
 

2020年度 聖路加国際大学 研究倫理審査委員会 議事録要旨 

 

日 時： 2020年6月23日（火） 18：00 ～18：51 

場 所： 聖路加国際大学 本館4階 PCルーム 及び zoom 

議 長： 森 愼一郎 （委員長） 

出席委員： 森 愼一郎、島袋 林秀、小島 史嗣、長谷川 大輔、成本 一隆、紺井 理和、中島 千春、 包國 幸代、 

横山 映理子、小松﨑 朗子、河野 友昭、片岡 弥恵子、八重 ゆかり、仲野 真由美、阿部 仁美、 

高 友希子、墨岡 亮、赤堀 勇、佐藤 恒 

欠席委員：  角田 博子、田村 友秀、鶴若 麻理 

（出席者  19人をもって、委員会の成立） 

 

1. 審議事項：新規申請（本審査）  司会：委員長 森 愼一郎  
①  小澤 洋子（眼科 医師） 

「EvokeDx®を用いた糖尿病網膜症における新規視機能評価法開発のための臨床研究」 

研究責任者（小澤医師）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  条件付き承認 

 

 

②  大川 恵（看護部 看護師） 

 「遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された人が健康管理を決めるためのディシジョンエイドの開発」 

研究責任者（大川看護師）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  条件付き承認 

 

 

③  草川 功（小児科  医師） 

 「体動計（アクチグラフ）・脳波計による乳幼児の多動性および睡眠発達調査」 

分担研究者（中川医師）より、研究の概要等について説明が行われた。 

質疑応答の上、研究実施の妥当性について審議した。 

 

【審議結果】  条件付き承認 

 

 

2．審議事項：その他の本審査   司会：委員長 森 愼一郎  

委員長より、審議事項(添付資料参照)について説明が行われた。 
委員から異議はあがらず、審議参加者全員一致により、承認となった。 
 
 

3. 報告事項：新規申請の承認報告 

迅速審査及び書類審査該当の新規申請研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

4．報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告 

既に承認されている研究について、添付資料の通り報告された。 



 

５．報告事項：特定臨床研究 認定臨床研究審査委員会承認の報告 

特定臨床研究について、添付資料の通り報告された。 

 

 

６．委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

① 今月の審議に関し利益相反の申告がない旨、委員へ確認があった。申告のある委員はいなかった。 

② 2月の研究倫理審査委員会議事録の内容について確認がされ、承認となった。 

 

 

７.事務局からの報告、連絡事項 

① 新たに、症例報告用及び前向き観察研究について、それぞれ実施計画書と患者向け説明文書の記載見本を作成

された旨が報告された。今後は委員・研究者の意見に基づきバージョンアップをしていく。 

 
 

 

8.次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2020年7月28日 １8：00～ （大学 本館  PCルーム）にて開催。 



公開用

1.新規申請（本審査） （2020/6/23審査分）

本審査 20-R058
EvokeDx®を用いた糖尿病網膜症における新規視機能評価法開発のた
めの臨床研究

眼科 医師 小澤　洋子
条件付
承認

本審査 20-R036
遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された人が健康管理を決めるた
めのディシジョンエイドの開発

看護部 看護師 大川　恵
条件付
承認

本審査 20-R030
体動計（アクチグラフ）・脳波計による乳幼児の多動性および睡眠発達
調査

小児科 医師 草川　功
条件付
承認

職名 氏名 判定

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2020年　6月　23日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2020/6/23研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属



公開用

2.審議事項：その他の本審査（2020/6/23審査分）

変更 14-R121
【JPLSG-CHM-14】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

小児科 医師 真部　淳 承認

変更 18-R171
【JPLSG DIC-SCT15】 小児造血幹細胞移植における早期DICの実態に
ついての観察研究

小児科 医師 真部　淳 承認

継続 09-053 妊娠期に発症した原発性乳癌の集学的治療 乳腺外科 医師 山内 英子 承認

継続 12-R127 妊娠期乳癌の治療と患者及び児の予後 腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認

