
臨床研究一覧（大分県立病院（研究）倫理委員会審査事項）

H31.3.22 現在

年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

21 H21.6.10
自然気胸に対する胸腔鏡下手術後胸腔ドレナージを術中に抜管する安
全性に関する臨床研究

呼吸器外科

21 H21.7.27
難治性C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα－２ｂ／Ribavirin併用長期投
与の有用性の検討

消化器内科

21 H21.9.18
慢性胃炎を合併したC型慢性肝炎に対するPEG-IFNα-
2b/Rivabirin/Teprenone併用療法の有用性の検討

消化器内科

21 H22.2.10
小児慢性期慢性骨髄性白血病（CML）に対する多施設共同観察研究
(CML-08)

小児科

22 H22.5.21
臨床試験不参加の神経芽腫患者の中央診断および臨床情報収集と腫
瘍検体保存に関する研究

小児科

22 H22.12.17
C型慢性肝炎に対するヘモグロビン値とHOMA－IRを指標としたペグイン
ターフェロンα２ｂとリハビリンによるレスポンスガイドセラピー

消化器内科

22 H22.12.17
日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児血液腫瘍
性疾患を対象とした前方視的疫学研究

小児科

22 H23.2.24
日本消化器外科専門医等の手術・治療情報データベース事業への参加
について

外科

23 H23.6.22 一過性骨髄異常増殖症（ＴＡＭ）に対する多施設共同研究(ATM-10) 小児科

23 H23.6.22
乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性
に関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験（ＭＬＬ－10）

小児科

23 H23.6.22
シタグリプチンの血糖改善効果に関する2型糖尿病患者を対象とした多
施設共同無作為化２群比較オープン試験

内分泌・代謝内
科

23 H23.6.22
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによ
るLDL-C低下療法（通常治療／強化治療）の比較研究

内分泌・代謝内
科

23 H23.11.29
血管内大細胞型Ｂ細胞リンパ腫(intravasucular large B-cell
lymphoma:IVLBCL)に対するR-CHOP+R-high-dose MIX療法

血液内科

23 H23.11.29
進行非小細胞癌IIA-IIIB期患者に対するシスプラチン・ＴＳ－１・放射線
治療併用術前療法の第Ⅱ相試験

呼吸器外科

23 H23.11.29
「Consensus2010に基づく新しい日本版新生児蘇生法ガイドラインの確
立・普及とその効果の評価に関する研究(分担研究者　田村正徳)」班調
査新生児低体温療法レジストリーの実施

新生児科
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

23 H24.2.16
Ｃ型代償性肝硬変患者に対するPEG-IFNα-２a+Ribavirin併用法の有効
性・安全性に関する検討

消化器内科

23 H24.2.16
HTLV-1　associated myelopathy(HAM)を対象とした診断・治療の実態及
びその経過に関する観察研究

神経内科

24 H24.6.27
肥満２型糖尿病患者におけるインクレチン製剤治療へのライフスタイル介
入による肥満糖尿病代謝へのコンビネーション効果の検討

内分泌・代謝内
科

24 H24.6.27 新生児集中治療中の自発運動評価による予後予測因子の検討 新生児科

24 H24.9.19 遺伝性皮膚疾患の遺伝子解析研究 皮膚科

24 H24.11.27 Ｃ型慢性肝炎を対象としたテラプレビルの有効性の検証 消化器内科

24 H24.11.27
ラモトリギン関連重症薬疹の発症と関連するバイオマーカーの探索研究
HLAとの相関について

皮膚科

24 H25.2.5
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

小児科

24 H25.2.5
ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の
実施可能性とその有用性を探索するパイロット試験　AML-D11

小児科

24 H25.2.5
小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)に対するリスク別臨床研究
LCH-12

小児科

25 H25.5.14
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

小児外科

25 H25.5.14
局所進行直腸癌に対するSOX+bevacizumab併用療法またはＳＯＸ
+cetuximab併用療法による術前化学療法の有効性および安全性の検討
－多施設共同第Ⅱ相臨床試験－～OITA-trial　Ⅱ～

外科

25 H25.5.14 眼科疾患における疾患感受性遺伝子の検索 眼科

25 H25.5.14 市販直後安全性情報収集事業（いわゆる定点観測）
神経内科、

薬剤部

25 H25.7.9
局所進行直腸癌に対する術前化学療法の感受性予測システムに関する
研究 －生検組織および切除標本のマイクロアレイ解析－

外科

25 H25.11.12
小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ白血病（Ｐh＋ALL）に対する
チロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験（ALL－
Ph13）

