 白内障手術前後の日常生活活動強度の比較 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2018/3/31

20140199 新規 2014-199 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

模擬車内加湿デバイスによる運転および視機能に与える影響の
検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/3/31

20140200 新規 2014-200 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
（介入型） エピネフリン散布による上部消化管病変の観察 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/9/30

20140201 新規 2014-201 薬剤部 山口　雅也 薬剤部 池谷　修
臨床研究計画
（非介入型）

集中治療室入院患者における薬剤使用の安全性および適正使
用に関する研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/3/31

20140202 新規 2014-202 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）

腸内細菌叢の代謝機能による肺高血圧症への影響についての
検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/9/30

20140203 新規 2014-203 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）

臨床情報と検体試料の共有体制を通じての肺高血圧症の病態
解明と予後改善を目的とした多施設共同研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/9/30

20140207 新規 2014-207 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）

原発性肺癌手術症例の術後合併症および術後予後に関する単
施設コホート研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2024/9/30
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20140209 新規 2014-209 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） 胸腺腫の予後、再発因子の検討 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/12/31

20140210 新規 2014-210 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）

胃カルチノイドRindiⅢ型のリンパ節転移危険因子に関する多施
設共同後ろ向き研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/12/31

20140214 新規 2014-214 救急医学 堀　進悟 救急医学 鈴木　昌
臨床研究計画
(非介入型）

クレアチニン測定のpoint-of-care化による救急患者診療時間短
縮効果の研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2016/3/31

20140215 新規 2014-215 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）

C型肝炎ウィルス(HCV)抗体、梅毒トレポネーマ(TP)抗体偽陽性
原因解析 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/3/31

20140218 新規 2014-218 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） 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/12/31

20140219 新規 2014-219 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）

造血器疾患患者における診断、治療成績、合併症ならびに支持
療法に関する後方視的解析 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2024/3/31

20140220 新規 2014-220 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）

化学療法中の大腸がん患者における腹部CT画像を用いた筋断
面積・筋X線吸収係数の経時変化と関連要因との関係に関する
研究 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/3/31

20140223 新規 2014-223 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎 基礎研究計画 慢性骨髄性白血病の分子病態解明ならびに新規治療法の開発 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/9/30

20140224 新規 2014-224 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 中原　理紀
臨床研究計画
（非介入型） SPECT-CTにおける融合画像の有効性の評価 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2017/3/31

20140225 新規 2014-225 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） 当院の感染症に関するデータベース構築 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/9/30

20140228 新規 2014-228 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） 下垂指の電気生理学的検査結果に関する後方視的調査 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/6/30

20140229 新規 2014-229 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）

第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第Ⅲ相
国際共同臨床研究　IntReALL SR 2010 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/7/31

20140234 新規 2014-234 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）

膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行さ
れた患者の予後解析(多施設後方視的観察研究) 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2020/3/31

20140235 新規 2014-235 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） ウロビジョンによる尿中細胞の染色体遺伝子異常の評価 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2015/3/31
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20140237 新規 2014-237 法医学 藤田　眞幸 法医学 藤田　眞幸
臨床研究計画
（非介入型）

東南アジアにおける原因不明の若年性突然死における脂質代謝
異常・心臓疾患等に関係する生化学的検査データおよび遺伝子
の解析 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/3/31

20140240 新規 2014-240 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 基礎研究計画 マルファン疾患群の発症機構の解明と治療法の開発 2014/9/29 承認 2014/9/29 2014/09/29 2019/3/31

20130413 新規 2013-413 腫瘍センター 北川　雄光 腫瘍センター 高石　官均
臨床研究計画
（介入型）

高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に
対する5-FU/1-LV 療法 vs. FLTAX(5-fu/1-LV+PTX)療法のラン
ダム化　第Ⅱ/Ⅲ相比較試験　(JCOG1108/WJOG7312G) 2014/1/27 承認 2014/9/30 2014/9/30 2017/10/31

20100144 修正Ｂ 2010-144-5 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 2014/9/29 承認 2014/10/9 2010/12/27 2018/12/31

20110133 修正Ｂ 2011-133-5 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 2014/9/29 承認 2014/10/9 2011/10/11 2016/10/31

20110262 修正Ｂ 2011-262-6 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 2014/9/29 承認 2014/10/9 2011/11/28 2016/3/31

20140185 新規 2014-185 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） 原発性乳癌に対する乳頭乳輪温存乳腺切除術の有効性の検討 2014/9/29 承認 2014/10/9 2014/10/09 2015/10/31

20140186 新規 2014-186 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小川　郁
臨床研究計画
（非介入型） 難治性聴覚障害に関する調査研究 2014/9/29 承認 2014/10/9 2014/10/09 2019/10/31

20140211 新規 2014-211 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）

消化器疾患における疾患特異的腸内細菌叢の病態への関与の
解明と治療応用 2014/9/29 承認 2014/10/9 2014/10/09 2017/3/31

20140226 新規 2014-226 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） 「Clostridium difficile 感染症　"1日"多施設共同研究」 2014/9/29 承認 2014/10/9 2014/10/09 2019/10/31

20140227 新規 2014-227 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） 急性感音難聴に対するステロイド鼓室内投与の有用性の検討 2014/9/29 承認 2014/10/9 2014/10/09 2019/10/31

20140194 新規 2014-194 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）

切除不能または再発食道癌に対するCF(シスプラチン+5-FU)療
法とbDCF(biweeklyドセタキセル+CF)療法のランダム化第Ⅲ相比
較試験(JCOG1314) 2014/9/29 承認 2014/10/10 2014/10/10 2021/3/31

20140221 新規 2014-221 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）

3次元Fiber grantingセンサ摂食嚥下機能解析・診断装置を用い
た摂食嚥下機能の定量評価に関する研究 2014/9/29 承認 2014/10/10 2014/10/10 2017/9/30

20130294 修正Ｂ 2013-294-2 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 2014/9/29 承認 2014/10/14 2013/11/14 2018/11/30
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20140192 新規 2014-192 看護部 鎮目　美代子 看護部 千葉　夏代
臨床研究計画
（非介入型）

心臓血管外科手術患者の術後回復に影響を及ぼす要因につい
て　-術前の筋力、活動性、栄養状態に焦点を当てて- 2014/9/29 承認 2014/10/14 2014/10/14 2015/12/31

20080092 修正Ｂ 20-92-8 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
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 2014/9/29 承認 2014/10/15 2008/11/05 2018/3/31

20140193 新規 2014-193 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）

末梢神経疾患に対する磁気共鳴画像・拡散テンソル投射路撮影
による評価法の確立 2014/9/29 承認 2014/10/15 2014/10/15 2020/3/31

20140208 新規 2014-208 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 秋山　武紀
臨床研究計画
（介入型）

微小脳血管病変の診断におけるDSA，CT-DSA，MR-DSAの診
断能の比較に関する研究 2014/9/29 承認 2014/10/15 2014/10/15 2020/10/31

20110245 修正Ａ 2011-245-5 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）

人工膝関節置換術における術前CT-baced 3Dプランニングの有
効性に関する研究 2014/9/29 承認 2014/10/16 2011/11/28 2016/6/30

20130105 修正Ｂ 2013-105-2 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）

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 2014/4/28 承認 2014/10/17 2013/07/16 2018/7/31

20140006 再審査 2014-006-1再 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マーシャル静脈に対する
アルコール注入に関する研究 2014/9/29 承認 2014/10/17 2014/10/17 2015/9/30

20140148 新規 2014-148 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） 乳癌に対する術前化学療法の有用性についての検討 2014/7/25 承認 2014/10/17 2014/10/17 2017/3/31

20090008 修正Ａ 2009-8-5 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） 日本人の慢性閉塞性肺疾患とその併存症に関する調査研究 2014/9/29 承認 2014/10/22 2009/07/29 2015/12/31

20120168 修正Ｂ 2012-168-4 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）

早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移
診断と個別化手術の有用性に関する臨床試験 2014/9/29 承認 2014/10/22 2012/09/26 2019/12/31

20130061 修正Ｂ 2013-061-4 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 2014/9/29 承認 2014/10/22 2013/05/27 2023/5/31

20140212 新規 2014-212 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）

JCOG1016　初発退形成性神経膠腫に対する術後塩酸ニムスチ
ン(ACNU)化学放射線療法先行再発時テモゾロミド化学療法をテ
モゾロミド化学放射線療法と比較するランダム化第Ⅲ相試験 2014/9/29 承認 2014/10/24 2014/10/24 2024/9/30

20140213 新規 2014-213 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）

JCOG1303　手術後残存腫瘍のあるWHO Grade Ⅱ　星細胞腫に
対する放射線単独治療とテモゾロミド併用放射線療法を比較する
ランダム化第Ⅲ相試験 2014/9/29 承認 2014/10/24 2014/10/24 2024/9/30

20050002 修正Ｂ 17-2-11 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2005/04/28 2015/3/31
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20060069 修正Ｂ 18-69-6 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）

アトピー性皮膚炎、尋常性魚鱗癬、及び喘息患者における皮膚
バリア機能遺伝子の解析 2014/10/27 承認 2014/10/27 2006/11/15 2017/10/31 2015/2/5

20080016 修正Ｂ 20-16-29 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2008/06/18 2018/5/31

20080199 修正Ａ 20-199-4 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）

慢性期脳卒中患者における Hybrid Assistive Neuromuscular
Dynamic Stimulation (HANDS) Therapyの効果 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/04/01 2016/3/31

20100004 修正Ｂ 2010-004-4 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）

プラチナ抵抗性再発・再熱　Mullerian carcinoma (上皮性卵巣癌,
原発性卵管癌,腹膜癌）におけるリポソーム化ドキソルビシン
（PLD）50mg/m2に対するPLD 40mg/m2　のランダム化第Ⅲ相比
較試験 2014/10/27 承認 2014/10/27 2010/05/11 2018/8/31

20100233 修正Ｂ 2010-233-4 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（介入型）

脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検
討する大規模臨床研究（略称 RESPECT Study） 2014/10/27 承認 2014/10/27 2011/06/27 2016/12/31

20110100 修正Ｂ 2011-100-3 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）

長期留置型中心静脈カテーテルを有する患児に発症したカテー
テル関連血流感染症に対するカテーテル温存を目的としたエタ
ノールロック療法の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/05/29 2016/10/31

20110284 修正Ａ 2011-284-5 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） 神経線維腫症・関連疾患群の遺伝子診断システムの構築 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/02/01 2016/12/31

20120011 修正Ａ 2012-011-2
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） 慢性腎臓病合併高血圧患者に対するβ遮断薬の効果の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/05/09 2016/5/31

20120048 修正Ｂ 2012-048-3 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）

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抑制治療 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/06/12 2022/3/31

20120232 修正Ｂ 2012-232-3 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）

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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/10/11 2015/10/31

20120250 修正Ｂ 2012-250-3 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
（介入型） マクロライド系抗菌薬の免疫修飾作用の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/09/24 2016/3/31

20120269 修正Ｂ 2012-269-4 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）

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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/10/22 2016/1/31

20120271 修正Ａ 2012-271-2 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
（介入型）

アダリムマブと免疫調節剤併用中の寛解クローン病患者におけ
る免疫調節剤休薬の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2012/12/14 2016/12/31

20120360 修正Ｂ 2012-360-7 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2013/03/25 2017/3/31
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20120476 修正Ｂ 2012-476-2 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） 静脈奇形に対する硬化療法の安全性、有効性の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2013/03/07 2015/12/31

20130027 修正Ａ 2013-027-2 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2013/06/03 2017/8/31

20130043 修正Ａ 2013-043-3 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2013/04/22 2015/10/31

20130075 修正Ｂ 2013-075-5 救急医学 堀　進吾 救急医学 鈴木　昌
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) 2014/10/27 承認 2014/10/27 2013/06/05 2015/3/31

20130394 修正Ｂ 2013-394-2 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）

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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2013/12/27 2019/12/31

20130428 再審査 2013-428-2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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/02/24 2016/3/31

20130429 修正Ｂ 2013-429-2 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/01/27 2017/1/31

20130458 修正Ａ 2013-458-2 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/02/24 2018/12/31

20140049 修正Ａ 2014-049-2 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）

高齢者に対するテレビ会議システムを用いた認知機能の評価の
信頼性の検討および満足度調査 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/05/26 2018/3/31

