
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： 2021年1月26日（火） 

場 所： メール審議：新規審議案件がないため、メール審議をもって開催に代えた 

 

委 員：  

出席／森 慎一郎、島袋 林秀、田村 友秀、角田 博子、小島 史嗣、長谷川 大輔、成本 一隆、紺井 理和、 

包國 幸代、中島 千春、横山 映理子、小松崎 朗子、河野 友昭、片岡 弥恵子、 

鶴若 麻理、阿部 仁美、仲野 真由美、高 友希子、墨岡 亮、佐藤 恒、赤堀 勇 

   欠席／なし 

その他／八重 ゆかり（サバティカル期間中） 

  

 

1.審議事項：新規申請（本審査）  司会：委員長 森 愼一郎 

審査課題 0 課題 

 

2．審議事項：その他の本審査 

なし 

 

3．審議事項：実施状況報告書 

実施状況報告書(継続審査)の申請研究について、添付資料の通り報告された。 

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。 

 

4．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。 

 

 

5．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。 

 

 

6.報告事項：他委員会の承認報告 

認定倫理審査委員会にて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。 

 

 

7. 委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

なし 

 

 

8.事務局からの報告、連絡事項 

なし 

 

 

9．次回委員会開催連絡 

次回の研究倫理審査委員会日時：2021年2月22日(月) １8：00～（大学本館4階PCルーム又はWeb会議）にて開催。 



公開用

3.審議事項：実施状況報告書（2021/1/26審査分）

継続 15-R012
【NEJ022A】EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者におけるMUC4遺伝子多型と
EGFR-TKIによるILD発症との相関性を検証するための コホート内ケースコ
ントロールスタディ

呼吸器内科 医師 北村 淳史

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

継続 16-R049 【PRICURE】小児リウマチ性疾患の登録（レジストリ）研究 アレルギー膠原病科 医師 山口 賢一

継続 16-Ｒ074 終末期悪性腫瘍患者におけるバンコマイシンの薬物動態に関する検討 薬剤部 薬剤師 津田 泰正

継続 17-Ｒ044 若年乳癌患者の妊孕性温存と予後・妊娠に関する検討 乳腺外科 医師 梶浦 由香

継続 18-J006
胸腰椎圧迫骨折患者における経皮的椎体形成術と保存的加療の入院期
間・自宅退院率の評価

臨床教育部 初期研修医 西澤 俊紀

継続 18-R023 分娩方法と産褥経過 麻酔科 医師 長坂 安子

継続 18-R051 患者の診察前検査料金提示による実施検査費用への影響と患者満足度 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝

継続 18-R059 乳がん患者の体重推移と身体活動量および食事摂取量の実態調査 乳腺外科 医師 山内 英子

継続 18-R061
がん患者の終末期での緩和医療介入の有無による入院中の費用対効果
分析

外部組織 博士課程 橋本 悠生

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

継続 18-R069 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 整形外科 医師 天羽 健太郎

継続 18-R069① 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

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

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

2021/1/26研究倫理審査委員会

審査種類 承認番号 課題名 所属 職名 氏名 判定



公開用

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

継続 18-R177
肺野末梢病変に対するLungPoint®使用Virtual bronchoscopic navigation
（VBN）所見による気管支鏡術前診断率予測の試み

呼吸器内科 医師 北村 淳史

継続 18-R188
本邦における院外心停止患者に対するExtracorporeal Cardiopulmonary
Resuscitation (ECPR)に関する多施設後ろ向き観察研究（SAVE-J II
study）

