
倫理委員会審査　承認一覧表（2021/4/1～）

申請日 申請者 研究課題名

2021/4/14 清水　匡
有痛性骨転移に対する緩和的動脈塞栓術の 即時的有効性及び

安全性検証試験

2021/6/21 勝俣　一晃 リウマチ性疾患治療中に生じたCOVID-19感染症に関する研究

2021/6/25 林　諭史 胸部外科手術における『成毛式ソラココットン』の使用

2021/7/6 武田　紫 びまん性大細胞B型リンパ腫の後方視的解析

2021/7/30 才川　大介 CRP遺伝子多型と食道がんリンパ節転移に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2021/7/15 木島　弘道

2型糖尿病におけるリラグルチドおよびデュラグルチドからセマグルチド切り替え

による血糖コントロール及びQOLへの影響に関する検討－前向き非盲検並行群間

無作為化比較研究

2021/7/15 武田　紫 血管内大細胞型リンパ腫（IVL）の補助診断として有用な臨床所見の検証

2021/8/23 矢根　圭
実臨床データを用いた膵癌術後補助化学療法の至適投与期間に関する

検討（2020年度　日本膵臓学会プロジェクト研究）

2021/8/23 長谷山　美仁
急性前骨髄球性白血病に対しATRA とATO を併用した寛解導入及び地固め療法

- JSCT APL2021 -

2021/8/26 勝俣　一晃
関節リウマチを対象とした日常診療下におけるサリルマブの前向き観察研究

（PROFILE-J）PROspective sarilumab (preFILled syringe/pen) obsErvational

2021/9/13 辻　靖

アベマシクリブ投与後のHR陽性HER2陰性転移再発乳癌に対するアベマシクリブ

のre-challenge試験/ctDNAの継時的評価による薬剤耐性メカニズムの評価

（WJOG 14220B）【AGAIN study】

2021/9/13 池田　詩子

閉経に伴う血管運動神経症状（ホットフラッシュ）を有する女性を対象とした

fezolinetantの至適用量を選択する国内第2相ランダム化，プラセボ対照，二重盲

検試験「治験実施計画書番号：2693-CL-0206」

2021/9/29 井野　明子 急性期・慢性期混合病棟における看護師の終末期がん患者に対するジレンマ

2021/9/29 井野　明子 コロナ禍における褥瘡予防について～軽症・中等症病棟でのケアを振り返って～

2021/9/29 井野　明子 人工骨頭置換術直後に水疱形成した一例

2021/10/5 辻　靖
BRAF 変異型大腸癌に対するBRAF 阻害薬併用療法のバイオマーカー探索を含めた

観察研究（BEETS試験）:JACCRO CC-18

2021/10/14 鈴木　善法
進行度（病理分類）Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に関する前向きコ

ホート研究（LOHAS  study）の追加観察研究

2021/11/1 逸見　博文
患者報告アウトカムや全国がん登録と連携した、思春期・若手がん患者等を対象

とした日本がん・生殖医療登録システムによる治療成績解析

2021/11/8 長谷山　美仁
トロンボポエチン受容体作動薬時代における特発性血小板減少性紫斑病に関する

多施設後方視的観察研究



2021/11/12 住吉　徹哉 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査

2021/11/12 髙﨑　和樹 子宮鏡下筋腫核出術後の子宮腔癒着に関する検討

2021/11/12 岡川　泰 胃アニサキス症における症状出現に関与する臨床的因子の研究

2021/12/1 髙山　歳三
食道扁平上皮癌におけるFOLFOX療法および放射線併用FOLFOX療法の有効性と安

全性を探索する後方視的観察研究

2021/12/1 庵原　秀之
切除不能局所進行膵癌に関する診療実態調査および予後因子の解明：多施設共同

前向き観察研究(HOPS-UR02)

2021/12/10 菅原　恵理
Efficacy of Tocilizumab in Idiopathic Multicentric Castleman’s Disease with

Global Glomerulosclerosis; A Case Report

2021/12/27 辻　靖

切除不能進行がんおよび転移・再発固形がん患者に対するElectronic Patient-

Reported Outcome (ePRO) モニタリングの有用性を検証する多施設共同非盲検ラ

ンダム化比較試験【PRO-MOTE】

2022/1/5 菅原　恵理
IgG4 Related Paratesticular Pseudotumor Accompanied with Retroperitoneal