20140101 修正Ａ 2014-101-2 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） 炎症性腸疾患患者における腸内および口腔内細菌叢の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/06/23 2016/5/31

20140118 再審査 2014-118-1再 産婦人科学 田中　守 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　均衡型相互転座保因者の習
慣流産(CT-28) 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2024/10/31

20140157 修正Ａ 2014-157-2 救急医学 堀　進吾 救急医学 並木　淳
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者における瞳孔の客観的評価による神経
予後予測 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/08/18 2016/3/31

20140173 修正Ｂ 2014-173-3 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）

JINS MEME(R)(眼位センサー搭載メガネ)を用いた睡眠時無呼吸
症候群における眠気の評価 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/08/05 2017/12/31

20140176 新規 2014-176 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（介入型）

早産予防に対するプロゲステロン膣坐薬の有効性に関する多施
設共同、プラセボ対照、二重盲検、ランダム化並行群間比較試験
研究 2014/9/29 承認 2014/10/27 2014/10/27 2018/12/31
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20140204 新規 2014-204 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）

肺高血圧症患者の病態解明を目的とした病理学的多施設共同
研究 2014/9/29 承認 2014/10/27 2014/10/27 2019/9/30

20140216 新規 2014-216 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 山岸　敬幸
臨床研究計画
（介入型）

先天性心疾患におけるトルバプタンの利尿効果に関する多施設
共同臨床研究 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2018/12/31

20140242 新規 2014-242 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小川　郁
臨床研究計画
（非介入型） 難聴・聴覚異常感の予後因子に関する臨床的検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2021/3/31

20140243 新規 2014-243 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型） 卵子提供後妊娠の臨床像に関する検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2015/8/31

20140244 新規 2014-244 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型）

胎児肺成熟を目的としたベタメサゾン母体投与後の糖代謝に関
する後方視的検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2015/8/31

20140249 新規 2014-249 眼科学 坪田　一男 眼科学 綾木　雅彦
臨床研究計画
（非介入型） 生活習慣と眼疾患の関連調査 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2017/12/31

20140251 新規 2014-251 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） ER型救急医療に対するリスク･マネジメントの検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2016/3/31

20140252 新規 2014-252 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） 炎症性腸疾患患者における糞便中腸内細菌代謝産物の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2016/9/30

20140255 新規 2014-255 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（非介入型）

難治性眼表面疾患における長期血清点眼と涙点プラグ治療の有
効性の比較検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2015/9/30

20140257 新規 2014-257 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） 栄養要求型レンサ球菌菌血症症例に関する臨床的検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2019/10/31

20140260 新規 2014-260 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） 高次機能評価に実用視力計を用いた観察研究 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2016/9/30

20140266 新規 2014-266 救急医学 堀　進吾 救急医学 並木　淳
臨床研究計画
（非介入型） 頭部外傷救急患者の治療内容に関する検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2019/3/31

20140267 新規 2014-267 薬剤部 山口　雅也 薬剤部 山口　雅也
臨床研究計画
（非介入型）

呼吸器領域のがん薬物療法治療薬における効果・副作用に影響
する要因の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2020/9/30

20140269 新規 2014-269 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 佐藤　和毅
臨床研究計画
（非介入型） 肘部管症候群のメカニズム解明と予後予測方法の研究 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2020/3/31
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20140271 新規 2014-271 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） うつ病の転帰に関する検討：病院コホート研究 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2019/3/31

20140272 新規 2014-272 感染制御センター 長谷川　直樹 内科学（呼吸器） 石井　誠
臨床研究計画
（非介入型）

肺炎の多様性解明と基礎疾患病態に基づく予防・治療法確立に
関する研究 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2017/4/30

20140273 新規 2014-273 先端研（遺伝子） 佐谷　秀行 先端研（遺伝子） 佐谷　秀行 基礎研究計画
膠芽腫幹細胞の代謝特性に基づくバイオマーカーおよび新規治
療標的の開発 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2015/10/31

20140275 新規 2014-275 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 眼科受診患者を対象とした老視の実態調査 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2016/12/31

20140276 新規 2014-276 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 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2019/3/31

20140278 新規 2014-278 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 高橋　孝雄
臨床研究計画
（非介入型） 小児気道狭窄に関する全国実態調査 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2015/3/31

20140279 新規 2014-279 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 奥田　茂男
臨床研究計画
（介入型） 心筋Ｔ１値計測の有用性の検討 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2016/3/31

20140280 新規 2014-280 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）

慢性期脳卒中片麻痺患者に対するペダリング運動の効果に関す
る後方視的調査 2014/10/27 承認 2014/10/27 2014/10/27 2015/12/31

20120304 修正Ａ 2012-304-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川北　哲也
臨床研究計画
（非介入型） 角膜ジストロフィにおける酸化ストレスの関与 2014/9/29 承認 2014/10/28 2012/12/21 2016/12/31

20130366 修正Ｂ 2013-366-2 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）

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 2014/9/29 承認 2014/10/29 2014/01/15 2018/2/28

20130164 修正Ａ 2013-164-2 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 2014/9/29 承認 2014/10/30 2013/09/27 2016/12/31

20140038 新規 2014-038 産婦人科学 田中　守 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-44) 2014/5/26 承認 2014/10/30 2014/10/30 2024/5/31

20140113 新規 2014-113 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） 小児外科疾患治療後の生活の実態に関する研究 2014/6/23 承認 2014/10/30 2014/10/30 2019/3/31

20140122 新規 2014-122 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）

冠動脈ステント留置術後12ヶ月超を経た心房細動患者に対する
ワーファリン単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試験
(Optimizing Antithrombotic Care in patients with AtriaL
fibrillatiON and coronary stEnt study) 2014/9/29 承認 2014/10/31 2014/10/31 2016/3/31
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20140253 新規 2014-253 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）

活動期潰瘍性大腸炎に対する漢方薬青黛(せいたい)の安全性お
よび臨床的有用性の探索的検討 2014/10/27 承認 2014/11/5 2014/11/05 2016/3/31

20080129 修正Ｂ 20-129-6 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） 脊柱側弯症の遺伝子解析に関する研究 2014/10/27 承認 2014/11/6 2012/01/12 2019/12/31

20140217 新規 2014-217 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）

アロマターゼ阻害薬耐性の閉経後ホルモン陽性進行再発乳がん
に対するEthinylestradiolの有用性についての第Ⅱ相試験 2014/10/27 承認 2014/11/6 2014/11/06 2017/10/31

20140246 新規 2014-246 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
（介入型） 送水機能付きDual knifeの有効性に関する探索的臨床研究 2014/10/27 承認 2014/11/6 2014/11/06 2015/12/31

20140254 新規 2014-254 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）

成人肝臓移植術後の消化管障害に対するTJ-100ツムラ大建中
湯(医療用)の有効性に関する検討　-多施設共同による二重盲検
無作為化比較臨床試験- 2014/10/27 承認 2014/11/6 2014/11/06 2016/7/31

20140018 再審査 2014-018-1再 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）

脳転移を有する未治療非扁平上皮非小細胞肺がん患者に対す
るカルボプラチン/ペメトレキセド/ベバシズマブ療法の有効性と安
全性の検討　STOG1301 2014/9/29 承認 2014/11/7 2014/09/29 2016/4/30

20140179 修正Ｂ 2014-179-3 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎 医療計画
ステロイド抵抗性消化管移植片対宿主病に対する経口ベクロメタ
ゾン療法 2014/11/7 承認 2014/11/7 2014/07/25 2019/7/31

20130152 修正Ｂ 2013-152-3 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 2014/10/27 承認 2014/11/12 2013/08/08 2018/9/30

20140230 新規 2014-230 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）

消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌(NEC)を対
象としたエトポシド/シスプラチン(EP)療法とイリノテカン/シスプラ
チン(IP)療法のランダム化比較試験 2014/10/27 承認 2014/11/12 2014/11/12 2021/11/30

20140238 新規 2014-238 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自己免疫性水疱症患者を対象とした維
持投与を含むRituximab治療 Rtx-BD Trial(Rituximab of
Intractable Autoimmune Bullous Disease Trial) 2 2014/9/29 承認 2014/11/12 2014/11/12 2019/12/31

20140245 新規 2014-245 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）

切除不能進行・再発胃癌に対するDocetaxel/Oxaliplatin/TS-1併
用療法の臨床第Ⅰ相試験(KOGC06) 2014/10/27 承認 2014/11/12 2014/11/12 2018/3/31

20140222 新規 2014-222 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 中塚　誠之
臨床研究計画
（介入型）

新規リザーバーシステム(System-i)を用いた肝細胞癌の治療の
安全性と有用性 2014/9/29 承認 2014/11/13 2014/11/13 2020/9/30

20130317 修正Ｂ 2013-317-3 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 2014/11/14 承認 2014/11/14 2013/10/28 2015/1/31

20120261 修正Ａ 2012-261-3 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）

本邦の骨軟部肉腫患者における静脈血栓塞栓症の発生頻度と
予測因子に関する前向き観察研究【骨軟部肉腫治療研究会
（JMOG）多施設共同臨床試験】 2014/10/27 承認 2014/11/17 2012/10/22 2016/9/30
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20140248 新規 2014-248 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）

慢性骨髄性白血病患者の甲状腺機能に対するチロシンキナーゼ
阻害剤の影響の検討 2014/10/27 承認 2014/11/17 2014/11/17 2021/3/31

20090018 修正Ａ 2009-18-4 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）

ヒト副腎組織におけるアルドステロン・コルチゾル産生異常の病
態解明と診断法 2014/11/28 承認 2014/11/28 2009/04/27 2017/3/31

20090052 修正Ｂ 2009-52-7 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）

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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2009/07/24 2016/3/31

20090187 修正Ｂ 2009-187-8 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2009/12/26 2016/8/31

20100310 修正Ｂ 2010-310-3 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）

拡張機能低下型心不全に対するニフェジピンCRの有効性の検討
Diastolic Heart Failure Management by Nifedipine(DEMAND)試験 2014/11/28 承認 2014/11/28 2011/06/07 2016/12/31

20110133 修正Ａ 2011-133-6 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2011/10/11 2016/10/31

20110232 修正Ａ 2011-232-3 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） 胃切除術式と胃術後障害に関する研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2011/12/26 2016/3/31

20110247 修正Ａ 2011-247-3 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）

慶應義塾大学における自己免疫疾患・感染症患者のロイシンリッ
チアルファ2グリコプロテイン（LRG）の炎症マーカーとしての有用
性に関する臨床研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2011/11/28 2020/3/31

20110248 修正Ｂ 2011-248-2 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）

シェーグレン症候群および膠原病に対する網羅的遺伝子解析と
病態形成機序の解明に関する研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2011/12/26 2017/12/31

20110273 修正Ｂ 2011-273-3 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）

HER2陽性のホルモン感受性閉経後乳癌の対するアロマターゼ阻
害薬とトラスツズマブの併用術前薬物療法による第Ⅱ相試験 2014/11/28 承認 2014/11/28 2012/02/01 2022/12/31

20120046 修正Ｂ 2012-046-5 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2012/05/28 2015/3/31

20120241 修正Ｂ 2012-241-7 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 青木　大輔
臨床研究計画
（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) 2014/11/28 承認 2014/11/28 2012/11/01 2018/11/30

20120338 修正Ａ 2012-338-3 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2012/11/26 2017/11/30

20120530 修正Ｂ 2012-530-2 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/06/03 2018/3/31
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20120543 修正Ａ 2012-543-3 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/05/07 2018/5/31

20130024 修正Ｂ 2013-024-2 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
（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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/05/13 2021/9/30

20130038 修正Ｂ 2013-038-2 産婦人科学 田中　守 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/06/05 2015/6/30

20130184 修正Ｂ 2013-184-3 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） 循環器疾患における睡眠呼吸障害に関する研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/08/14 2018/8/31

20130257 修正Ｂ 2013-257-2 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）

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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/09/27 2019/3/31

20130318 修正Ｂ 2013-318-2 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/11/14 2023/11/30

20130356 修正Ａ 2013-356-2 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/12/20 2015/12/31

20130390 修正Ｂ 2013-390-3 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） 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2013/12/20 2018/12/31

20130400 修正Ｂ 2013-400-2 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 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/01/27 2016/3/31

20130437 修正Ａ 2013-437-3 外科学（心臓血管） 志水　秀行 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 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/02/10 2015/3/31