救急部 医師 大谷 典生

継続 19-R029 テジゾリド長期投与時の安全性に関する調査 薬剤部 薬剤師 津田 泰正

継続 19-R041 肝胆道系疾患（NAFLD・胆のうポリープ）と肝外発がんの関連性について 消化器内科 医師 山本 和輝

継続 19-R068 大学ラグビー選手に対する短時間のヨガの効果 リハビリテーション科 理学療法士 佐藤 宏幸

継続 19-R087 母体体温と臍帯動脈血pHの関連：第2報 麻酔科 医師 長坂 安子

継続 19-R102 分娩時の産科麻酔使用の有無と産後うつ発症の関連について 麻酔科 医師 藤田 信子

継続 19-R103
「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」（後ろ向き研究）

麻酔科 医師 長坂 安子

継続 19-R143 鏡視下足関節固定術後における骨癒合率と臨床成績との検討 整形外科 医師 天羽 健太郎

継続 19-R151 消化管出血病変に対する内視鏡的doppler probe有用性の検討 消化器内科 医師 白鳥 安利

継続 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 看護師 鈴木 怜夢

継続 19-R159 日本の産科医療施設における共有意思決定の実態調査 【大学】助産学 教授 堀内 成子

継続 20-J018
人間ドックにて指摘された血球数異常を契機に診断された骨髄増殖性疾患
の臨床的特徴に関する検討

臨床研修部 医師 正木 哲寛



公開用

継続 20-R016 ホルマリン固定肺標本のMR画像と病理組織所見の対比 放射線科 医師 山田 大輔

継続 20-R021
がん患者の終末期における入院中の緩和ケア科への転科前後での費用
対効果分析

薬剤部 薬剤師 橋本 悠生

継続 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 麻酔科 看護師 鈴木 怜夢

継続 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

継続 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

継続 20-R064
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの
構築

小児科 医師 島袋 林秀

継続 20-R069 緑環境と乳腺濃度の関係の調査 公衆衛生大学院 准教授 イ ミへ

継続 20-R098 内視鏡的開窓術が有効であった巨大大腸脂肪腫の例 消化器内科 医師 山本 和輝

継続 20-R108
院内人工呼吸ワークショップ後の学習の転移を促進する自己内省型評価
ツールの開発

放射線科 看護師 ワード 弥生

継続 20-R120
アルコール摂取後に救急搬送された患者における予期せぬ疾患を想起す
べき指標の検討

救急部 医師 宮本 颯真

継続 20-R124 聖路加国際病院小児科における肺炎および気管支炎の外来治療の検討 小児科 医師 稲井 郁子

継続 20-R150 外反母趾の頻度と関連する因子についての全国規模の横断研究 整形外科 医師 天羽 健太郎

継続 20-R151
保存菌株を用いたExtended Spectrum βラクタマーゼ産生菌のFaropenem
の感受性の研究

感染症科 医師 石川 和宏

継続 20-R181
部分的粘膜下局注およびGel immersion methodがlaterally spreading
tumorsの治療に有効であった例

消化器内科 医師 山本 和輝

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。

2021年 1月 26日
研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

4.報告事項：新規申請の承認報告（2020/12/15～2021/1/18審査分）

20-R168 座面高と上肢位置が立ち上がり動作に与える影響 リハビリテーション科 理学療法士 村主 梓 承認

20-R173
思春期・若年がん患者など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

女性総合診療部 医師 秋谷 文 承認

20-R175
座面高と上肢位置が立ち上がり動作に与える影響
(20-R168-分担施設分)

リハビリテーション科 理学療法士 田中 啓太 承認

20-R179
マスサイトメトリーを用いた全身性エリテマトーデス患者におけるタクロリ
ムス、ミゾリビン投与前後の細胞構成と治療反応性についての考察

アレルギー膠原病科 医師 池田 行彦 承認

20-R180 Fe、UIBC、TIBC　基準範囲設定 臨床検査科
臨床検査技

師
山上 慎二 承認

20-R183 2020年度における初期研修医の労働内容の実態調査 院長 医師 福井 次矢 承認

20-R187
食事摂取に介助を要する障害児における、3日間秤量食事調査および
食事歴質問票の開発

小児外科 医師 松藤 凡 承認

20-R181
部分的粘膜下局注およびGel immersion methodがlaterally spreading
tumorsの治療に有効であった例

消化器内科 医師 山本 和輝 承認

20-R182 乳癌治療による経済的負担への意識に関する多施設共同研究 腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認