小児科

25 H25.11.12
J-BRAND Registry
(Japan-based clinical ReseArch Network for Diabetes Registry)

内分泌・代謝内
科
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

25 H25.11.12 HAM患者を対象とした予後因子及び治療有効性に関する後ろ向き研究 神経内科

25 H25.7.18
大腸がん患者に関する多施設データプラットフォームの構築及び患者治
療実態とアウトカムの分析

消化器内科

25 H25.11.20 生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 小児科

25 H26.1.28 Japanese CTO Expert Registry 循環器内科

25 H26.1.28
高齢者非小細胞肺癌切除症例の術後補助化学療法に注目した前向き
観察研究

呼吸器外科

25 H26.1.28
膵癌切除例に対する術後補助化学療法としてのS-1療法の至適投与期
間に関するランダム化第Ⅱ相試験

外科

25 H26.1.28
先天性高インスリン血症に対するオクトレチオド持続皮下注射法の有効
性・安全性に関する臨床試験

新生児科

25 H26.1.28
1型糖尿病を含むインスリン治療患者へのDPP-4阻害薬エクア錠の追加
併用効果の検討

内分泌・代謝内
科

25 H26.3.19
成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール -ALL/MRD2014-
（多施設第Ⅱ相試験）
付随研究：症例特異的PCR検査およびキメラ遺伝子検査によるMRD測定

血液内科

25 H26.4.23
局所進行直腸癌に対するTS-1を用いた術前化学放射線療法の感受性
予測システムの有用性の検討－他施設共同第Ⅱ相臨床試験－～
OITA-trial Ⅲ～

外科

26 H26.5.23 Ｃ型慢性肝炎を対象としたシメプレビル有効性の検証 消化器内科

26 H26.5.23
Ｃ型慢性肝炎を対象としたシメプレビル併用療法におけるペグインター
フェロンα２ａとペグインターフェロンα２ｂの治療効果と安全性に関する
研究

消化器内科

26 H26.5.23
インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討・前向き観察研
究

内分泌・代謝内
科

26 H26.5.23
StageⅢ結腸癌に対する術後補助化学療法としてのS-1+Oxaliplatin(C-
SOX)療法の効果・安全確認試験

外科

26 H26.7.29

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、及び寛解導入後早期の微少
残存病変の意義を検討する他施設共同研究シームレス第Ⅱ－Ⅲ相臨床
試験　ＡＭＬ-１２

地域医療部
（小児科）

26 H26.7.29
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　ＡＬＬ-Ｂ１２　プロトコール改正

地域医療部
（小児科）

26 H26.9.26
転移性前立腺癌に対するGnRHアンタゴニスト単剤療法とGnRHアゴニス
トCAB療法のランダム化比較試験

泌尿器科
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

26 H26.9.26 川崎病の原因物質に関する研究 小児科

26 H26.9.26

先天性高インスリン血症に対するオクトレチオド持続皮下注射法の有効
性・安全性に関する臨床試験
※今年１月２９日の研究倫理委員会で審査し、承認されたものの再審査
申請（厚生労働省の指導による）