20130457 修正Ｂ 2013-457-2 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）

近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能と行動発達の
解明 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/05/12 2019/5/31

20140091 修正Ｂ 2014-091-2 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 中川　種昭 基礎研究計画
iPS細胞および組織幹細胞を用いたヒト歯・歯周組織および下歯
槽神経の3次元培養法の確立 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/08/05 2019/8/31

20140137 再審査 2014-137-2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
（介入型）

経皮的肺動脈形成術における生体吸収性ステントの安全性と有
効性の検討 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2019/9/30

20140206 再審査 2014-206-1再 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）

非弁膜症性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療周
術期における経口Xa阻害薬リバーロキサバンの有効性・安全性
評価のための登録観察研究 JACRE-R ジェイ・エーカー・アール
(Japan Anti-Coagulation Regimen Exploration in AF Catheter
Ablation Registry-Rivaroxaban cohort) 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2015/4/30
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20140215 修正Ｂ 2014-215-2 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）

C型肝炎ウィルス(HCV)抗体、梅毒トレポネーマ(TP)抗体偽陽性
原因解析 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/09/29 2015/3/31

20140250 再審査 2014-250-1再 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小澤　宏之 基礎研究計画
頸動脈小体腫瘍の発症、腫瘍進展に関わる遺伝子・蛋白発現に
ついての検討 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2019/11/30

20140256 再審査 2014-256-1再 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） びまん性特発性骨増殖症における脊椎損傷の研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2018/3/31

20140262 新規 2014-262 皮膚科 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（介入型）

Darier病の皮膚症状に対する、COX2阻害薬の外用による治療の
試み 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2021/3/31

20140286 新規 2014-286 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）

膵切除後患者の非侵襲的膵線維化測定(膵硬度測定)による評
価とその有用性 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2020/12/31

20140290 新規 2014-290 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）

糖尿病合併冠動脈疾患患者における糖尿病薬、血糖管理と大血
管障害発症に関するComparative Effectiveness Reserch 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2018/3/31

20140292 新規 2014-292 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
培養細胞感染系の確立されていないウイルスの腸管上皮への感
染機構に関する研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2018/3/31

20140293 新規 2014-293 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）

先天性心疾患を伴う肺動脈性肺高血圧症例の多施設・前向き症
例登録研究(J-EPOCH registry：Japanese Registry to Encourage
the Improvement of Outcome in CHD-PAH patients) 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2019/12/31

20140295 新規 2014-295 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）

リンパ浮腫患者における蜂寓織炎発症の実態解明のための後方
視的調査 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2016/3/31

20140297 新規 2014-297 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効果研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2018/3/31

20140299 新規 2014-299 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） リンパ浮腫患者に対する複合的理学療法の効果に関する研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2016/3/31

20140300 新規 2014-300 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（非介入型） BUT短縮型ドライアイ患者の角膜知覚過敏 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2016/3/31

20140302 新規 2014-302 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）

ヒト内在性ウイルス(HERV)蛋白に対する抗体の臨床的意義に関
する探索的研究 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2019/3/31

20140303 新規 2014-303 薬剤部 山口　雅也 薬剤部 山口　雅也
臨床研究計画
（非介入型）

当院におけるダビガトランの腎機能に応じた投与量調節の実態
調査 2014/11/28 承認 2014/11/28 2014/11/28 2016/3/31
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20060043 修正Ｂ 18-43-10 外科学（小児） 黒田　達夫 外科学（小児） 下島　直樹 基礎研究計画 ヒト腸管における神経堤幹細胞局在とその回収に関する研究 2014/10/27 承認 2014/12/1 2006/10/17 2015/2/28

20090162 修正Ａ 2009-162-3 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）

進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性
に関するランダム化Ⅱ/Ⅲ相試験 2014/10/27 承認 2014/12/8 2009/11/12 2024/3/31

20140164 修正Ｂ 2014-164-2 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 大家　基嗣
臨床研究計画
（介入型）

去勢抵抗性前立腺癌患者におけるエンザルタミドの臨床効果、お
よび臨床効果の予測因子の検討 2014/11/28 承認 2014/12/8 2014/07/25 2018/10/31

20140298 新規 2014-298
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）

エキセナチド1日2回製剤投与中の2型糖尿病患者に対するエキ
セナチド週1回製剤への切替えの有効性及び安全性についての
検討 (Twin-エキセナチド試験) ～多施設共同前向き単群試験～ 2014/11/28 承認 2014/12/12 2014/12/12 2019/12/31

20140304 新規 2014-304 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）

潰瘍性大腸炎における便中カルプロテクチンを用いた臨床的有
用性の検討 2014/11/28 承認 2014/12/12 2014/12/12 2016/12/31

20030057 修正Ｂ 15-57-9 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 2014/11/28 承認 2014/12/16 2003/11/06 2018/3/31

20140239 新規 2014-239
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）

自動腹膜透析装置による腹膜透析が血糖、腸内細菌、腹膜透過
性に及ぼす影響に関する臨床研究 2014/9/29 承認 2014/12/16 2014/12/16 2019/12/31

20140291 新規 2014-291 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）

肺高血圧症患者での肺動脈自律神経叢の位置同定の安全性と
確実性の検討 2014/11/28 承認 2014/12/16 2014/12/16 2016/12/31

20120135 修正Ｂ 2012-135-2 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（非介入型）

無症候性もやもや病の予後と治療法の確立をめざした多施設共
同研究（略称AMORE研究） 2014/10/27 承認 2014/12/18 2012/07/30 2020/7/31

20140289 新規 2014-289 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 長谷川　奉延 基礎研究計画 先天性内分泌疾患の分子病態解明に関する研究 2014/11/28 承認 2014/12/18 2014/12/18 2019/3/31

20140301 新規 2014-301 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 秋山　武紀
臨床研究計画
（介入型）

触覚センサを使用した術中眼球運動機能モニタリングの開発研
究 2014/11/28 承認 2014/12/18 2014/12/18 2018/11/30

20040017 修正Ａ 16-17-4 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） 骨代謝疾患における骨吸収メカニズムの解析研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2004/05/31 2019/12/31

20070088 修正Ｂ 19-88-7 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
（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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2008/03/24 2015/12/31

20070088 修正Ｂ 19-88-7 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
（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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2008/03/24 2015/12/31
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20080008 修正Ｂ 20-8-3 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 末岡　浩 臨床研究計画

習慣流産　均衡型相互転座　46,XX,t(7;11)(p11.2;q24) に対する着
床前診断希望症例　～重篤な遺伝性疾患の着床前診断に関す
る臨床的研究～ 2014/12/22 承認 2014/12/22 2008/06/18 2018/6/30

20080011 修正Ｂ 20-11-5 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 末岡　浩 臨床研究計画

習慣流産　均衡型相互転座　46,XY,t(8;15)(p21.3;q13) に対する着
床前診断希望症例　～重篤な遺伝性疾患の着床前診断に関す
る臨床的研究～ 2014/12/22 承認 2014/12/22 2008/07/31 2018/7/31

20080131 修正Ａ 20-131-6 内科学（呼吸器） 別役　智子 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の臨床データベース研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2008/12/29 2020/3/31

20090025 修正Ａ 2009-25-3 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） 変形性関節症の遺伝子解析に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2009/06/15 2019/12/31

20090087 再審査 2009-87-2再 救急医学 堀　進悟 救急医学 佐々木　淳一
臨床研究計画
（非介入型） 日本外傷データバンク（Trauma Registry）への参画 2014/12/22 承認 2014/12/22 2009/07/31 2019/7/31

20090218 修正Ａ 2009-218-6 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）

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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2010/08/26 2016/12/31

20090259 修正Ａ 2009-259-4 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 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2010/03/01 2016/3/31 2012/3/14

20090277 修正Ｂ 2009-277-6 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2011/03/03 2018/3/31

20090308 修正Ｂ 2009-308-2 産婦人科学 田中　守 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2011/09/14 2021/9/30

20090309 修正Ｂ 2009-309-3 産婦人科学 田中　守 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　均衡型転座保因者の習慣流
産　症例CT-17 2014/12/22 承認 2014/12/22 2010/05/06 2020/5/31

20090311 修正Ｂ 2009-311-3 産婦人科学 田中　守 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　均衡型転座保因者の習慣流
産　症例CT-10 2014/12/22 承認 2014/12/22 2010/05/06 2020/5/31

20090312 修正Ｂ 2009-312-3 産婦人科学 田中　守 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　均衡型転座保因者の習慣流
産　症例CT-11 2014/12/22 承認 2014/12/22 2010/05/06 2020/5/31

20100287 修正Ｂ 2010-287-3 産婦人科学 田中　守 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３（Robertson転座１） 遺伝子型：
Robertson転座　46,XX,der(13;14)(q10;q10) 2014/12/22 承認 2014/12/22 2011/04/05 2021/4/30

20110028 修正Ａ 2011-028-4 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 山岸　敬幸
臨床研究計画
（介入型）

単心室血行動態をもつ患者に対するシルデナフィルの効果に関
する調査　-多施設共同研究- 2014/12/22 承認 2014/12/22 2011/07/06 2017/12/31
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20110212 修正Ｂ 2011-212-5 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通 基礎研究計画
110歳以上者（スーパーセンチナリアン）の全ゲノム配列解析によ
る長寿遺伝素因の解析 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/03/26 2025/3/31

20110382 修正Ｂ 2011-382-2 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）

成人特発性血小板減少性紫斑病（ITP：immune
thrombocytopenia）の多施設・前向き国際疾患登録研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/03/26 2016/12/31

20120090 修正Ｂ 2012-090-3 産婦人科学 田中　守 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/06/25 2016/12/31

20120168 修正Ｂ 2012-168-5 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）

早期胃癌に対するセンチネルリンパ節を指標としたリンパ節転移
診断と個別化手術の有用性に関する臨床試験 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/09/26 2021/5/31

20120169 修正Ａ 2012-169-3 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 腫瘍センター 川久保　博文
臨床研究計画
（介入型）

未分化型早期胃癌の病変範囲診断における画像強調内視鏡の
有用性の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/08/17 2016/7/31

20120192 修正Ａ 2012-192-2 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）

川崎病の層別化による免疫グロブリン・プレドニゾロン併用療法
の有効性と安全性に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/07/30 2017/12/31

20120195 修正Ａ 2012-195-3 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科 冨永　英一郎 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/08/21 2016/12/31

20120226 修正Ｂ 2012-226-11 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/10/11 2017/3/31

20120317 修正Ｂ 2012-317-2 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 末岡　浩
臨床研究計画
（介入型）

習慣流産と診断された均衡型相互転座（46,XX,t(2;5)(q32.2;q34)保
因者における着床前診断 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/12/21 2022/12/31

20120364 修正Ｂ 2012-364-3 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 山岸　由幸
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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2012/12/21 2017/12/31

20120513 修正Ｂ 2012-513-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 初期老視眼に対する実用視力検査の有用性 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/03/25 2015/12/31

20120546 修正Ａ 2012-546-2 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
（非介入型）

下部消化管穿孔の重症度と予後に関する後ろ向き実態調査-多
施設共同研究- 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/03/25 2016/12/31

20130004 修正Ｂ 2013-004-3 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）

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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/07/22 2015/7/31

20130103 修正Ａ 2013-103-2 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）

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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/06/24 2015/12/31
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20130114 修正Ａ 2013-114-2 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 内視鏡センター 川久保　博文
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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/06/24 2015/6/30

20130179 修正Ｂ 2013-179-2 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）

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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/08/26 2018/7/31

20130198 修正Ａ 2013-198-3 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/08/13 2016/3/31

20130210 修正Ｂ 2013-210-2 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/05/27 2016/3/31

20130311 修正Ａ 2013-311-2 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
（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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/11/25 2016/12/31

20130323 修正Ａ 2013-323-3 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- 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/11/25 2015/2/28

20130362 修正Ｂ 2013-362-3 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2013/12/20 2016/3/31

20130417 修正Ａ 2013-417-2 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）

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 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/01/27 2015/12/31

20130509 修正Ａ 2013-509-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型）

自覚的認知機能低下患者における、臨床的アルツハイマー病発
症前診断方法の確立に関する検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/04/04 2017/3/31

20130510 修正Ａ 2013-510-2 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 三村　將
臨床研究計画
（非介入型）

高齢うつ病患者における、臨床的アルツハイマー病発症前診断
方法の確立に関する検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/04/04 2017/3/31