氏名 判定

2021/1/26研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名



公開用

20-R184
健診データを用いた一般集団における非アルコール性脂肪性肝疾患の
予測スコアの妥当性検証とスコアリングの推移についての縦断的検討

予防医療センター 医師 木村 武志 承認

20-R185
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法・
長期予後に関する多施設共同観察研究：POTENT附随研究

乳腺外科 医師 吉田 敦 承認

20-R186
乳腺線維腺腫の縦横比(D/W)について-重力により変化することをUSと
MRIを比較することで立証する

放射線科 医師 須賀 加奈 承認

20-R188 当院におけるBRCA1/2病的変異陽性非浸潤性乳癌に関する調査 乳腺外科 医師 関 晶南 承認

20-R189
乳房超音波におけるdistortionを伴う低エコーについて
ー正常バリエーションをどう認識するか

予防医療センター
臨床検査技

師
剱 さおり 承認

20-R190 COVID-19禍における慢性疾患看護専門看護師の活動の実際と考察 看護部 看護師 畑 和枝 承認

20-R192
当院における表在性非乳頭部十二指腸腫瘍(SNADET)に対する内視鏡
的診断・治療の検討

消化器内科 医師 高須 綾香 承認

20-R193
急性リンパ性白血病の治療薬デキサメタゾンによって生じる精神系有害
事象に関する多施設共同前向き観察研究DEPSY-19

小児科 医師 長谷川 大輔 承認

20-R194
東京都多施設共同研究によるHelicobacter pylori一次、二次除菌率の
経年変化

消化器内科 医師 小俣 富美雄 承認

20-R196
帝王切開術の麻酔管理における脊髄くも膜下麻酔と脊髄くも膜下硬膜
外併用麻酔の比較検討

麻酔科 医師 風間 大樹 承認



公開用

20-R197 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 アレルギー膠原病科 医師 野村 篤史 承認

19-C001
希少難治性脈管異常（脈管系腫瘍・脈管奇形）
疾患レジストリ　RADDAR-J [1]

放射線科 医師 野崎 太希 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。

2021年 1月 26日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



公開用

5.報告事項：既承認研究の軽微な変更、その他の報告（2020/12/15～2021/1/18審査分）

変更申請 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 熊倉 泰久 承認

変更申請 16-R156
循環器疾患患者に関する緩和ケアの質評価研究（Quality of Palliative
care in Heart disease;QPH) 循環器内科 医師 水野 篤 承認

変更申請 17-Ｒ044 若年乳癌患者の妊孕性温存と予後・妊娠に関する検討 乳腺外科 医師 梶浦 由香 承認

変更申請 17-R046 Patient reported outcomeに寄与する因子の網羅的探索 消化器・一般外科 医長 嶋田 元 承認

変更申請 18-R022 ZTEシーケンスを用いた肩関節MRIにおける骨形態の詳細評価 放射線科 医師 野崎 太希 承認

変更申請 18-R043
当院におけるトリプルネガティブ乳癌に対する遺伝学的アプローチ
の現状

乳腺外科 医師 竹井 淳子 承認

変更申請 18-R061
がん患者の終末期での緩和医療介入の有無による入院中の費用対効
果分析

東京大学大学院薬学
系研究科

博士課程 橋本 悠生 承認

変更申請 18-R138
成人急性胃腸炎患者における、ノロウイルスを含むウイルス性混合
感染の実態調査と喫食歴及び宿主因子の評価

消化器内科 医師 山本 和輝 承認

変更申請 19-R001 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 乳腺外科 医師 山内 英子 承認

変更申請 19-R029 テジゾリド長期投与時の安全性に関する調査 薬剤部 薬剤師 津田 泰正 承認

変更申請 19-R102 分娩時の産科麻酔使用の有無と産後うつ発症の関連について 麻酔科 医師 藤田 信子 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