継続 12-R192 体動計（アクチグラフ）による早産児の多動性および睡眠発達調査 小児科 医師 草川 功 承認

継続 14-R026
【APBMT AAWG-01】重症および最重症再生不良性貧血患者に対する
ウサギ抗胸腺細胞グロブリン（サイモグロブリン）の前方視的ランダム化
用量比較多施設共同研究

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 14-R080
終末期，臨終期，その後における親ががんの子どもへの病気の伝え方
の現状と遺された親子の心理社会的健康との関連

小児科 医師 小澤 美和 承認

継続 14-R110 食品・栄養素摂取量と人間ドック検査結果の関連の研究 外部組織 外部申請者 田島 諒子 承認

継続 14-R143
アセトアミノフェンの薬物動態/薬力学的モデルを用いた疼痛コントロー
ルの検討

薬剤部 薬剤師 大森　崇行 承認

継続 14-R158
解析系の確認並びに機器・試薬検証のための健常ボランティアへの血
液採取

医科学研究センター 研究員 大竹 淳矢 承認

継続 15-R006 健診後の余剰検体保存と研究利用 予防医療センター 医師 増田 勝紀 承認

継続 15-R008
人間ドック受診者の血清オミクス解析によるNASH、NAFLD関連マー
カーの探索

予防医療センター 医師 木村 武志 承認

継続 16-R010 マンモトーム生検による乳癌術前化学療法後の完全消失判定 乳腺外科 医師 林 直輝 承認

職名 氏名 判定

2020/6/23研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属



公開用

継続 16-R024 足関節造影MRIによる足関節関節包損傷の評価 整形外科 医師 天羽 健太郎 承認

継続 16-Ｒ098
進行肺癌に対するベバシズマブ投与症例における免疫状態および血液
凝固因子の経時的検討

医科学研究センター 研究員 大竹 淳矢 承認

継続 17-R018 膠原病バイオバンク アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人 承認

継続 17-R064
抗ＰＤ－１抗体もしくは抗ＰＤ－L１抗体既治療かつ血管新生阻害剤投与
直後の進行・再発非小細胞肺癌に対するニボルマブ療法の有効性と安
全性の検討- Phase II study –

医科学研究センター その他 大竹 淳矢 承認

継続 17-R069 中足骨痛症に対する足趾運動療法 整形外科 医師 天羽 健太郎 承認

継続 17-R090
スクリーニング上部消化管内視鏡検査時のスコポラミンの有効性につい
て

消化器内科 医師 小俣 富美雄 承認

継続 17-R091 大腸腫瘍性疾患のスクリーニングとサベイランス法に関する研究 消化器内科 医師 小俣 富美雄 承認

継続 17-R199
【STAR-ACS】心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後
の出血と血栓リスクに関する前向き観察研究

循環器内科 医師 小宮山 伸之 承認

継続 17-R200
高感度遺伝子解析による潜在性一過性骨髄異常増殖症 (silent TAM)
の診断と臨床的意義に関する研究

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-C002
高齢者HER2 陽性進行乳癌に対するT-DM1 療法とペルツズマブ＋トラ
スツズマブ
＋ドセタキセル療法のランダム化比較第III 相試験実施計画書 ver. 1.0

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

継続 18-C003 難治性造血器疾患の病態解明と診断向上を目的としたオミクス解析 小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-J023 NST対象患者の歯科介入による効果の検討 教育研修部 医師 細井 鴻之介 承認

継続 18-R010
間質性肺炎患者における急性期呼吸リハビリテーションの安全性と効
果に関する前向き研究

リハビリテーション科 理学療法士 高橋 佑太 承認

継続 18-R029 妊娠期乳癌患者の分娩転帰および予後に関するマッチドコホート研究 腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認