20140049 修正Ｂ 2014-049-3 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）

高齢者に対するテレビ会議システムを用いた認知機能の評価の
信頼性の検討および満足度調査 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/05/26 2018/3/31

20140051 修正Ｂ 2014-051-2 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
（介入型）

健常成人志願者を対象とした123I-IMAP SPECT検査による脳血
流シンチの統計画像解析方(3D-SSP)に用いるノーマルデータ
ベースの作成に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/07/02 2017/3/31

20140170 修正Ｂ 2014-170-2 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）

メンタルヘルス不調から寛解後の復職訓練における、ワーキング
メモリー訓練の有用性に関する調査 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/09/29 2017/3/31

20140171 修正Ｂ 2014-171-2 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）

メンタルヘルス不調で休養した労働者の労働生産性をはじめとし
た予後解析のためのnaturalistic cohort study 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/09/29 2019/3/31
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20140198 修正Ｂ 2014-198-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型） 白内障手術前後の日常生活活動強度の比較 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/09/29 2018/3/31

20140200 修正Ａ 2014-200-2 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
（介入型） エピネフリン散布による上部消化管病変の観察 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/09/29 2016/9/30

20140235 修正Ａ 2014-235-2 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 菊地　栄次
臨床研究計画
（非介入型） ウロビジョンによる尿中細胞の染色体遺伝子異常の評価 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/09/29 2015/5/31

20140264 再審査 2014-264-1再 漢方医学センター 三村　將 漢方医学センター 三村　將
臨床研究計画
（介入型）

柴苓湯内服による内視鏡的食道粘膜下層剥離術後における食
道狭窄抑制効果の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2017/3/31

20140270 再審査 2014-270-1再 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） 表情・瞬目モニタリングによる客観的うつ病・躁うつ病症状の評価 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2018/3/31

20140274 再審査 2014-274-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） 瞼ブラシを用いた眼瞼清拭の安全性の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/3/31

20140306 新規 2014-306 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）

シスプラチンを用いた食道癌化学療法における低Na血症発生リ
スクに関する後ろ向き観察研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2017/3/31

20140307 新規 2014-307 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人 基礎研究計画 ヒトiPS細胞由来角膜内皮細胞の免疫学的特性 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2018/3/31

20140308 新規 2014-308 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）

多施設共同研究による肝移植後C型肝炎ウィルス新規治療薬の
効果に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2017/3/31

20140309 新規 2014-309 放射線科学(治療) 茂松　直之 放射線科学(治療) 大橋　俊夫
臨床研究計画
（非介入型）

前立腺癌に対する根治放射線治療の治療関連有害反応に関す
る後ろ向き観察研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/3/31

20140310 新規 2014-310 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（非介入型）

当院における脳卒中患者の治療経過、および予後因子に関する
調査 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2018/3/31

20140313 新規 2014-313 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型） オランザピンによる術後悪心嘔吐の予防(プレリミナリスタディ) 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2015/6/30

20140314 新規 2014-314 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 田渕　肇
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を用いた老年期
精神症状の病態に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/10/31

20140318 新規 2014-318 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）

血液型不適合肝移植の現状と予後調査：多施設共同後ろ向き研
究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2015/3/31
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20140322 新規 2014-322 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） ドライアイ患者における腹式呼吸による涙液分泌量変化の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/12/31

20140323 新規 2014-323
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）

健診CTを用いた腹部筋断面積/密度の代謝マーカーとしての可
能性 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2018/3/31

20140324 新規 2014-324 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）

FDG PET/CT検査で発見された病変あるいは発見できなかった
病変とその改善策の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2015/6/30

20140325 新規 2014-325 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） 胃粘膜下腫瘍に対する手術療法に関する後ろ向き観察研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2020/3/31

20140329 新規 2014-329 予防医療センター 杉野　吉則 予防医療センター 高山　美智代
臨床研究計画
（非介入型） 健診受診者におけるeGFR低下速度に影響する因子の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2017/8/31

20140330 新規 2014-330 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） 重症熱傷後のリハビリテーション効果に関する後方視的調査 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2015/12/31

20140331 新規 2014-331 薬剤部 山口　雅也 薬剤部 池谷　修
臨床研究計画
（非介入型）

薬剤師による術前に中止された抗血栓薬の再開確認の標準化
に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/3/31

20140332 新規 2014-332 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） Overlap syndromeにおける副交感神経動態の解析 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/12/31

20140333 新規 2014-333 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 松本　守雄 基礎研究計画 ヒト脊索由来髄核における各種遺伝子発現の検討 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2018/12/31

20140334 新規 2014-334 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「ドラッグホリデー」を目指す治療ガイドラインの確
立と検証を目的とした研究(FREE-J試験) 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2017/3/31

20140336 新規 2014-336 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 岸本　泰士郎 疫学研究 青年期におけるインターネット依存に関する研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/3/31

20140339 新規 2014-339 先端研（細胞） 河上　裕 先端研（遺伝子） 佐谷　秀行 その他
CD44v陽性進行胃癌患者を対象としたシスプラチンとスルファサ
ラジン併用第Ⅰ相試験 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/3/31

20140340 新規 2014-340 看護医療学部
戈木クレイグヒル
滋子 看護医療学部 安田　恵美子 その他

小児トータルケアコーディネーターに関する実践型教育プログラ
ムの開発 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/3/31

20140341 新規 2014-341 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）

慢性肝疾患に伴う低酸素血症に対する肝移植の現状と予後調
査：多施設共同後ろ向き研究 2014/12/22 承認 2014/12/22 2014/12/22 2016/12/31
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20090285 修正Ａ 2009-285-4 泌尿器科学 大家　基嗣 泌尿器科学 浅沼　宏
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 2014/9/29 承認 2014/12/25 2010/06/01 2019/7/31

20140282 再審査 2014-282-1再 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）

標準治療抵抗性の非小細胞肺がんに対するゾレドロン酸誘導γ
δＴ細胞を用いた免疫細胞治療 2014/11/28 承認 2014/12/25 2014/11/28 2017/6/30

20110262 修正Ｂ 2011-262-7 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 2014/12/22 承認 2014/12/26 2011/11/28 2016/3/31

20140294 新規 2014-294 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 2014/11/28 承認 2014/12/26 2014/12/26 2018/3/31

20120340 修正Ｂ 2012-340-3 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 2014/12/22 承認 2015/1/6 2012/11/26 2022/11/30

20120430 修正Ｂ 2012-430-2 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 佐藤　和毅
臨床研究計画
（非介入型）

突発性前骨間神経麻痺・後骨間神経麻痺多施設前向き臨床研
究 - 病態の解明と診断・治療体系の確立- 2014/10/27 承認 2015/1/6 2013/02/06 2020/3/31

20130069 修正Ａ 2013-069-3 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）

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） 2014/12/22 承認 2015/1/6 2013/05/27 2015/12/31

20130488 修正Ｂ 2013-488-2 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）

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 2014/12/22 承認 2015/1/6 2014/03/10 2016/3/31

20140277 再審査 2014-277-1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） 精神病性障害関連遺伝子の解析研究 2014/12/22 承認 2015/1/6 2014/12/22 2018/3/31

20140288 新規 2014-288 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）

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法における
シタラビン投与法についてランダム化比較検討、および寛解導入
後早期の微小残存病変の意義を検討する多施設共同シームレ
ス第Ⅱ-Ⅲ相臨床試験　AML-12 2014/12/22 承認 2015/1/6 2015/01/06 2023/2/28

20140316 新規 2014-316 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）

進行卵巣癌を対象としたddTC+Bev療法による化学療法先行治
療(NAC)に関するFeasibility Study 2014/12/22 承認 2015/1/6 2015/01/06 2020/3/31

20140335 新規 2014-335 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）

自己免疫疾患治療標的分子の探索及び臨床展開に向けた創薬
研究 2014/12/22 承認 2015/1/8 2015/01/08 2018/1/31

20120180 修正Ａ 2012-180-5 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 2014/12/22 承認 2015/1/9 2012/07/30 2017/7/31

20120390 修正Ａ 2012-390-2 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 高月　誠司 医療計画 心タンポナーデ心嚢内視鏡止血確認術 2014/12/22 承認 2015/1/9 2013/01/28 2017/1/31
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20140178 再審査 2014-178-1再 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） 脳波検査における難聴者の聞こえ方の研究 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2020/1/31

20140265 再審査 2014-265-1再
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
（介入型）

JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の
狭窄予防を目的とするステロイド内服療法およびステロイド局注
療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2018/7/31

20140305 新規 2014-305 救急医学 堀　進吾 救急医学 鈴木　昌
臨床研究計画
（非介入型）

急性冠症候群が疑われる患者に対する救急外来経過観察の実
況状況と有用性の検討 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2016/3/31

20140315 新規 2014-315 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）

単孔式およびReduced Port腹腔鏡手術の手技、安全性および有
用性についての検討 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2015/3/31

20140319 新規 2014-319 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 二木　康夫
臨床研究計画
（介入型）

解剖学的アライメントが人工膝関節置換術の術後成績にもたらす
効果 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2020/12/31

20140326 新規 2014-326 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 堀口　崇 基礎研究計画
未破裂脳動脈瘤の破裂及び動脈瘤破裂くも膜下出血後遅発性
脳虚血に関わる体液中マイクロRNAの同定 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2020/3/31

20140327 新規 2014-327 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 堀口　崇
臨床研究計画
（非介入型）

脳血管障害の治療成績向上に向けた画像及び診療録の後方視
的検討 2014/12/22 承認 2015/1/9 2015/01/09 2017/1/31

20140073 再審査 2014-073-1再 解剖学 仲嶋　一範 解剖学 仲嶋　一範 基礎研究計画
ヒト死胎脳組織標本の形態学的観察によるヒト中枢神経系の発
生過程の解明 2014/12/22 承認 2015/1/13 2015/01/13 2024/12/31

20140107 再審査 2014-107-1再 感染症学 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） ダプトマイシンの体内動態および有効性・安全性に関する研究 2014/12/22 承認 2015/1/13 2015/01/13 2017/3/31

20140337 新規 2014-337 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 消化器がん幹細胞の機能解析と創薬スクリーニング 2014/12/22 承認 2015/1/13 2015/01/13 2018/3/31

20140261 新規 2014-261 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）

非大腸癌肝転移に対する肝切除後の予後因子および切除適応
に関する検討：多施設共同後ろ向き観察研究 2014/10/27 承認 2015/1/16 2014/10/27 2016/12/31

20140342 新規 2014-342 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）

ニコチン依存症治療用人工知能アプリケーションに関するフィー
ジビリティ試験 2014/12/22 承認 2015/1/16 2014/12/22 2015/6/30

20140338 新規 2014-338 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 田中　守
臨床研究計画
（介入型）

月経困難症患者を対象としてトラニストの有効性を検討する多施
設共同、プラセボ対照、無作為化二重盲検比較試験 2014/12/22 承認 2015/1/20 2015/01/20 2016/3/31

20140285 新規 2014-285 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 田中　守 基礎研究計画
胎児付属物(羊水、胎盤、羊膜、臍帯)幹細胞を用いた周産期関
連疾患に対する新規治療法に関する基礎的研究 2014/12/22 承認 2015/1/22 2014/01/22 2019/3/31
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20050002 修正Ａ 17-2-12 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2005/04/28 2015/3/31

20070047 修正Ｂ 19-47-11 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2007/12/28 2017/3/31

20080016 修正Ｂ 20-16-30 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2008/06/18 2018/5/31

20090059 再審査 2009-59-4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）

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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2009/11/16 2017/11/30

20090127 修正Ｂ 2009-127-5 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）

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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2009/10/24 2019/10/31

20090148 修正Ｂ 2009-148-4 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2009/11/12 2016/1/31

20100091 修正Ｂ 2010-091-3 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）

腹腔鏡（補助）下肝切除（部分切除及び外側区域切除を除く）の
有用性に関する検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2010/12/20 2020/12/31

20100177 修正Ｂ 2010-177-2 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 涌井　昌俊
臨床研究計画
（非介入型） 自動血液分析装置および試薬の性能評価 2015/1/26 承認 2015/1/26 2010/10/25 2020/10/31

20100306 修正Ｂ 2010-306-3 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
究計画）