新生児科

26 H26.9.26 複数回のCT検査を受けている小児の検査理由に関する調査 放射線科

26 H26.9.26 Crow-Fukase症候群に対するサリドマイド療法の有効性と安全性の検討 神経内科

26 H27.1.29
1年の完全分子遺伝学的効果を有する初発慢性期慢性骨髄性白血病に
対するダサチニブ治療中断試験

血液内科

26 H27.1.29
リツキシマブ＋ステロイド併用化学療法後のＢ型肝炎ウィルス（ＨＢＶ）再
活性化リスク因子に関するヒト遺伝子解析プロジェクト

血液内科

26 H27.1.29
日本小児白血病リンパ腫研究グループ（ＪＰＬＳＧ）における小児血液腫瘍
性疾患を対象とした前方視的研究（ＪＰＬＳＧ-CHM-14）

地域医療部
（小児科）

26 H27.3.25 ALT発症高危険群の同定と発症予防法開発を目指す研究 血液内科

26 H27.3.25 レセプト情報を用いた脳卒中救急疫学調査 脳神経外科

27 H27.5.22 てんかん、熱性けいれんの病状の患者の遺伝子検査 小児科

27 H27.6.30
小児急性前骨髄性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験（AML-
P13）

地域医療部
（小児科）

27 H27.6.30 大分県内の口蓋裂発生に関する疫学研究 新生児科

27 H27.6.30
体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用いた内臓動脈瘤
瘤内塞栓術の有効性と安全性の臨床評価

放射線科

27 H27.6.30
体幹部用膨潤型ハイドロゲル・コーティングコイルを用いた血管塞栓術
の有効性と安全性の臨床評価

放射線科

27 H27.6.30
「第Ⅷ、第Ⅸ因子製剤のインヒビター発生要因に関する研究」－第Ⅷ因
子、第Ⅸ因子、サイトカイン遺伝子異常に関する研究－

地域医療部
（小児科）

27 H27.6.9 慢性炎症や骨格筋量などの膵癌治癒切除後の予後に与える影響 外科
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

27 H27.8.25 造血器腫瘍発症に関連する遺伝子異常の網羅的解析 血液内科

27 H27.8.25
高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施
設共同前向き調査研究

呼吸器外科

27 H27.8.25 JASTRO放射線治療症例全国登録事業 放射線科

27 H27.8.25 遺伝性血管性浮腫の原因となる遺伝子異常の解析
腎臓・膠原病内

科

27 H27.10.28
化学療法未治療のHER2陰性進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン+
Ｓ-1療法について検討する第Ⅱ相臨床試験

外科

27 H27.10.28
化学療法未治療のHER2陽性進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン+
Ｓ-1+トラスズマブ療法について検討する第Ⅱ相臨床試験

外科

27 H27.10.28
人工股関節全置換術術後患者における身体活動量の推移に関する研
究　-術前・退院前後の身体的・心理的機能の影響-

リハビリテーショ
ン科

27 H.27.12.25 常染色体劣性多発性嚢胞腎の遺伝子検査の実施について 小児科

27 H27.12.25
新生児集中治療室に入院した児の自発運動評価による予後予測因子の
検討

新生児科

27 H27.12.25
未治療CCR4陽性高齢者ATLに対するモガムリズマブ併用CHOP-14の
第Ⅱ相試験

血液内科

27 H27.12.25 大分県における小児在宅医療のニーズに関する調査 新生児科

27 H27.12.25 本邦における原発性骨髄繊維症の臨床像に関する研究 血液内科

27 H28.3.1
人工股関節全置換術術後患者における身体活動量の推移に関する研
究　－術前・退院前後の身体的・心理的機能の影響－

リハビリテーショ
ン科

27 H28.3.1
再発および寛解導入不能小児ALLに対する前方視的観察研究および再
発および寛解導入不能小児ALL試料を用いた基礎研究（ALL-R14
ver.1.0）

地域医療部
（小児科）

27 H28.3
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～
前向き多施設共同研究～

外科

27 H28.3
高齢者非小細胞肺癌切除症例の術後補助化学療法に注目した前向き
観察研究

呼吸器外科
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

28 H28.5.30
EGFR　遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するゲフィ
チニブ単剤療法とゲフィチニブにシスプラチン＋ペメトレキセドを途中挿
入する治療とのランダム化比較試験

呼吸器腫瘍内
科

28 H28.5.30 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 輸血部

28 H28.5.30
〈悪い知らせを伝え意思決定する協働モデル〉を活用した看護実践への
取り組み

大分大学医学
部看護学科

28 H28.5.30
「切除不能ＫＲＡＳ野生型大腸癌に対する１次療法としてのセツキシマブ
＋ＩＲＩＳ療法に関する第Ⅰ／Ⅱ相臨床試験」

外科

28 H28.5.30
骨髄破壊的前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁者間
HLA半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試験　－JSCT Haplo１６　MAC-

輸血部

28 H28.5.30
強度減弱前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁者間HLA
半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試験　－JSCT Haplo１６　RIC-