公開用

継続 18-R033 アトピー性皮膚炎を伴う乳癌患者における腋窩リンパ節の評価 乳腺外科 医師 山下　祐司 承認

継続 18-R036 トシリズマブの巨細胞性動脈炎に対する実地臨床での使用の調査 アレルギー膠原病科 医師 田巻 弘道 承認

継続 18-R044 AYA世代がん患者の心理社会的困難及び成長に関する調査研究 腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認

継続 18-R060 アプレミラスト投与乾癬患者の有効例・無効例の特徴 皮膚科 医師 善家　由香理 承認

継続 18-R062
抗リウマチ薬投与中の関節リウマチ患者における新規バイオマーカー
の探索

アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人 承認

継続
18-R069

①
足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 剣持　雅彦 承認

継続 18-R069② 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 齋藤 滋 承認

継続 18-R069③ 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 田中　 博史 承認

継続 18-R069④ 足関節外側靱帯損傷の臨床経過に関する多施設前向きコホート研究 外部組織 医師 熱田 智範 承認

継続 18-R089 救急医療におけるSocial Economic Statusの検討 救急部 医師 石川 陽平 承認

継続 18-R142
小児急性リンパ性白血病患者における治療効果・副作用の発現とDNA
中薬物代謝濃度の関連性に関する検討

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

継続 18-R153 症状・問診をもとにした過去症例検索データベースの作成 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 承認

継続 18-R170 術中過凝固となった症例に対する血液中の因子の検討 麻酔科 医師 長坂 安子 承認

継続 18-R187
十二指腸型濾胞性リンパ腫の histological transformation　に関する臨
床病理学的検討

病理診断科 医師 鹿股 直樹 承認



公開用

継続 19-C002  【J-COSSA】オールジャパンで行う全身性アミロイドーシスコホート研究 循環器内科 医師 小宮山 伸之 承認

継続 19-J004 重症薬疹の危険因子：後ろ向き研究 教育研修部 医師 梅本 美月 承認

継続 19-R021
乳房手術省略の臨床試験対象者における乳房内再発ハイリスク群の同
定

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

継続 19-R024
高齢の入院患者のせん妄寛解を目標とした複合的ケアに対する費用対
効果分析

公衆衛生大学院 教員 大出　幸子 承認

継続 19-R026
原発性肺癌の新T因子分類における、3次元ＣＴ画像による低悪性度早
期肺腺癌判別の試み

呼吸器外科 医師 吉安 展将 承認

継続 19-R037 膠原病合併妊娠における妊娠転帰に関する検討 アレルギー膠原病科 医師 北田 彩子 承認

継続 19-R044 アメーバー性肝膿瘍と細菌性肝膿瘍のCT画像の比較検討 放射線科 医師 加茂 実武 承認

継続 19-R046 非がん性呼吸器疾患の緩和ケアに関する調査 呼吸器内科 医師 西村 直樹 承認

継続 19-R056 自宅退院の要因の調査‐フレイルの観点から‐ カタリナ病院 作業療法士 嶋根 健人 承認

継続 19-R082 十二指腸潰瘍の発症部位による差異 消化器内科 医師 岡本 武士 承認

継続 19-R119
若年リウマチ性疾患患者におけるステロイド使用に伴う症候性圧迫骨
折の発生率および骨密度変化に関する調査

アレルギー膠原病科 医師 北田 彩子 承認

継続 19-R126
ベリムマブ中止可能性及び中止に関連した素因についての後方視的研
究

アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 承認

継続 19-R133 「日本人集団における甲状腺機能と蛋白尿との相関」  内分泌・代謝科 医師 能登 洋 承認



公開用

継続 19-R138
健診センターにおける抗CCP抗体陽性患者での関節リウマチ発症リス
ク因子の検討

アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 承認

継続 19-R152
日本人女性におけるマンモグラフィ検査の乳房構成および圧迫乳房厚
と乳癌サブタイプの関連

放射線科 医師 山田 大輔 承認

継続 19-R170
我が国の低BMIの妊娠女性を対象とした低出生体重児出生予防のため
のマンガを用いたランダム化比較試験

公衆衛生大学院 教員
Lopes

Katharina da
Silva

承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2020年　6月　23日
研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2020/5/19～2020/6/15審査分）