微小粒子状物質等大気汚染物質による肺機能発達への影響調
査 2015/1/26 承認 2015/1/26 2011/04/01 2017/3/31

20110015 修正Ａ 2011-015-4 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2011/06/07 2017/12/31

20110133 修正Ｂ 2011-133-7 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2011/10/11 2016/10/31

20110159 修正Ｂ 2011-159-9 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2011/09/26 2016/3/31

20110257 再審査 2011-257-2再 薬理学 安井　正人 薬理学 安井　正人
臨床研究計画
（非介入型） 尿の近赤外分光スペクトルと多変量解析による排卵日診断 2015/1/26 承認 2015/1/26 2011/12/1 2017/3/31

20110307 修正Ａ 2011-307-3 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 名倉　武雄
臨床研究計画
（介入型） 健常成人における肩関節の形態学的特徴に関する研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2012/01/30 2015/1/31
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20110360 修正Ａ 2011-360-2 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） 骨粗鬆症治療におけるマンスリー製剤に関する研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2012/03/26 2020/3/31

20110365 再審査 2011-365-4再 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2012/03/26 2015/7/31

20120057 修正Ｂ 2012-057-7 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2012/05/28 2016/5/31

20120103 修正Ｂ 2012-103-4 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(R)による眼内レンズ
度数計算精度の検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2012/06/25 2017/3/31

20120241 修正Ｂ 2012-241-8 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) 2015/1/26 承認 2015/1/26 2012/11/01 2018/11/30

20120438 修正Ｂ 2012-438-3 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）

インフリキシマブによる寛解維持治療における効果不十分なク
ローン病患者を対象とした栄養療法併用効果確認試験　－多施
設共同無作為化比較臨床試験　- 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/02/12 2017/3/31

20130019 修正Ａ 2013-019-2 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）

非弁膜症性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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/04/22 2016/3/31

20130027 修正Ａ 2013-027-3 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/06/03 2017/8/31

20130131 修正Ｂ 2013-131-2 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）

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
用する根治的化学放射線療法の臨床第Ⅱ相試験(JCOG0903) 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/06/24 2023/6/30

20130288 修正Ｂ 2013-288-2 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
（非介入型）

消化管粘膜下腫瘍の細胞株及びXenograft株の樹立と薬剤感受
性に関する分子生物学的解析 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/11/25 2019/11/30

20130290 修正Ａ 2013-290-3 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/10/28 2015/6/30

20130291 修正Ａ 2013-291-2 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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/10/28 2015/9/30

20130342 修正Ａ 2013-342-2 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
（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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/11/25 2015/6/30

20130412 修正Ａ 2013-412-3 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 里宇　明元
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) 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/01/27 2016/12/31
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20130493 修正Ｂ 2013-493-3 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）

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 2015/1/26 承認 2015/1/26 2013/03/24 2016/3/31

20140008 修正Ｂ 2014-008-2 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）

JCOG1204：再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップ
とインテンシブフォローアップの比較第Ⅲ相試験 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/05/12 2024/5/31

20140109 修正Ｂ 2014-109-2 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光
臨床研究計画
（介入型）

抗てんかん薬レベチラセタムの、グリオーマにおけるてんかん発
作抑制効果およびMGMT発現抑制効果における有用性の検討
（第Ⅱ相臨床研究） 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/09/29 2017/12/31

20140110 修正Ｂ 2014-110-2 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光
臨床研究計画
（介入型）

80歳以上の高齢者悪性神経膠腫患者に対するテモゾロミド・アバ
スチン併用療法の安全性・有効性の検討（第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験） 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/07/17 2017/12/31

20140156 再審査 2014-156-1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
（介入型）

同種造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(graft-versus-host
disease)予防目的のトラニラスト投与の安全性と有効性の検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/07/25 2018/3/31

20140218 修正Ｂ 2014-218-2 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
（非介入型） 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/09/29 2015/12/31

20140223 修正Ｂ 2014-223-2 内科学（血液） 岡本　真一郎 内科学（血液） 岡本　真一郎 基礎研究計画 慢性骨髄性白血病の分子病態解明ならびに新規治療法の開発 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/09/29 2019/9/30

20140287 再審査 2014-287-1再 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）

大腸カプセル内視鏡による潰瘍性大腸炎重症度評価スコアの作
成 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2019/1/31

20140296 再審査 2014-296-1再 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 小杉　志都子
臨床研究計画
（非介入型） 産業界における慢性疼痛の実態調査研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/11/28 2017/3/31

20140299 修正Ａ 2014-299-2 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
（介入型） リンパ浮腫患者に対する複合的理学療法の効果に関する研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2014/11/28 2016/3/31

20140344 新規 2014-344 救急医学 堀　進吾 救急医学 田島　康介
臨床研究計画
（非介入型） 四肢・関節外傷救急患者の治療内容に関する検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2019/3/31

20140345 新規 2014-345 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 涌井　昌俊
臨床研究計画
（非介入型）

ラテックス免疫比濁法に基づく新規トロンビン・アンチトロンビン複
合体(TAT)測定試薬の性能検証 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2018/1/31

20140346 新規 2014-346 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小澤　宏之 基礎研究計画 家族性甲状腺乳頭癌の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2020/1/31

20140347 新規 2014-347 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）

ERCP後膵炎発症とMRCPにおける解剖学的膵管走行の関与に
関する後ろ向き研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2015/7/31
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20140349 新規 2014-349 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型） 腹部X線CT検査における体格を指標とした線量評価 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2016/3/31

20140351 新規 2014-351 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）

肝細胞癌症例における臨床病理学的進展因子予測のための腫
瘍マーカーdoubling time測定の意義に関する検討：多施設共同
後ろ向き研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2018/12/31

20140353 新規 2014-353 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）

内視鏡的に活動性を有する潰瘍性大腸炎臨床的寛解例に対す
る治療介入の意義 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2018/3/31

20140355 新規 2014-355 看護医療学部 太田　喜久子 看護医療学部 小松　浩子
臨床研究計画
（非介入型）

ホルモン療法を受けている閉経前乳がん患者の倦怠感マネジメ
ントに関する研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2016/3/31

20140358 新規 2014-358 救急医学 堀　進吾 救急医学 鈴木　昌
臨床研究計画
（非介入型） 薬物有害事象のため救急搬送された高齢者の検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2016/3/31

20140359 新規 2014-359 救急医学 堀　進吾 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型）

救急患者の心電図データベースを用いた頻脈および除脈に関す
る疫学研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2017/3/31

20140362 新規 2014-362 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）

JGOG1075S　本邦における外陰癌の実態及び治療に関する調
査研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2015/3/31

20140363 新規 2014-363 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 Carba-Rの性能評価研究 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2019/12/31

20140364 新規 2014-364 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ニプロTRUEpicoについてのアン
ケート調査 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2015/4/25

20140365 新規 2014-365 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） 慶應義塾大学関連病院間精度管理調査用試料作成 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2020/3/31

20140367 新規 2014-367 外科学（呼吸器） 淺村　尚生 外科学（呼吸器） 河野　光智
臨床研究計画
（非介入型）

間質性肺疾患合併肺腫瘍に対する凍結融解壊死療法の安全性
および有効性の検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2015/12/31

20140369 新規 2014-369 外科学（呼吸器） 淺村　尚生 外科学（呼吸器） 河野　光智
臨床研究計画
（非介入型）

骨軟部原発の転移性肺腫瘍に対する凍結融解壊死療法の安全
性および有効性の検討 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2015/12/31

20140371 新規 2014-371 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型） 度数をもたないピンホールコンタクトレンズの有効性の検証 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2017/1/31

20140372 新規 2014-372 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2 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2015/12/31
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20140374 新規 2014-374 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）

がんの親をもつ子どもへの支援に関する看護師の認識と支援の
実態 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2018/3/31

20140377 新規 2014-377 産婦人科学 田中　守 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-
20) 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2025/1/31

20140378 新規 2014-378 産婦人科学 田中　守 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-
21) 2015/1/26 承認 2015/1/26 2015/01/26 2025/1/31

20110258 修正Ａ 2011-258-4 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）

関節リウマチを主とする自己免疫疾患の臨床試料解析に基づく
創薬標的探索に関する研究 2014/9/29 承認 2015/2/3 2012/10/29 2018/3/31

20140272 修正Ｂ 2014-272-2 感染制御センター 長谷川　直樹 内科学（呼吸器） 石井　誠
臨床研究計画
（非介入型）

肺炎の多様性解明と基礎疾患病態に基づく予防・治療法確立に
関する研究 2015/1/26 承認 2015/2/3 2014/10/27 2017/4/30

20120065 修正Ｂ 2012-065-3
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）

末期腎不全における尿毒素蓄積や透析療法が血糖、血圧に及
ぼす影響に関する臨床研究 2014/9/29 承認 2015/2/10 2012/11/26 2018/10/31

20140284 新規 2014-284 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）

強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者
間HLA半合致移植の安全性と有効性の検討　JSCT Haplo14 RIC 2015/1/26 承認 2015/2/10 2015/02/10 2018/7/31

20140352 新規 2014-352 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 新井　康通
臨床研究計画
（非介入型）

85歳以上の高齢者施設居住者および通所者を対象としたコホー
ト研究 2015/1/26 承認 2015/2/10 2015/02/10 2024/12/31

20140373 新規 2014-373
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 医療計画 慶應義塾大学腹膜透析在宅医療支援システムの構築 2015/1/26 承認 2015/2/10 2015/02/10 2024/4/30

20130270 修正Ｂ 2013-270-2 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
（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 2014/9/29 承認 2015/2/12 2014/03/14 2020/3/31

20120465 修正Ｂ 2012-465-3 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） 2014/6/23 承認 2015/2/19 2013/02/25 2018/12/31

20130056 修正Ａ 2013-056-2 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）

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 2015/1/26 承認 2015/2/19 2013/08/02 2016/3/31

20140348 新規 2014-348 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） 当院における医療用麻薬使用量の動向調査 2015/1/26 承認 2015/2/19 2015/02/19 2017/3/31

20140366 新規 2014-366 形成外科学 貴志　和生 形成外科学 貴志　和生 基礎研究計画
ヒト皮膚組織におけるヒアルロン酸分解・代謝酵素の発現及び機
能解析 2015/1/26 承認 2015/2/19 2015/02/19 2017/1/31
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20030057 修正Ｂ 15-57-10 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2003/11/06 2023/3/31

20060070 修正Ａ 18-70-4 法医学 藤田　眞幸 法医学 藤田　眞幸
臨床研究計画
（非介入型）

青壮年男子に発症する原因不明の突然死（いわゆるポックリ病）
に関する遺伝子解析（共同研究としての遺伝子解析の研究、後ろ
向き研究） 2015/2/23 承認 2015/2/23 2006/12/15 2020/3/31

20080180 修正Ｂ 20-180-7 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）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2009/03/02 2019/3/31 2014/9/11

20080191 修正Ａ 20-191-6 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- 2015/2/23 承認 2015/2/23 2009/03/19 2017/3/31

20090052 修正Ａ 2009-52-8 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）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2009/07/24 2022/3/31

20090189 修正Ａ 2009-189-4 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 有光　威志
臨床研究計画
（介入型） 近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能の解明 2015/2/23 承認 2015/2/23 2010/02/22 2017/2/28

20090204 修正Ａ 2009-204-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子 基礎研究計画 網膜変性疾患の異常遺伝子の同定と解析 2015/2/23 承認 2015/2/23 2010/06/02 2020/3/31

20100266
修正Ａ(自
主学習) 2010-266-6 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/03/07 2016/3/31

20110011
修正Ｂ(自
主学習) 2011-011-4 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）

個別化ＨＡＡＲＴ療法の確立とその新たな評価法に関する探索的
研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/06/07 2017/3/31

20110022 修正Ａ 2011-022-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子 基礎研究計画
黄斑色素およびその関連分子の測定とその眼状態との関連の解
析 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/06/07 2020/3/31

20110049 修正Ａ 2011-049-7 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）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/10/20 2016/10/31

20110068 修正Ａ 2011-068-3 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） ペラミビル水和物の気道上皮被覆液中薬物動態の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/11/10 2020/3/31

20110125 修正Ａ 2011-125-5 内科学（神経） 鈴木　則宏 内科学（神経） 安部　貴人
臨床研究計画
（介入型）

急性期脳出血への降圧を検討する第Ⅲ相国際多施設共同無作
為化臨床試験（略称ATACH2 Study） 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/10/24 2019/3/31