輸血部

28 H28.5.30
エピジェネリック稀少疾患（歌舞伎症候群とSotos症候群）の遺伝子解析
研究およびエピジェネリック解析研究

第二新生児科

28 H28.7.27
腎ラブドイド腫瘍の予後予測バイオマーカーの開発と遺伝相談応用のた
めのレトロスペクティブ遺伝子分析研究（RTKGRI)

地域医療部

28 H28.7.27
小児高リスク成熟Ｂ細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加ＬＭＢ化学療法
の安全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験（B-NHL-14
ver.2.1）

地域医療部

28 H28.9.14
成人Ｔ細胞白血病リンパ腫に対するモガムリズマブ治療中の免疫モニタ
リング　附随研究

血液内科

28 H28.9.14
成人Ｔ細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み
込んだ治療法に関する非ランダム化検証的試験（ver2.1）

血液腫瘍科

28 H28.9.14 間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性憎悪予測 呼吸器外科

28 H28.11.11
確実な診断と病態解明を目的とした、骨髄増殖性腫瘍および関連疾患
における遺伝子変異の解析

血液腫瘍科

28 H28.11.11
バイオフィルム制御薬クラリスロマイシンの川崎病再燃抑制効果に関する
検証的試験－多施設共同ランダム化比較第３相試験－

小児科

28 H28.11.11 小児固定腫瘍観察研究（第2.2版） 地域医療部

28 H28.11.11
高リスク神経芽腫に対するICE療法を含む寛解導入療法とBU+LPAMに
よる大量化学療法を用いた遅延局所療法第Ⅱ相臨床試験 -JNBSG JN-
H-15 ver 1.41

地域医療部

28 H28.11.11
regorafenib投与後の画像変化と治療効果に関する後方視的コホート研
究

外科

6／14



年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

28 H28.11.11
ＳｔａｇｅⅠ～ⅢA　乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究
（N・SAS-BC 01/CUBC 測定研究）

外科

28 H28.11.11
ユーエフティ特定使用成績調査（N・SAS-BC 01試験およびCUBC試験
転帰調査）

外科

28 H28.11.11
腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討　～前向き観察多施設共同研
究～

外科

28 H29.1.31
症候性未熟児動脈管開存症に対するインドメタシン低容量治療投与の
効果の検討

新生児科

28 H29.1.31 疫学調査“血液疾患登録” 血液腫瘍科

28 H29.1.31
日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察
研究

血液腫瘍科

28 H29.1.31
日本における骨髄増殖性腫瘍の予後に関する大規模多施設前向き観察
研究

血液腫瘍科

28 H29.1.31
未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期
介入に関するランダム化比較第Ⅲ相試験

血液腫瘍科

28 H29.1.31
初発時よりニロチニブ投与され分子遺伝学的完全寛解を２年間以上維
持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験

血液腫瘍科

28 H29.1.31
初発時よりダサチニブ投与され分子遺伝学的完全寛解を２年間以上維
持した慢性期の成人慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験

血液腫瘍科

28 H29.1.31
第３世代EGFR-TKI（オシメルチニブ）の耐性機序にかかわるバイオマー
カー探索に関する研究

呼吸器腫瘍内
科

28 H29.3.14 術前化学療法が膵癌の予後に及ぼす影響に関する研究 外科

28 H29.3.14
切除不能進行・再発結腸・直腸癌症例におけるTFTD(TAS-102)の末梢
血単核球における取り込み量測定の有用性の検討

外科

28 H29.3.14
外来におけるがん患者に対する薬剤管理指導（がん患者指導管理料３）
にかかるアンケート調査

薬剤部

28 H29.3.14
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研
究

循環器内科

29 H29.5.30
特発性肺線維症（IPF）合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン
＋nab－パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチン＋nab－パク
リタキセル療法のランダム化第Ⅱ相試験（J-SONIC）

呼吸器腫瘍内
科

29 H29.5.30
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研
究（平成２８年度第６回委員会承認）の一部改訂

循環器内科
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

29 H29.5.30
骨髄破壊的前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁者間
HLA半合致移植における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の多
施設共同第Ⅱ相試験（JSCT　Haplo17　MAC）

血液内科

29 H29.5.30
強度減弱前処置による移植後シクロフォスファミドを用いた血縁者間HLA
半合致移植における併用免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設
共同第Ⅱ相試験（JSCT　Haplo17　RIC）