20-J002 月経困難症に対するLEP製剤連続投与によるQOLへの影響 臨床研修部 医師 樋口 尚史 承認

20-R045 小細胞肺癌の腫瘍微小免疫環境についての後ろ向き観察研究 呼吸器内科 医師 田村 友秀 承認

20-R046
新型コロナウイルス初期流行期における抗体測定試薬の試薬間差の検
討

臨床検査科 医師 上原 由紀 承認

20-R059
多枝病変患者の治療法選択におけるアンギオグラフィーを用いた冠血
流予備能比（QFR）の有用性の検討

循環器内科 医師 浅野 拓 承認

20-J003
膵臓癌の術後再発時における全身骨格筋量の術前からの変化率は予
後と相関するか　最大大腰筋断面積を用いた検討

臨床研修部 医師 光岡 浩一郎 承認

20-R031 急性非代償性心不全の実態に関する多施設観察研究 循環器内科 医師 水野 篤 承認

20-R032 NDBを用いた終末期ケアの評価 循環器内科 医師 水野 篤 承認

20-R034
がん患者と非がん患者における新型コロナウイルス感染の臨床的特徴
の差異に関する比較検討

感染症科 医師 森 信好 承認

20-R035
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するグルココルチコイド療
法の有効性を検証する多施設共同後方視的研究

呼吸器内科 医師 西村 直樹 承認

20-R037
Simprova®乳がんパネル（仮称）の測定結果に基づく再発スコア算出ア
ルゴリズムの最適化

乳腺外科 医師 山内 英子 承認

20-R038
乳がん患者におけるビスフォスフォネート治療関連非定型大腿骨骨折
に対する手術治療の臨床成績

整形外科 医師 北村 信人 承認

20-R039 ピクトリアルレビュー：COVID-19肺炎の鑑別診断 放射線科 医師 山田 大輔 承認

20-R040
ドセタキセルとシクロホスファミド併用による乳癌術前化学療法の治療
効果及び予後の検討

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

判定
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20-R041
聖路加国際病院におけるカルバペネマーゼ産生腸内細菌の分子学的
およびゲノム解析による特徴

感染症科 医師 森 信好 承認

20-R042 無症候性の潰瘍性大腸炎の予後について 消化器内科 医師 岡本 武士 承認

20-R043 膠原病妊娠における妊娠合併症発症とその予測因子についての研究
アレルギー膠原病

科
医師 中井 健宏 承認

20-R044 COVID-19患者における緊急気管挿管 救急部 医師 曽 充人 承認

20-R047 幼少期の生活環境とアレルギー発症への影響 公衆衛生大学院 修士 古沢 佳実 承認

20-R048 眼病態の臨床経過の報告 眼科 医師 小澤 洋子 承認

20-R049
WHO STEPS調査を用いたベトナムにおける過体重と肥満に関連する要
因の検討

公衆衛生大学院 修士 舩坂 朋夏 承認

20-R050 無痛分娩時母体発熱と新生児アウトカムの検討：後ろ向き調査 看護部 看護師 鈴木 怜夢 承認

20-R051 COVID-19診療に伴う職員の燃え尽き度のモニタリング 職員健康管理室 医師 瀧 史香 承認

20-R053
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大が整形外科手術に与えた
影響

整形外科 医師 北村 信人 承認

20-R054 COVID19の重症化と糖尿病の血糖管理の関連について 内分泌・代謝科 医師 林 聖子 承認

20-R055 整形外科疾患に対する至適リハビリテーション介入時間の検討
リハビリテーション

科
理学療法士 真下 翔太 承認

20-R056 透析患者における内視鏡所見の縦断研究 消化器内科 医師 岡本 武士 承認

20-R057
当院集中治療室における重症COVID-19患者の特徴と治療経過につい
て

麻酔科 医師 坂野 彩 承認

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。

2020年　6月　23日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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4.報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告（2020/5/19～2020/6/15審査分）