20110133 修正Ｂ 2011-133-8 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/10/11 2016/10/31
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20110171 修正Ｂ 2011-171-6 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/11/08 2017/3/31

20110221 修正Ａ 2011-221-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人 基礎研究計画 ヒト皮膚幹細胞SKPsから角膜内皮細胞への分化誘導 2015/2/23 承認 2015/2/23 2011/12/12 2018/3/31

20110386 修正Ａ 2011-386-2 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）

子宮体癌における宿主抗腫瘍免疫に関与する新たな予後因子に
ついての研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/03/26 2016/3/31

20120180 修正Ｂ 2012-180-6 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/07/30 2017/7/31

20120181 修正Ａ 2012-181-2 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）

うつ病におけるインターネット支援型認知行動療法の有効性に関
する単盲検ランダム化waiting-list 比較対照試験 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/08/27 2016/12/31

20120226 修正Ｂ 2012-226-12 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/10/11 2025/3/31

20120226 修正Ｂ 2012-226-12 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/10/11 2025/3/31

20120231 修正Ａ 2012-231-2 救急医学 堀　進悟 救急医学 堀　進悟
臨床研究計画
（非介入型） 入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/09/24 2016/3/31

20120324 修正Ａ 2012-324-6 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、特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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/11/26 2016/3/31

20120360 修正Ｂ 2012-360-8 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/03/25 2020/3/31

20120395 修正Ｂ 2012-395-2 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） 急性・慢性肝疾患における免疫寛容機構の解明 2015/2/23 承認 2015/2/23 2012/12/21 2017/3/31

20120443 修正Ａ 2012-443-2 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） 肝胆膵疾患に対する外科的治療の妥当性・有効性の解析 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/08/08 2020/3/31

20120476 修正Ｂ 2012-476-3 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） 静脈奇形に対する硬化療法の安全性、有効性の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/03/07 2022/12/31

20120491 修正Ａ 2012-491-4 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－ 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/04/22 2015/9/30
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20120507 修正Ａ 2012-507-3 百寿総合研究センター 末松　誠 百寿総合研究センター 広瀬　信義
臨床研究計画
（非介入型） 人類史上 長寿男性の事例報告 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/03/25 2017/3/31

20120537 修正Ａ 2012-537-2 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） 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/03/25 2017/3/31

20120539 修正Ａ 2012-539-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型）

コンタクトレンズ装用ドライアイ患者におけるレバミピド懸濁点眼
液と人工涙液の比較検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/03/25 2017/3/31

20120545 修正Ａ 2012-545-2 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
（非介入型）

切除不能進行再発大腸癌を対象とする、パニツムマブ好適症例
に関する検討・多施設共同研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/03/25 2018/12/31

20130015 修正Ａ 2013-015-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 白内障手術前後での消費行動の変化 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/06/24 2016/3/31

20130023 修正Ｂ 2013-023-3 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/04/22 2019/4/30

20130025 修正Ｂ 2013-025-3 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） 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/05/09 2017/3/31

20130040 修正Ａ 2013-040-2 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）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/04/22 2017/3/31

20130064 修正Ｂ 2013-064-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 岩田　卓
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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/06/19 2021/3/31

20130075 修正Ａ 2013-075-6 救急医学 堀　進吾 救急医学 鈴木　昌
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) 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/06/05 2015/6/30

20130082 修正Ａ 2013-082-5 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/07/29 2019/7/31

20130105 修正Ａ 2013-105-3 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）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/07/16 2018/7/31

20130175 再審査 2013-175-9再 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/07/29 2015/7/31

20130221 修正Ｂ 2013-221-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 榛村　重人
臨床研究計画
（非介入型）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/10/18 2017/3/31
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20130266 修正Ｂ 2013-266-2 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） 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/09/27 2018/3/31

20130316 修正Ｂ 2013-316-2 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多施設共同観
察研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2013/10/28 2024/3/31

20130431 修正Ｂ 2013-431-2 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
（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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/01/27 2017/3/31

20130445 修正Ａ 2013-445-2 予防医療センター 岩男　泰 予防医療センター 高山　美智代
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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/02/24 2016/3/31

20130451 修正Ａ 2013-451-2 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/03/06 2017/3/31

20130453 修正Ａ 2013-453-3
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解析 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/09/29 2016/3/31

20130456 修正Ｂ 2013-456-2 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患者における尿中マグネシウム排泄率の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/02/24 2016/2/28

20130481 修正Ａ 2013-481-2 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）

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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/02/24 2016/9/30

20130501 修正Ｂ 2013-501-2 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 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/03/24 2016/12/31

20140052 修正Ｂ 2014-052-3 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）

関節リウマチ患者を対象とした新規血中インフリキシマブ濃度検
出用試薬の既存ELISA法との相関性等に関する研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/06/05 2015/3/31

20140072 修正Ａ 2014-072-2 救急医学 堀　進悟 救急医学 佐々木　淳一 その他
救急診療音声認識開発向け言語辞書開発・研究協力および病院
診療録(電子カルテ)所見データ利用 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/09/29 2015/12/31

20140082 修正Ｂ 2014-082-2 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
（非介入型） 末梢動脈疾患治療に関する多施設前向き研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/07/17 2019/12/31

20140134 修正Ｂ 2014-134-2 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） Infliximab, Adalimumabによる炎症性腸疾患の個別化療法の確立 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/07/25 2017/3/31

20140150 修正Ｂ 2014-150-2 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
（非介入型） 肺障害と大腸がん肺転移に関する後ろ向き調査 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/08/19 2024/6/30
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20140157 修正Ｂ 2014-157-3 救急医学 堀　進吾 救急医学 並木　淳
臨床研究計画
（介入型）

院外心停止蘇生後患者における瞳孔の客観的評価による神経
予後予測 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/08/18 2016/3/31

20140183 修正Ｂ 2014-183-2 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）

後縦靭帯骨化症における骨化靭帯の遺伝子発現・組織解析，な
らびに骨化靭帯由来の幹細胞培養系の樹立 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/09/29 2018/12/31

20140262 修正Ｂ 2014-262-2 皮膚科 天谷　雅行 皮膚科学 久保　亮治
臨床研究計画
（介入型）

Darier病の皮膚症状に対する、COX2阻害薬の外用による治療の
試み 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/11/28 2021/3/31

20140270 修正Ｂ 2014-270-2 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） 表情・瞬目モニタリングによる客観的うつ病・躁うつ病症状の評価 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/12/22 2018/3/31

20140274 修正Ｂ 2014-274-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） 瞼ブラシを用いた眼瞼清拭の安全性の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/12/22 2016/3/31

20140312 再審査 2014-312-1再 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小川　郁
臨床研究計画
（非介入型） 鼻粘膜を中心とした非免疫細胞による免疫応答に関する検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/3/31

20140313 修正Ｂ 2014-313-2 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型） オランザピンによる術後悪心嘔吐の予防(プレリミナリースタディ) 2015/2/23 承認 2015/2/23 2014/12/22 2017/12/31

20140357 再審査 2014-357-1再 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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MRI撮像法における至適撮像条件の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/1/31

20140379 新規 2014-379 産婦人科学 田中　守 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-
22) 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2025/2/28

20140381 新規 2014-381 産婦人科学 田中　守 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-
24) 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2025/2/28

20140382 新規 2014-382 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） 食道癌術後合併症と予後に関する観察研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2024/3/31

20140383 新規 2014-383 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
（介入型）

内視鏡治療後粘膜欠損部に対する内視鏡的粘膜縫合法に関す
る探索的臨床研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/12/31

20140384 新規 2014-384 病理学 岡田　保典 病理診断部 佐々木　文 基礎研究計画
ヒト癌組織におけるメタロプロテアーゼおよびその調節因子の発
現の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/3/31

20140385 新規 2014-385 産婦人科学 田中　守 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-
18) 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2025/2/28
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20140386 新規 2014-386 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） 骨粗鬆症発症を規定するリスク因子の同定 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2025/3/31

20140389 新規 2014-389 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）

肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨床
研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/3/31

20140390 新規 2014-390 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）

肝細胞癌におけるGd-EOB造影MRI肝細胞造影相と長期切除成
績に関する検討：多施設共同後ろ向き研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2015/12/31

20140391 新規 2014-391 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）

外科手術患者を対象とした皮膚用接着剤「エピネクサスTM」と既
存品との単一施設非盲検並行群間比較試験 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2018/3/31

20140394 新規 2014-394
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

中外製薬CKD骨内分泌
学寄附講座 田中　正巳

臨床研究計画
（非介入型）

1型糖尿病患者の血中抗酸化マーカー濃度と細小血管障害・大
血管障害との関連 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/1/30

20140395 新規 2014-395 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（介入型）

思春期特発性側彎症手術におけるデキサメタゾンによる術後悪
心嘔吐の予防 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2020/2/28

20140401 新規 2014-401 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） 日本人における大動脈疾患の解剖学的解析を行う観察研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2020/3/31

20140403 新規 2014-403 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） JGOG2049S 子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する調査研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/5/31

20140404 新規 2014-404 救急医学 堀　進悟 救急医学 佐々木　淳一
臨床研究計画
（非介入型） 救急外来における血液培養検査結果に寄与する因子の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/3/31

20140406 新規 2014-406 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司
臨床研究計画
（介入型）

婦人科骨盤内膿瘍に対するMagnetic Resonance Spectroscopy
の臨床的有用性の研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2018/3/31

20140407 新規 2014-407
坂口光洋記念講座（発
生・分化） 須田　年生

坂口光洋記念講座（発
生・分化） 松原　由美子 基礎研究計画 細胞培養システムを用いた作製血小板の有用性の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/3/31

20140408 新規 2014-408 外科学（呼吸器） 淺村　尚生 外科学（呼吸器） 大塚　崇
臨床研究計画
（非介入型）

本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解
析：多施設共同研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2015/12/31

20140409 新規 2014-409 外科学（心臓血管） 志水　秀行 外科学（心臓血管） 吉武　明弘
臨床研究計画
（非介入型） 弓部大動脈瘤に対するステントグラフト治療成績の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2015/12/31

20140411
新規(自主
学習) 2014-411 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） 13C標識薬と呼気13CO2濃度測定装置に関する研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/9/30
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20140415 新規 2014-415 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）

近赤外線スペクトロスコピィを用いた脳機能評価データならびに
臨床データ等を用いた精神・神経疾患診断ならびに評価マーカー
探索のための横断的解析研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2020/12/31

20140416 新規 2014-416 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）

知恵尺度（Three-Dimensional Wisdom Scale）日本語版の妥当性
検討に関する研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/3/31

20140418 新規 2014-418 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）

血中細胞微小環境調節酵素の新規メタボリックマーカーとしての
有用性の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/3/31

20140427 新規 2014-427 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）

アジアにおけるTAVR臨床結果調査研究（Evaluation of Clinical
Outcomes of Transcatheter Aortic Valve Replacement in the
Asian Pacific Population） 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2021/12/31

20140428 新規 2014-428 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 秋山　武紀
臨床研究計画
（介入型）

脳血管内血治療における周術期合併症に関わる危険因子の検
討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2020/3/31

20140430 新規 2014-430 眼科学 坪田　一男 眼科学 川島　素子
臨床研究計画
（介入型） アイシャンプーを用いた瞼縁清拭の安全性の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/3/31

20140431 新規 2014-431 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）

造血幹細胞移植における造血幹細胞輸注時有害事象の実態調
査（造血幹細胞移植の安全性に関する多施設共同研究） 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2015/8/31

20140432 新規 2014-432 感染症学 岩田　敏 感染症学 岩田　敏
臨床研究計画
（非介入型） 肺炎球菌による急性中耳炎：全国サーベイランス研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2018/3/31

20140434 新規 2014-434 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 金井　隆典 疫学研究
IgG4関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目指した研
究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2016/3/31

20140438 新規 2014-438 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） 肝臓移植症例における長期予後の全国調査 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2020/12/31

20140441 新規 2014-441 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 岸本　泰士郎 その他
海外在留邦人のメンタルヘルスに関するWeb会議システムを使っ
た前向き調査 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/3/31

20140444 新規 2014-444 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） 血中MTX-PG測定方法に関する研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2020/3/31

20140446 新規 2014-446 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） 大腸カプセル内視鏡検査における適切な処置法の検討 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/3/31