血液内科

29 H29.7.26 多項目迅速PCR法による新生児感染症の早期診断 第２新生児科

29 H29.7.26
JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML症
例に対して施行された治療方法と患者側因子が５年生存率に及ぼす影
響を検討する観察研究

血液腫瘍科

29 H29.7.26 国内の小児における肺炎球菌莢膜血清型の疫学的検討 小児科

29 H29.7.26
成人鼠径部ヘルニア修復術の現状把握および短期治療成績に関する
多施設共同研究

がんセンター外
科

29 H29.7.26
原因不明遺伝子関連疾患の全国横断的症例収集・バンキングと
網羅的解析

第１新生児科

29 ワクチン接種と乳幼児の突然死に関する疫学調査 小児科

29 H29.10.4 後天性血栓性血小板減少性紫斑病（ＴＴＰ）の遺伝子背景に関する研究 血液腫瘍科

29 H29.10.4 第１２次ＡＴＬ全国実態調査研究 血液腫瘍科

29 H29.10.4
新生児低体温療法レジストリーによる我が国の新生児蘇生法ガイドライン
の普及と効果の評価に関する研究

第１新生児科

29 H29.10.4
ロタウイルスワクチン接種と川崎病発症に関する前方視的ケースコント
ロールスタディ（多施設共同研究）

小児科

29 H29.10.4
インドシアニン・グリーン（ＩＣＧ）蛍光法を用いた消化器疾患手術時の消
化管及び臓器の血流評価に関する研究

外科

29 H29.10.4
日本におけるＣＬＬ、ＨＣＬおよび類縁疾患の実態調査（平成23年度第２
回委員会承認）の一部改訂

血液腫瘍科

29 H29.10.4 子宮収縮抑制剤の新生児への影響調査検討 第一産科

29 H29.10.4
ＰＳ不良ＥＧＦＲ遺伝子Ｔ７９０Ｍ変異陽性肺癌に対するオシメルチニブ単
剤療法の検討

呼吸器腫瘍内
科

29 H29.10.4
ＰＳ不良ＥＧＦＲ遺伝子Ｔ７９０Ｍ変異陽性肺癌に対するＯｓｉｍｅｒｔｉｎｉｂ単
剤療法の第Ⅱ相試験

呼吸器腫瘍内
科

迅速審査
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

29 H29.10.4 ＭＲＩ装置における各ＤＷＩシークエンスについてのＡＤＣ値の比較検討 放射線科

29 H29.12.5
初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究（JNBSG JN-L-
16 ver 2.2)

地域医療部

29 H29.12.5
同種造血管細胞移植後再発再燃成人T細胞白血病・リンパ腫に対する
レナリドミドの安全性と有効性に関する多施設共同前方視的観察研究

血液腫瘍科

29 H29.12.5
別府・大分地区における関節リウマチに関する多施設共同前向き観察研
究

膠原病・リウマ
チ内科

29 H29.12.5 疾患特異的ｉＰＳ細胞を用いた遺伝性腎疾患の病態解明拠点 小児科

29 H29.12.5
局所進行直腸癌に対するＴＳ－１を用いた術前化学放射線療法の安全
性の検討（平成25年度書面審査承認）の一部改

がんセンター外
科

29 H29.12.5
化学療法未施行ⅢＢ／Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対するCBDCA
＋TS-1併用療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試験（平成26年
度第４回委員会承認）の一部改訂

呼吸器腫瘍内
科

29 分娩期の助産実践能力自己評価尺度の開発 看護部

29 H30.1.23
心臓ＣＴによる冠動脈評価とＦＦＲによる心筋虚血評価との関係に関する
研究

循環器内科

29 H30.1.23
ＥＧＦＲ－ＴＫＩに不応となったＴ７９０M陽性、進行・再発肺線癌を対象とし
たオシメルチニブ＋ベバシズマブの第Ⅰ相試験と、オシメルチニブ単剤
との無作為化第Ⅱ相試験

呼吸器腫瘍内
科

29 H30.1.23
標準化学療法に不応・不耐の切除不能進行・再発大腸癌に対するＴＦＴ
Ｄ（ロンサーフ）＋Ｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂ併用療法のＲＡＳ遺伝子変異有無別の
有効性と安全性を確認する第Ⅱ相試験