変更申請 15-R065 健常者におけるノロウイルス不顕性感染に関する調査 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 承認

変更申請 16-Ｒ126
乳がん放射線治療におけるVisual Feedbackを用いた深吸気息止め
(DIBH)照射の導入と息止め位置の精度と再現性に関する研究

放射線治療品質管理
室

医学物理士 山内 遼平 承認

変更申請 17-R096 ブレストセンター　バイオバンク 乳腺外科 医師 山内 英子 承認

変更申請 18-R075
日本呼吸医療学会と日本呼吸ケア・リハビリテーション学会合同『呼吸
ケアサポートチーム（Respiratory Support Team; RST）認定・登録制度』
参加によるレジストリ研究」

集中治療科 医師 青木 和裕 承認

変更申請 18-Ｒ085 妊娠期乳癌における病理学的及び分子生物学的基盤研究 病理診断科 医師 野嵜 史 承認

変更申請 18-R106
乳がん患者におけるゲノム異常と免疫状態との統合的解析
研究（免疫ゲノムアトラスプロジェクト）Immuno-Genome Atlas Project
(iGAP)

乳腺外科 医師 山内 英子 承認

変更申請 18-R127
膠原病罹患中の日本人患者における低容量トリメトプリムの血清クレア
チニンに対する影響

外部組織 客員研究員 川人 瑠衣 承認

変更申請 18-R160 経口抗凝固薬の副作用発生状況に関する実態調査 循環器内科 医師 小宮山 伸之 承認

変更申請 18-R162
強度変調放射線治療による乳房部分短期照射法の臨床導入に向けた
治療計画および線量検証に関する研究

放射線治療品質管理
室

医学物理士 山内 遼平 承認

変更申請 19-R113 FFRCT導入後の日本での診療実態についての調査 循環器内科 医師 浅野 拓 承認

変更申請 19-R153 小児脳腫瘍経験者の認知機能について（BT5-29） 公衆衛生大学院 教員 佐藤 聡美 承認

変更申請 19-R156
「産褥早期の疼痛や体力回復に対する、産科麻酔の効果に関する定量
的検討」（前向き観察研究）

麻酔科 医師 前田 歩 承認

職名所属
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審査種類 判定課題名承認番号 氏名
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変更申請 19-R176
TP53ステータス遺伝子発現プロファイル（TP53 signature）による
乳がんの予後および治療効果の予測性の検証試験

乳腺外科 医師 山内 英子 承認

変更申請 19-R188
安静時指標と冠血流予備量比で評価した日本人冠動脈疾患症例の臨
床予後に関する前向き多施設レジストリー

循環器内科 医師 浅野 拓 承認

変更申請 20-R020
エリテマトーデスにおけるヒドロキシクロロキンの皮膚病変別臨床的効
果の検討

皮膚科 医師 津村 協子 承認

変更申請 20-R046
新型コロナウイルス初期流行期における抗体測定試薬の試薬間差の検
討

臨床検査科 医師 上原 由紀 承認

終了報告 12-R169
多層的オミックス情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索研究(非
ゲノム研究)およびゲノム情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索
研究(ゲノム研究)

小児科 医師 長谷川　大輔

終了報告 13-R101 早期乳癌に対する炭素イオン線による根治照射の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 乳腺外科 医師 山内 英子

終了報告 15-R068 包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）構築研究 呼吸器内科 医師 岡藤　浩平

終了報告 15-R116

「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」付随研究 急性リンパ性白血病の
日本人小児におけるNUDT15遺伝子多型とチオプリン薬物感受性に関
する薬理学的および分子生物学的検討