20140447 新規 2014-447 救急医学 堀　進悟 救急医学 本間　康一郎
臨床研究計画
（非介入型） 造影剤腎症発症状況の調査 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2017/3/31
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20140448 新規 2014-448 歯科・口腔外科学 中川　種昭 歯科・口腔外科学 河奈　裕正
臨床研究計画
（非介入型） 口腔腫瘍および前癌病変の免疫関連分子についての研究 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2022/3/31

20140449 新規 2014-449 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） 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究(多施設共同研究) 2015/2/23 承認 2015/2/23 2015/02/23 2019/3/31

20140241 新規 2014-241 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） 膠芽腫(GBM)患者長期生存例の検討：多施設共同研究 2015/1/26 承認 2015/2/25 2015/02/25 2015/12/31

20130502 修正Ｂ 2013-502-2 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 2015/2/23 承認 2015/3/9 2014/03/24 2016/12/31

20140037 修正Ｂ 2014-037-2 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） 子宮頸がん検診におけるHPV検査の有効性評価研究 2015/2/23 承認 2015/3/9 2014/04/28 2028/3/31

20140240 修正Ｂ 2014-240-2 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 基礎研究計画 マルファン疾患群の発症機構の解明と治療法の開発 2015/2/23 承認 2015/3/9 2014/09/29 2019/3/31

20140341 修正Ｂ 2014-341-2 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）

慢性肝疾患に伴う低酸素血症に対する肝移植の現状と予後調
査：多施設共同後ろ向き研究 2015/2/23 承認 2015/3/9 2014/12/22 2016/12/31

20140361 新規 2014-361 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 岩田　卓
臨床研究計画
（介入型）

JGOG1074 局所進行子宮頸部腺癌に対するシスプラチンを用い
た同時化学放射線療法(Concurrent chemoradiotherapy：CCRT)
とシスプラチンとパクリタキセルを用いたCCRTに関する多施設共
同ランダム化第Ⅲ相比較試験 2015/1/26 承認 2015/3/9 2015/03/09 2022/7/31

20140388 新規 2014-388 内科学（神経） 鈴木　則宏 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、アミロイドイメージング
によるアルツハイマー病発症リスクの検討 2015/2/23 承認 2015/3/9 2015/03/09 2020/1/31

20140413 新規 2014-413
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 その他 アルドステロン測定の標準化 2015/2/23 承認 2015/3/9 2015/03/09 2015/12/31

20140414 新規 2014-414 看護部 鎮目　美代子 入退院センター 秋山　結美子
臨床研究計画
（非介入型）

多施設研究　小児褥瘡の全国調査　小児期における褥瘡発生と
予防ケアの実態 2015/2/23 承認 2015/3/9 2015/03/09 2016/6/30

20140417 新規 2014-417 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）

人間ドックの胸部CTで発見される胸部異常陰影と受診者背景因
子の検討 2015/2/23 承認 2015/3/9 2015/03/09 2017/3/31

20140421 新規 2014-421 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） 唾液腺癌に対するTS-1補助化学療法の有効性に関する研究 2015/2/23 承認 2015/3/9 2015/03/09 2021/2/28

20140433 新規 2014-433 看護医療学部
戈木クレイグヒル
滋子 看護医療学部 添田　英津子

臨床研究計画
（介入型）

小児肝移植患児に対する移行期自己管理体制の構築　－　野外
教育活動の評価 2015/2/23 承認 2015/3/9 2015/03/09 2018/12/31
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20140412 新規 2014-412 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が労働生産性に与える影響の評価 2015/2/23 承認 2015/3/10 2015/03/10 2016/3/31

20110250 修正Ｂ 2011-250-3 産婦人科学（産科） 田中　守 産婦人科学（産科） 丸山　哲夫 基礎研究計画 胎盤を介した母体胎児間物質透過メカニズムに関する研究 2015/2/23 承認 2015/3/12 2011/11/28 2018/3/31

20130106 修正Ｂ 2013-106-2 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） 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 2015/2/23 承認 2015/3/12 2013/06/24 2018/6/30

20130184 修正Ｂ 2013-184-4 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 2015/2/23 承認 2015/3/12 2013/08/14 2018/8/31

20130199 修正Ｂ 2013-199-2 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 2015/2/23 承認 2015/3/12 2013/07/29 2023/3/31

20140062 修正Ａ 2014-062-2 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
（非介入型） Tリンパ球の免疫老化と加齢性疾患との相関の解析 2015/2/23 承認 2015/3/12 2014/07/02 2016/3/31

20140402 新規 2014-402 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）

Zenith Flex(R)によるステントグラフト内挿術術後の早期瘤退縮効
果を検討する観察研究 2015/2/23 承認 2015/3/12 2015/03/12 2017/3/31

20140419 新規 2014-419 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）

臍帯血移植レシピエントにおけるHHV-6脳炎の予防を目的とした
ホスカルネット90mg/kg/日投与 2015/2/23 承認 2015/3/13 2015/03/13 2016/12/31

20140420 新規 2014-420 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）

「造血細胞移植医療の全国調査」および関東造血幹細胞移植共
同研究グループデータベースへの登録とそれらを用いた疫学的
検討 2015/2/23 承認 2015/3/13 2015/03/13 2025/3/31

20140443 新規 2014-443 内科学（リウマチ） 竹内　勤 放射線科学（診断科) 村上　康二
臨床研究計画
（介入型）

FDG-PET/CTの不明熱診断への応用　－　ガリウムSPECTとの
比較研究（略称：JPET-FUO） 2015/2/23 承認 2015/3/13 2015/03/13 2017/3/31

20140392 新規 2014-392 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）

動脈硬化に伴う血管病変と体幹骨の退行性疾患の関連性の研
究 2015/2/23 承認 2015/3/16 2015/03/16 2016/12/31

20090205 修正Ｂ 2009-205-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（非介入型） 加齢黄斑変性におけるAngpt12の関与の解析 2015/2/23 承認 2015/3/18 2009/12/28 2020/3/31

20140370 新規 2014-370 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男 医療計画
フェムトセカンドレーザー・角膜リング（フェラーラリング）を用いた
円錐角膜の治療 2015/2/23 承認 2015/3/18 2015/03/18 2017/3/31

20070081 修正Ｂ 19-81-12 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 2015/2/23 承認 2015/3/19 2008/02/13 2017/3/31
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20140356 再審査 2014-356-1再 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（介入型） 黄斑下血腫に対するモンテプラーゼの有効性の評価 2015/2/23 承認 2015/3/19 2015/03/19 2019/3/31

20140436 新規 2014-436 眼科学 坪田　一男 眼科学 坪田　一男
臨床研究計画
（非介入型）

白内障手術患者を対象とした房水グルコース濃度と血糖値の相
関に関する臨床研究 2015/2/23 承認 2015/3/19 2015/03/19 2016/3/31

20140440 新規 2014-440 眼科学 坪田　一男 眼科学 小澤　洋子
臨床研究計画
（介入型）

ウェアラブル情報端末レーザアイウェアによる視機能補助効果の
解析パイロットスタディ 2015/2/23 承認 2015/3/19 2015/03/19 2017/3/31

20030061 修正Ｂ 15-61-8
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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/11/25 2018/3/31

20050002
再審査(自
主学習) 17-2-13再 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2005/05/10 2020/3/31

20050075 修正Ａ 17-75-5 皮膚科学 天谷　雅行 皮膚科学 山上　淳 基礎研究計画
ヒト頭皮組織から単離した毛嚢由来細胞を用いたヒト毛嚢再生の
試み 2015/3/23 承認 2015/3/23 2006/01/12 2018/3/31

20080016 修正Ａ 20-16-31 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2008/06/18 2018/5/31

20090238 修正Ａ 2009-238-4 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）

気管支鏡検査に伴う発熱及び炎症性サイトカインに対するガレノ
キサシンの影響に関する研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2010/02/22 2020/3/31

20100013 修正Ａ 2010-013-3 耳鼻咽喉科学 小川　郁 耳鼻咽喉科学 小澤　宏之

その他（既存試
料を用いた観察
型臨床研究計
画）

頭頸部癌病理組織保存標本を用いた臨床病理学的検討による
転移、治療効果および予後の予測因子の解明 2015/3/23 承認 2015/3/23 2010/04/26 2019/4/30

20100028 修正Ｂ 2010-028-6
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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2010/07/26 2016/3/31

20100151 修正Ａ 2010-151-3 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アバタセプトの有効性と安全性
に関する解析研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2010/09/27 2018/3/31

20100154 修正Ｂ 2010-154-4 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型） 早産のゲノム疫学研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2010/09/27 2020/3/31

20100186 修正Ｂ 2010-186-5 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）

チロシンキナーゼ阻害剤による分子遺伝学的寛解達成後のチロ
シンキナーゼ阻害剤投与中止に関する検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2010/10/25 2018/11/30

20110073 修正Ａ 2011-073-2 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
（介入型）

根治放射線照射可能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するシスプラチン
+TS-1+TRT併用療法とシスプラチン+ドセタキセル+TRT併用療法
とランダム化第Ⅱ相試験（TORG1018） 2015/3/23 承認 2015/3/23 2011/09/06 2017/4/30
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20110277 修正Ａ 2011-277-3 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2011/12/26 2018/3/31

20110314 修正Ａ 2011-314-5 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 冨永　英一郎 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/01/30 2015/7/31

20120007 修正Ａ 2012-007-2
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）

ヒトでの膵内分泌細胞の組織学的特徴と糖代謝異常との関連に
ついての検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/05/23 2020/5/31

20120046 修正Ａ 2012-046-6 病理学 岡田　保典 病理学 下田　将之 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/05/28 2018/3/31

20120051 修正Ａ 2012-051-4 内科学（循環器） 福田　恵一 内科学（循環器） 金澤　英明
臨床研究計画
（非介入型）

非虚血性心筋症の薬物治療による交感神経機能改善における
心臓由来神経関連因子の役割を解明する 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/05/28 2017/5/31

20120070 修正Ａ 2012-070-3 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 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/07/30 2016/6/30

20120082 修正Ａ 2012-082-3 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）

肝細胞癌（ＨＣＣ）における背景因子・治療効果・予後の解析（多
施設共同研究） 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/06/25 2017/3/31

20120226
修正Ｂ(自
主学習) 2012-226-13 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/10/11 2025/3/31

20120243 修正Ｂ 2012-243-2 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）

子宮体癌および複雑型子宮内膜異型増殖症患者の臨床病理学
的因子と予後についての後方視的研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/10/12 2017/3/31

20120251
修正Ｂ(自
主学習) 2012-251-5 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/09/24 2016/12/31

20120268 修正Ａ 2012-268-2 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）

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） 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/04/01 2017/3/31

20120332 修正Ａ 2012-332-2 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）

炎症性呼吸器疾患における気管支肺胞洗浄法に関する臨床
データベース構築 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/11/26 2020/3/31

20120347 修正Ａ 2012-347-2 産婦人科学 青木　大輔 産婦人科学 阪埜　浩司 医療計画
BRCA1およびBRCA2遺伝子変異陽性遺伝性乳がん卵巣がん例
に対するリスク低減卵巣卵管摘出術の実施について 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/12/14 2018/3/31

20120372 修正Ａ 2012-372-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 角膜形状異常眼における眼内レンズ度数計算式精度の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/12/21 2017/12/31
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20120373 修正Ａ 2012-373-2 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型） 日本産婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業への参加 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/12/21 2022/12/31

20120377 修正Ａ 2012-377-2 病理学 岡田　保典 病理学 下田　将之 基礎研究計画
消化器の腫瘍性・非腫瘍性疾患におけるメタロプロテアーゼの免
疫組織学的局在解析 2015/3/23 承認 2015/3/23 2012/12/21 2018/3/31

20120429 修正Ａ 2012-429-2 病理学 岡田　保典 病理学 下田　将之 基礎研究計画 肺癌間質線維芽細胞の機能解析 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/01/28 2018/3/31

20120431 修正Ａ 2012-431-2 病理学 岡田　保典 病理学 下田　将之 基礎研究計画 乳癌間質線維芽細胞の機能解析 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/01/28 2018/3/31

20120441 修正Ｂ 2012-441-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 円錐角膜眼の前房深度と他の因子の関連について 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/01/28 2018/3/31

20120443 修正Ａ 2012-443-3 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） 肝胆膵疾患に対する外科的治療の妥当性・有効性の解析 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/08/08 2020/3/31