外科

29 H30.1.23
大分大学医学部付属病院病理部あるいは大分県立病院病理部に提出され、診
断が終了した唾液腺腫瘍のホルマリン固定パラフィン包埋検体を対象とした、抗
ＴＬＥ－１抗体を用いた免疫染色の診断病理学的有用性の検討

臨床検査科病
理部

29 H30.1.23 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 脳神経外科

29 H30.1.23
高齢者の局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋アルブミン
結合パクリタキセルと胸部放射線療法同時併用療法の第Ⅰ相試験

呼吸器腫瘍内
科

29 H30.3.13 季節変動に伴う川崎病臨床像変化についての研究 小児科

29 H30.3.13
レパーサ皮下注140mgシリンジ・ペン・420mgオートミニドーザー
特定使用成績調査

循環器内科

29 H30.3.13
消化器疾患手術時におけるインドシアニン・グリーン（ＩＣＧ）を用いたリン
パ節の蛍光観察の有用性に関する研究

外科

迅速審査
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

29 H30.3.13
院内がん登録を活用した石綿健康被害救済制度周知方法の検討に関
する調査研究

呼吸器内科

30 ＮＩＣＵ入院時の家族に看護職が行う支援の実際 看護部

30 分娩業務を行う助産師を対象としたアドバンス助産師取得の現状と課題 看護部

30 H30.5.29
非浸潤性乳管癌（ＤＣＩＳ）の個別化医療を目指した新しい分類方法の開
発

外科

30 H30.5.29
乳癌における末梢血の免疫関連遺伝子、癌関連遺伝子発現の臨床的
意義の検討

外科

30 H30.5.29
未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期
介入に関するランダム化比較第Ⅲ相試験（平成28年度第５回委員会承
認）の一部改訂

血液内科

30 H30.5.29
非小細胞肺癌術後補助療法としてのＴＳ－１ｖｓＣＤＤＰ＋ＶＮＲの無作為
化第Ⅱ相比較試験

呼吸器外科

30 H30.5.29 胸推ＭＲＩ検査によるＦａｓｔＢｌａｄｅ法を用いたＴ１ＷＩの画質評価 放射線技術部

30
非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業（平成28年
度第１回委員会承認）の一部改訂

血液内科

30 H30.5.29 去勢抵抗性前立腺癌に対する治療の実態調査研究 泌尿器科

30 周産期医療施設におけるペリネイタル・ロスのグリーフケアに関する実態 看護部

30
高齢者局所進行胃癌に対する術前化学療法としてのＳ－１＋オキサリプ
ラチン併用療法の安全性と有効性について検討する第Ⅱ相臨床試験
（ＫＳＣＣ１８０１）

外科

30 H30.7.31 膵癌のマルチサンプリング解析による発癌機序の解析 外科

30 H30.7.31
高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する後
方視的観察研究

血液内科

30 H30.7.31 先天性骨系統疾患の遺伝子解析に関する研究 第１新生児科

30 H30.7.31
ＪＢＣＲＧ－Ｍ０６　Ｈｅｒ２陽性の進行・再発乳癌に対するﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ、ﾍﾟﾙ
ﾂｽﾞﾏﾌﾞ、ﾀｷｻﾝ療法とﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ、ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ、ｴﾘﾌﾞﾘﾝ療法を比較検証す
る第Ⅲ相臨床試験