Fibrosis

2022/1/6 岡川　泰 当科における中下咽頭表在癌に対するESDの治療成績について

2022/1/7 松井　裕 日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析

2022/2/25 藤井　亮爾 大腸ESDにおけるProKnifeの使用経験

2022/2/28 矢根　圭 新規デバイスデリバリーシステムを用いた経乳頭的胆嚢生検の試み

2022/3/11 高野　善成 Metabolic surgeryを行った緩徐進行１型糖尿病患者の１例

2022/3/11 矢根　圭 膵腺房細胞癌の実態調査-多施設共同研究-

2022/3/11 佐々木　了 咀嚼筋内の静脈奇形に対する硬化療法の臨床的検討

2022/3/29 吉田　将大 2cm未満の胃粘膜下腫瘍に対するEUS-FNA施行例の検討

2022/4/13 坂東　拓哉 白内障手術後における内服抗菌薬の予防的投与中止が及ぼす術後への影響

2022/4/14 岩城　豊
慢性子宮内膜炎における着床期子宮内膜の免疫系遺伝子発現の網羅的解析と治療

の応用

2022/4/27 矢根　圭
実臨床データを用いた肝門部領域胆管癌の術前ドレナージ法別の有効性と手術に

及ぼす影響に関する多施設共同検討

2022/5/18 矢根　圭 氷水を用いた十二指腸乳頭冷却によるERCP後膵炎予防効果の検討

2022/5/19 加藤　晋一郎 エロビキシバットのオピオイド誘発性便秘に対する効果

2022/5/27 成澤　麻紀
上部消化管内視鏡検査の食物残渣軽減に向けた取り組み

～低残渣食事指導の有効と必要性について～



2022/5/27 廣田　さゆり
ICU入室患者におけるリハビリテーション推進に対する認識・判断・実践について

の現状と課題

2022/5/27 加藤　奈美
腹腔ポート関連合併症の原因と管理

～看護師サイドからのアプローチ～

2022/7/5 住吉　徹哉
上部消化管内視鏡検査における人工知能（AI）を用いた画像診断支援ソフトウェ

アの開発に関する前向き観察研究

2022/7/22 辻　靖
Prognostic indexによる大腸癌肺転移切除と術後補助化学療法の成績

【WJOG5810GSS】

2022/7/25 辻　靖
HER2陽性切除不能進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ デルクステカンの有

効性・安全性を評価する後ろ向きコホート研究（EN-DEAVOR研究）

2022/8/19 矢根　圭 22ゲージFNA針を用いた超音波内視鏡下胆管ドレナージ術の検討

10/11再 宮坂　衛
インターネット回線を利用した症例カンファレンスおよび手術映像配信による教

育

2022/10/3 住吉　徹哉

抗凝固薬服用者に対する胃内視鏡的粘膜下層剥離術後後出血のリスク評価と抗血

栓薬内服者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン追補版の妥当性評価: 多施設共

同観察研究

2022/10/6 宮坂　友紀
難治性の ir-AE ILD(免疫チェックポイント阻害剤使用による免疫関連有害事象の

肺障害）に対するインフリキシマブの適応外使用について

2022/10/14 岩城　豊 当院における子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術の治療成績の検討

2022/10/14 林　諭史
ロボット支援下肺切除術における画像解析システムを用いたステープラポート位

置の選択ならびに合併症の検討

2022/10/14 庵原　秀之
非切除十二指腸乳頭部癌症例における胆管ステント機能不全の危険因子解析：多

施設共同後方視的観察研究

2022/10/24 逸見　博文 流産絨毛染色体検査についての検討と生殖医療への活用

2022/11/14 條野　敦史 血液培養ラウンド実施下での血液培養の部分院内化による効果

2022/11/28 長谷山　美仁 成人急性リンパ性白血病治療に対する治療プロトコール
  - ALL/MRD2023 - 


2022/12/1 辻　靖

「エンハーツ点滴静注用100mg特定使用成績調査(乳癌)」患者を登録対象とした

トラスツズマブ デルクステカン中止後の後治療に関するコホート研究 (EN-

SEMBLE)

2022/12/5 矢根　圭 術後再建腸管例の遠位悪性胆管狭窄に対するドレナージ方法の比較検討

2022/12/5 菅原　恵理 皮膚硬化と下腿潰瘍を呈し全身性強皮症との鑑別を要したWerner症候群の一例

2022/12/6 辻　靖
切除不能進行・再発胃癌に対するニボルマブ再投与における 有効性と安全性の前

向き観察研究（NIVO-RETURN）



2022/12/6 勝俣　一晃

活動性の全身性エリテマトーデス成人患者を対象としたBIIB059の継続的な安全性

及び有効性を評価する多施設共同、無作為化、用量盲検、第Ⅲ相長期継続臨床試

験

2022/12/12 庵原　秀之
膵癌根治的外科手術における５年以上生存予測因子の検討：多施設共同後方視的

観察研究

2022/12/15 勝俣　一晃
中等度から重度の活動性を有する成人関節リウマチ患者を対象にperesolimabを評

価する第IIb相二重盲検プラセボ対照試験

2022/12/19 長谷山　美仁
インドレントB 細胞リンパ腫／マントル細胞リンパ腫に対するベンダムスチン治

療の多施設共同後方視的解析

2023/1/6 楫野　知道 腰椎後方要素温存が腰椎後方除圧術後の成績に与える影響の解析

2023/1/20 高崎　修一 斗南病院におけるトレーシングレポートの有用性評価

2023/1/20 上村　恵一 終末期がん患者に対する湯船につかる入浴の効果に関する前向き観察研究

2023/2/1 長谷山　美仁 FLT3陽性急性骨髄性白血病に関する多施設後方視的観察研究

2023/2/1 矢根　圭
膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検 (EUS-FNA) 後の穿刺経路腫瘍細胞播

種（ Needle tract seeding ）の前向き全国調査

2023/2/8 川田　将也　

センチネルリンパ節生検を伴う乳房部分切除術後の同側乳房内再発例における腋

窩治療に関する後ろ向きコホート研究（Sentinel Node Navigation Surgery

（SNNS）研究会乳癌多施設共同試験）