20120454 修正Ｂ 2012-454-2 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）

手術部位感染（SSI）サーベイランスに基づく手術部位感染リスク
因子の後ろ向き解析 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/02/25 2016/3/31

20120471 修正Ａ 2012-471-2 内科学（呼吸器） 別役　智子 内科学（呼吸器） 田坂　定智
臨床研究計画
（非介入型）

播腫性血管内凝固症候群を伴う急性呼吸窮迫症候群患者にお
けるトロンボモジュリン治療前後でのバイオマーカーの検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/02/25 2017/3/31

20120487 修正Ａ 2012-487-2 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）

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－ 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/04/01 2017/3/31

20120506 修正Ｂ 2012-506-3 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）

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
薬とボリコナゾールの薬物間相互作用にCYP2C1遺伝子多型が
及ぼす影響に関する研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/05/01 2018/5/31

20120514 修正Ａ 2012-514-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 乱視矯正眼内レンズの術後臨床成績の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/04/22 2016/3/31

20130042 修正Ａ 2013-042-5 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）

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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/04/22 2021/3/31

20130116 修正Ａ 2013-116-3 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/06/24 2018/9/30

20130128 修正Ｂ 2013-128-3 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/06/24 2018/12/31
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20130161 修正Ａ 2013-161-2 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/07/29 2017/3/31

20130173 修正Ａ 2013-173-4 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/08/13 2016/8/31

20130222 修正Ａ 2013-222-2 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）

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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/11/01 2016/6/30

20130231
修正Ｂ(自
主学習) 2013-231-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃

臨床研究計画
（非介入型） 屈折矯正手術前後の眼軸長変化 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/09/27 2020/12/31

20130232 修正Ａ 2013-232-3 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） YAGレーザー後発白内障切開術前後の視機能障害の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/09/27 2016/12/31

20130258 修正Ａ 2013-258-3 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/10/25 2016/3/31

20130284 修正Ａ 2013-284-2 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） 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/10/28 2017/3/31

20130336
修正Ａ(自
主学習) 2013-336-2 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）

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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/11/25 2017/3/31

20130379
修正Ａ(自
主学習) 2013-379-3 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2013/12/20 2018/3/31

20130410 修正Ｂ 2013-410-2 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/02/21 2018/3/31

20130437 修正Ａ 2013-437-4 外科学（心臓血管） 志水　秀行 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/02/10 2015/12/31

20130457 修正Ｂ 2013-457-3 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）

近赤外分光法による乳児発達初期の認知脳機能と行動発達の
解明 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/05/12 2019/5/31

20130470 修正Ａ 2013-470-2 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） 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/02/24 2016/3/31

20130504 修正Ａ 2013-504-3 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/03/24 2017/3/31
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20140004 修正Ｂ 2014-004-2 臨床検査医学 村田　満 臨床検査医学 涌井　昌俊
臨床研究計画
（非介入型） 多項目自動血球分析装置XN-1000における新規測定法の評価 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/04/28 2017/4/30

20140040 修正Ａ 2014-040-2 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） 食道胃接合部癌標準術式検討のための調査（多施設共同研究） 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/05/26 2017/3/31

20140043 修正Ａ 2014-043-2 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） 一次性頭痛における睡眠の状態に関する臨床研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/05/26 2017/3/31

20140095 修正Ｂ 2014-095-3 生理学 岡野　栄之 生理学 岡野　栄之
臨床研究計画
（非介入型）

iPS細胞を用いた悪性高熱症・関連疾患の発症機構の解明と診
断法・治療法の開発 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/06/23 2019/3/31

20140110 修正Ｂ 2014-110-3 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光
臨床研究計画
（介入型）

75歳以上の高齢者悪性神経膠腫患者に対するテモゾロミド・アバ
スチン併用療法の安全性・有効性の検討（第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験） 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/07/17 2017/12/31

20140206 修正Ａ 2014-206-2 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）

非弁膜症性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療周
術期における経口Xa阻害薬リバーロキサバンの有効性・安全性
評価のための登録観察研究 JACRE-R ジェイ・エーカー・アール
(Japan Anti-Coagulation Regimen Exploration in AF Catheter
Ablation Registry-Rivaroxaban cohort) 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/11/28 2015/10/31

20140275 修正Ａ 2014-275-2 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） 眼科受診患者を対象とした老視の実態調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/10/27 2016/12/31

20140276 修正Ａ 2014-276-2 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 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/10/27 2019/3/31

20140304 修正Ｂ 2014-304-2 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）

潰瘍性大腸炎における便中カルプロテクチンを用いた臨床的有
用性の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2014/12/12 2016/12/31

20140350 再審査 2014-350-1再 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） 薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/23 2017/3/31

20140387 新規 2014-387 保健管理センター 河邊　博史 保健管理センター 河邊　博史
臨床研究計画
（非介入型） 慶應義塾大学信濃町キャンパスにおける抗酸菌感染対策 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2024/3/31

20140405 新規 2014-405 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）

腫瘍露出または破裂と診断されたgastrointestinal stromal tumor
の予後調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2018/2/28

20140425 再審査 2014-425-1再 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） 耳漏細菌叢のメタゲノム解析に関する研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/23 2020/3/31

20140435 新規 2014-435 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（介入型）

近視学童における0.01%アトロピン点眼剤の近視進行抑制効果に
関する研究 2015/2/23 承認 2015/3/23 2015/03/23 2019/12/31
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20140439 新規 2014-439 外科学（一般・消化器） 北川　雄光 外科学（一般・消化器） 板野　理 医療計画 腹腔鏡下手術に対する送水機能付きバイポーラ鉗子の使用 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2010/12/31

20140450 新規 2014-450 産婦人科学 田中　守 産婦人科学 宮越　敬
臨床研究計画
（非介入型） 我が国における前置癒着胎盤の周産期管理に関する調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2016/12/31

20140451 新規 2014-451 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）

温存乳房内再発におけるセンチネルリンパ節生検に関する探索
的研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2019/3/31

20140452 新規 2014-452 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 金治　有彦
臨床研究計画
（介入型）

寛骨臼形成不全や大腿骨寛骨臼インピンジメントにより発生した
股関節唇損傷に対するナビゲーション併用した股関節鏡視下手
術有用性の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2019/3/31

20140453 新規 2014-453 整形外科学 松本　守雄 整形外科学 金治　有彦
臨床研究計画
（介入型）

人工股関節手術における手技の違いによるインプラント周囲の区
域別骨密度の経時的変化 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2019/3/31

20140456 新規 2014-456 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）

腹腔鏡下 Double Stapling Technique 再建術後の縫合不全予測
因子として、術後早期の Neutrophil/lymphocyte ratio の変化の
有用性に関する後ろ向き研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2025/1/31

20140457 新規 2014-457 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） 腹腔鏡下大腸手術における細径鉗子の有用性について 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2025/1/31

20140459 新規 2014-459 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） 肝機能障害とCPT-11の効果・有害事象に関する後ろ向き調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2025/3/31

20140460 新規 2014-460 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）

腸管不全に対する小腸移植技術の確立に関する研究/腸管不全
の予後因子に関する調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140461 新規 2014-461 麻酔学 森崎　浩 麻酔学 森崎　浩
臨床研究計画
（非介入型）

脊柱側彎症手術におけるデキサメタゾンによる術後悪心嘔吐の
予防効果 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140463 新規 2014-463 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） 生活習慣・メタボリック症候群と大腸ポリープ発生に関する検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140464
新規(自主
学習) 2014-464

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 疫学研究 スポーツパフォーマンスと心肺持久力の関連の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2016/4/30

20140465 新規 2014-465
内科学（腎臓・内分泌・代
謝） 伊藤　裕

中外製薬CKD骨内分泌
学寄附講座 田中　正巳

臨床研究計画
（非介入型） DPP4阻害薬の効果不十分患者における治療方針の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/2/28

20140466 新規 2014-466 外科学（心臓血管） 志水　秀行 外科学（心臓血管） 志水　秀行
臨床研究計画
（非介入型）

低侵襲心臓血管外科手術(僧帽弁形成術)における手術手技別
難易度の検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2018/3/31
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20140467 新規 2014-467 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 水野　勝広
臨床研究計画
（非介入型）

中枢及び末梢神経障害患者における立体視機能の評価と歩行
障害との関連の調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2016/3/31

20140468 新規 2014-468 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）

がん患者の低ナトリウム血症と身体機能の関連に関する臨床研
究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140469 新規 2014-469 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 里宇　明元
臨床研究計画
（非介入型） 呼吸器疾患患者における運動耐容能と四肢筋力との関連 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140470 新規 2014-470 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）

解剖学的アライメント人工膝関節置換術における後十字靭帯切
離の影響について 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140472 新規 2014-472 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘 放射線科学（診断科) 陣崎　雅弘
臨床研究計画
（非介入型）

超音波検査のエラストグラフィの機種、測定原理の違いによる差
異の評価 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2018/3/31

20140473 新規 2014-473 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）

慶應義塾大学外科・関連多施設における大動脈瘤治療を解析す
る観察研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2020/3/31

20140474 新規 2014-474 精神・神経科学 三村　將 精神・神経科学 藤澤　大介
臨床研究計画
（非介入型）

緩和ケア領域における薬物・治療介入に関する多施設前向きレ
ジストリ研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2019/3/31

20140477 新規 2014-477 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）

解剖学的アライメント人工膝関節置換術における術後膝大腿関
節のアライメント評価 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2016/3/31

20140478 新規 2014-478 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）

トファシチニブとメトトレキサート併用療法による関節リウマチの疾
患制御後休薬に関する研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/12/31

20140479 新規 2014-479 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(特に関節リウマチ、血管炎、強皮症)の病態メカニ
ズムの解明 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2018/3/31

20140481
新規(自主
学習) 2014-481 内科学（消化器） 金井　隆典 内科学（消化器） 正岡　建洋

臨床研究計画
（介入型） 流動食負荷試験による胃機能検査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2016/12/31

20140482 新規 2014-482 外科学（脳神経) 吉田　一成 外科学（脳神経) 佐々木　光
ヒトゲノム・遺伝
子解析研究計画 中枢神経系胚細胞腫瘍のゲノムワイド関連解析に関する研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2019/3/31

20140484 新規 2014-484 小児科学 高橋　孝雄 小児科学 嶋田　博之 疫学研究
小児B-other急性リンパ性白血病再発および寛解導入不能例の
臨床像に関する疫学調査 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2016/12/31

20140486 新規 2014-486 眼科学 坪田　一男 眼科学 根岸　一乃
臨床研究計画
（非介入型） レーシックの安全性に関する多施設共同研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2025/3/31
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20140487 新規 2014-487 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） 胃癌切除検体を用いた残胃癌の発生に関する病理学的検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2015/12/31

20140488 新規 2014-488 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生物学的製剤の投与間隔調節に関す
る研究 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2021/12/31

20140492
新規(自主
学習) 2014-492 血液浄化・透析センター 林　松彦 総合診療科 平橋　淳一 基礎研究計画

細胞外DNA制御不全に関連するImmunothrombosis発生機構の
解析とその治療法の開発 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2025/3/31

20140493 新規 2014-493 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）

先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群(総排泄腔遺残、総排泄腔
外反、MRKH症候群)におけるスムーズな成人期医療移行のため
の分類・診断・治療ガイドライン作成 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2017/3/31

20140494 新規 2014-494 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）

経尿道的膀胱腫瘍切除術、膀胱全摘除術時の病理組織におけ
る予後マーカーならびに薬剤耐性因子に関する検討 2015/3/23 承認 2015/3/23 2015/03/27 2018/3/31

20140422 新規 2014-422 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）

外来化学療法中の消化器癌患者の身体活動と体力に関する研
究（先行研究で得られた既存データを再利用して行う観察研究） 2015/2/23 承認 2015/3/24 2015/03/24 2017/3/31

20110070 修正Ｂ 2011-070-5 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 2015/3/23 承認 2015/3/31 2011/08/17 2020/12/31

20140410 新規 2014-410 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）

炎症性腸疾患活動性マーカーとしての血清および糞便中
Leucine-rich α2 glycoproteinの有用性の検討 2015/2/23 承認 2015/3/31 2015/03/31 2018/2/28

20140426 新規 2014-426 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） 難聴者の聴覚再獲得時における中枢性変化の画像解析 2015/2/23 承認 2015/3/31 2015/03/31 2020/3/31
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