外科

30 H30.7.31 我が国のＧＩＳＴ治療におけるイマチニブ使用の実態に関する研究 がんセンター

迅速審査

特定臨床研究
（倫理委員会承認

不要）

迅速審査

迅速審査

迅速審査
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

30 H30.7.31 血液凝固異常症全国調査 血液内科

30 H30.7.31
臨床病期Ｉ－ＩＩＡ期（Ｔ１－２ｂＮＯＭＯ）非小細胞肺癌に対するＴＳ－１併
用体幹部定位放射線治療の認容性試験

呼吸器外科

30
看取りの体験がＮＩＣＵ／ＧＣＵ看護師に与える二次的外傷性ストレスの
実態とその関連要因の検討

看護部

30 看護部内研究（計　２４件） 看護部

30 H30.7.31
ミトコンドリア病におけるレジストリ事業を中心とした疫学研究、及び診療
ガイドライン策定や特殊診断の確立などに関する臨床研究

小児科

30 看護部内研究（計　１０件） 看護部

30 H30.10.2
成人Ｔ細胞白血病リンパ腫に対するモガムリズマブ治療中の免疫モニタ
リング

血液内科

30 H30.10.2 ＪＣＯＧ－バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク（ｖｅｒ．２．１） 血液内科

30 H30.10.2
切除不能な進行・再発小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設
共同前向き観察研究（Ｊ－ＴＡＩＬ）

呼吸器腫瘍内
科

30 H30.10.2
降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究　ＪＢ
ＥＳ１７０３　ＪＡＣＳ１８０６

呼吸器外科

30 H30.10.2
胃癌における末梢血の免疫関連遺伝子、癌関連遺伝子発現の臨床的
意義の検討

外科

30
ＡＬＫ融合遺伝子陽性、ＰＳ不良の進行再発非小細胞肺癌に対するアレ
クチニブの長期的な予後に関する後ろ向き研究

呼吸器腫瘍内
科

30 看護部内研究（計　２件） 看護部

30
院内がん登録を活用した胸膜プラークをもつ肺癌患者の実態調査（平成
29年度第６回委員会承認。47番）の一部改訂

呼吸器内科

30
JCOG1105 高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄腫患者
に対するmelphalan+predonisolone＋bortezomib(MPB)導入療法のランダ
ム化第Ⅱ相試験（平成25年度第２回委員会承認）の一部改訂

血液内科

30 周産期領域における次世代看護中間管理者育成に関する研究 看護部

30
LOGIK1702「非小細胞肺癌術後補助療法としてのＴＳ－１　vs.　ＣＤＤＰ
＋ＶＮＲの無作為化第Ⅱ相試験

呼吸器外科

迅速審査

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

迅速審査

共同倫理
委員会審査

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

迅速審査

迅速審査

迅速審査

迅速審査
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

30 H31.1.29
同種造血細胞移植後のＨＨＶ－６脳炎発症例におけるサイトカインの関
与の検討

血液内科

30 看護部内研究（計　２件） 看護部

30
成人Ｔ細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み
込んだ治療法に関する非ランダム化検証的試験（JCOG0907　ver2.21）

血液内科

30
未治療のCD20陽性びまん性大細胞型Ｂリンパ腫に対するR-CHOP療法
におけるRituximabの投与スケジュールの検討を目的としたランダム化第
Ⅱ／Ⅲ相試験

血液内科

30
未治療進行期低悪性度Ｂ細胞リンパ腫に対する抗ＣＤ２０抗体療法+化
学療法のランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験（JCOG0203　ver2.82）

血液内科

30
JBCRG-MO5 Her2陽性の進行/再発乳がんに対するペルツズマブ再投
与の有用性を検証する第Ⅲ相臨床研究

外科

30
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相及び
第Ⅲ相臨床試験

小児科

30
Interim PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対するABVD療法お
よびABVD/増量BEACOPP療法の非ランダム化検証的試験
（JCOG1305）

血液内科

30 H31.1.29 九州沖縄地区における特発性後腹膜繊維症の実態調査 泌尿器科

30 看護部内研究（計　２件） 看護部

30 H31.1.29 がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査 がんセンター

30 H31.1.29
ポナチニブのＰＫ／ＰＤ／ＰＧｘに基づく適正使用と安全性情報に関する
研究

血液内科

30 平成30年度　レセプト等情報を用いた脳卒中救急疫学調査 脳神経外科

30
非小細胞肺癌術後補助療法としてのＴＳ－１ｖｓＣＤＤＰ＋ＶＮＲの無作為
化第Ⅱ相比較試験（LOGIK1702）

呼吸器外科

30 H31.1.29 AMED「早期のライフステージにおける疾病予防のための臨床研究推進」 第一産科

30
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab-パクリタキ
セルのランダム化比較第Ⅲ相試験

呼吸器腫瘍内
科

30
救急医療に従事する看護師が経験する認知症患者の倫理的問題の特
徴

看護部

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

迅速審査

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

迅速審査

迅速審査

迅速審査

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

30
専門看護師の組織コミットメントとキャリアコミットメントに関する調査救急
医療に従事する看護師が経験する認知症患者の倫理的問題の特徴

看護部

30 H31.3.12
J-HIS２「新規血友病患者のデータベース機構によるコホート研究」（ｖｅｒ．
１０）

地域医療部
（小児科）

30
日本小児白血病リンパ腫研究グループ（ＪＰＬＳＧ）における小児血液腫瘍
性疾患を対象とした前方視的研究（ＪＰＬＳＧ-CHM-14）（平成26年度第５
回委員会承認）の一部改訂