小児科 医師 真部　淳

終了報告 16-R138
「DSP7888の骨髄異形性症候群患者を対象とした第1相臨床試験
（DB650027）」末梢血単核球（PBMCs）を用いた免疫モニタリング

医科学研究センター 研究員 大竹　淳矢

終了報告 17-R162 医療機能情報提供制度の認知、利用頻度に関する調査 公衆衛生大学院 教員 大出　幸子

終了報告 18-J010
3次救急病院における急性期前方循環系主幹動脈閉塞症に対して、新
規ワークフロー導入前後における時間短縮と治療成績の改善

教育研修部 医師 久司　一貴

終了報告 18-R073 健康アウトカムと環境要因に関する研究 公衆衛生大学院 教員 イ　ミヘ



公開用

終了報告 19-R004 看護師の職務満足度が変化した要因 看護部 看護師 浅田　美和

終了報告 19-R024
高齢の入院患者のせん妄寛解を目標とした複合的ケアに対する費用対
効果分析

公衆衛生大学院 教員 大出　幸子

終了報告 19-R058 当院における要支援妊産婦スクリーニング項目の検討 看護部 助産師 山田　律子

終了報告 19-R100 新人助産師が困難と感じる場面ー事例検討会発表資料からの分析ー 看護部 助産師 金子　美紀

終了報告 19-R126
ベリムマブ中止可能性及び中止に関連した素因についての後方視的研
究

アレルギー膠原病科 医師 中井　健宏

上記事項に関し確かに研究倫理審査委員会において報告を行い、確認いたしました。
2020年　6月　23日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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5.報告事項：他委員会の承認報告（2020/5/19～2020/6/15受理分）

20-T003
【NU-J-CRITICAL】軽度呼吸不全を呈するCOVID-19肺炎患者に対する
ファビピラビル／ステロイド併用療法の多施設共同第II相試験

呼吸器内科 医師 西村 直樹 新規

20-T004
【PedPona19】小児再発・難治フィラデルフィア染色体陽性白血病に対す
るポナチニブ安全性確認試験

小児科 医師 長谷川 大輔 新規

18-T001
微小肺病変に対する切除支援マイクロコイル併用気管支鏡下肺マッピ
ング法の多施設共同非対照非盲検単群試験

呼吸器外科 医師 小島 史嗣 変更

18-T003 マラリアに対するキニーネ注射薬の薬効・安全性評価研究 感染症科 医師 森 信好 変更

18-T007

【JFMC47】StageⅢ結腸癌治癒切除に対する術後補助化学療法として
のmFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-FU系抗癌剤およびオ
キサリプラチンの至的投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試
験　(ACHIEVE試験)

消化器・一般外科 医師 武田 崇志 変更

18-T010
【MASTER DAPT】生分解性ポリマーコーティングステント留置後の高出
血リスク患者における短期的および長期的な2剤による抗血小板療法
（DAPT）レジメンの検討

循環器内科 医師 小宮山 伸之 変更

18-T011
【JFMC46】 再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療
法の臨床的有効性に関する研究

消化器・一般外科 医師 鈴木 研裕 変更

18-T013
【ALL-Ph13】 小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
(Ph+ALL)に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第II相臨床
試験

小児科 医師 長谷川 大輔 変更

18-T024
【IntReALL】 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

小児科 医師 長谷川 大輔 変更

20-T002
SARS-CoV2 感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果の検
討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検ランダム化臨床試験

感染症科 医師 森 信好 変更

2020/6/23研究倫理審査委員会
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18-T004
【PRIM-BC】薬物療法非抵抗性StageⅣ乳癌に対する原発巣切除の意
義（原発巣切除なしversusあり）に関するランダム化比較試験

乳腺外科 医師 林 直輝
実施状況

報告

18-T024
【IntReALL】 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

小児科 医師 長谷川 大輔
実施状況

報告

20-T002
SARS-CoV2 感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果の検
討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検ランダム化臨床試験

感染症科 医師 森 信好
有害事象

報告
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