地域医療部
（小児科）

30
特発性肺線維症（IPF）合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン
＋nab－パクリタキセル＋ニンテダニブ療法とカルボプラチン＋nab－パク
リタキセル療法のランダム化第Ⅱ相試験（J-SONIC）

呼吸器腫瘍内
科

30 H31.3.12
急性リンパ性白血病における分子遺伝子学的検査の意義と実行可能性
を検証するための多施設共同前向き観察研究（ALL-18　ver.1.0)

地域医療部
（小児科）

30
脳転移（放射線未治療）のあるT790M陽性非小細胞肺癌に対するオシメ
ルチニブの第Ⅱ相試験

呼吸器腫瘍内
科

30 H31.3.12
第Ⅷ、第Ⅸ因子製剤のインヒビター発生要因に関する研究　「－第Ⅷ因
子、第Ⅸ因子、サイトカイン遺伝子異常に関する研究－」（ｖｅｒ．７）

地域医療部
（小児科）

30
小児及び若年成人におけるＴ細胞性急性リンパ性白血病に対する多施
設共同第Ⅱ相臨床試験の改訂（ALL-T11 ver.8.1）

地域医療部
（小児科）

30
未治療ＣＣＲ４陽性高齢者ＡＴＬに対するモガムリズマブ併用ＣＨＯＰ－１
４の第Ⅱ相試験

血液内科

30
血管内大細胞型Ｂ細胞リンパ腫(intravasucular large B-cell
lymphoma:IVLBCL)に対するR-CHOP+R-high-dose MIX療法の第Ⅱ相
試験

血液内科

30
高齢者の局所進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋アルブミン
結合パクリタキセルと胸部放射線療法同時併用療法の第Ⅰ相試験

呼吸器腫瘍内
科

30
小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET検査による初期治療反応性判
定を用いた治療法の効果を確認する第Ⅱ相臨床試験（HL-14 ver2.1）

地域医療部
（小児科）

30
小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期Ⅱ相臨
床試験（ＬＬＢ－ＮＨＬ０３　ｖｅｒ．６．０）

地域医療部
（小児科）

30
高齢者進行・再発胃癌に対する１次医療としてのＳ－１＋ラムシルマブ療
法の多施設共同第Ⅱ相試験

外科

30
オシメルチニブ耐性EGFR陽性非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアファ
チニブ治療におけるトランスレーショナル試験（ＡＳＰＥＣ）（整理番号30-
34）の一部改訂

呼吸器腫瘍内
科

30
未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家末
梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ
相臨床試験（ＪＳＣＴ　ＭＭ16）

血液腫瘍科

30
局所進行胃癌・食道胃接合部癌に対する術前化学療法としてのS-1+オ
キサリプラチン併用療法の有効性・安全性について検討する第Ⅱ相臨床
試験（ＫＣＳＳ1601）

外科
特定臨床研究

（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会承認

不要）

特定臨床研究
（倫理委員会承認

不要）

迅速審査

迅速審査

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）
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年度
倫理委員会開

催年月日
申請内容 診療科等

30
標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子
検索を主目的とした多施設共同試験（JPLSG-ALB-NHL-14）

地域医療部
（小児科）

30
社会的ハイリスク妊婦の把握と切れ目のない支援のための保険・医療連
携システム構築に関する研究

第一産科

30

前治療のＥＧＦＲ－ＴＫＩ後に進行した、Ｔ７９０Ｍ陽性の局所進行または転移性非
扁平上皮肺癌を対象としたオシメルチニブ単剤療法とオシメルチニブ／カルボプ
ラチン／ぺメトレキセド療法の無作為化非盲検第Ⅱ相試験（平成28年度第５回委
員会承認）の一部改訂

呼吸器腫瘍内
科

30
再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageⅢ/Ⅳに対するDexICE治療
の有効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相臨床試験

地域医療部
（小児科）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

迅速審査

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）

特定臨床研究
（倫理委員会
承認不要）
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