職名所属

2021/1/26研究倫理審査委員会

審査種類 判定課題名承認番号 氏名



公開用

変更申請 19-R120
「組織球症に対するリメタゾン® (Dexamethasone Palmitate)の使用
症例の全国調査」

小児科 医師 小野 林太郎 承認

変更申請 19-R135 (研究課題名公開不可) 脳神経外科 医師 岡田 芳和 承認

変更申請 19-R151 消化管出血病変に対する内視鏡的doppler probe有用性の検討 消化器内科 医師 白鳥 安利 承認

変更申請 19-R166 肩痛患者における腱板構成筋の質的経時的変化の検討 放射線科 医師 野崎 太希 承認

変更申請 19-R175
EBUSでwithinであったにも関わらず気管支鏡で診断できなかった症例の
検討

呼吸器内科 医師 岡藤 浩平 承認

変更申請 19-R189
新生児の1か月健診時の皮膚状態と自宅で受けているスキンケア方法の
実態ー当院を退院した母児を対象にー

看護部 看護師 藤田 ゆり 承認

変更申請 19-R195 病棟薬剤師によるメディケーションエラー回避内容の分析と評価 薬剤部 薬剤師 吉田 早希 承認

変更申請 19-R196
ホルミウムレーザーによる前立腺核出術（holmium laser enucleation of
the prostate：HoLEP）術後熱性合併症における術前、術直後のリスク因子
の検討

泌尿器科 医師 京野 陽子 承認

変更申請 19-R200 脳・脊髄シャント疾患を対象とした後ろ向き観察研究 神経血管内治療科 医師 新見 康成 承認

変更申請 20-R004 FAC重症度カットオフ値と視覚的FACの検討 臨床検査科 臨床検査技師 市川 奈央子 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

変更申請 20-R061
自己免疫疾患合併非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤
の安全性と有効性を検討する多施設後方視的研究(NEJ-047試験)

呼吸器内科 医師 今井 亮介 承認

変更申請 20-R099 新型コロナウイルス感染症患者の急性腎障害の解析 臨床検査科 医師 上原 由紀 承認

変更申請 20-R157 膝関節の骨形態評価におけるZero Echo TimeシーケンスMRIの有用性 整形外科 医師 和田 進 承認
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変更申請 20-R179
マスサイトメトリーを用いた全身性エリテマトーデス患者におけるタクロリム
ス、ミコフェノール酸モフェチル投与前後の細胞構成と治療反応性につい
ての考察

アレルギー膠原病科 医師 池田 行彦 承認

終了報告 11-R160
【NIPPON】 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

循環器内科 医師 新沼 廣幸

終了報告 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

終了報告 17-R119
乳癌患者における術前化学療法施行前後の超音波による薬物効果判定
について

乳腺外科 医師 越智 友洋

終了報告 17-R154
悪性胃十二指腸閉塞患者におけるWallFlex™　Duodenal　Soft stentの臨
床的有用性と安全性

消化器内科 医師 中村 健二

終了報告 17-R159 高齢者大腸憩室出血における内視鏡的止血術の有用性と安全性の検討 消化器内科 医師 中村 健二

終了報告 17-R161
一般市中病院における経鼻内視鏡下バルサルバ法を用いての咽頭癌ス
クリーニング検査の検討

消化器内科 医師 高須 綾香

終了報告 17-R179

同時乳房再建術（ティッシュエキスパンダー再建）を伴う乳頭乳輪温存乳
腺切除術を施行した患者群と同時乳房再建術（ティッシュエキスパンダー
再建）を伴う皮膚温存乳腺切除術を施行した患者群の乳房局所再発率お
よび生存率の比較・検討。

乳腺外科 医師 林 直輝

終了報告 17-R198
血液透析導入前後における糖尿病黄斑浮腫の変化と関連因子の多施設
前向き研究

眼科 医師 大越 貴志子

終了報告 18-J008
がん患者の呼吸困難に対する高流量鼻カニュラ酸素療法の有用性（観察
研究）

内科 医師 中村 友昭

終了報告 18-J011
トリプルネガティブ乳癌における術前化学療法抵抗性に関する因子と予後
の検討

教育センター 医師 村田 友美

終了報告 18-J025 肺癌による死亡患者の臨床的特徴の検討」 内科 医師 中村 友昭
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終了報告 18-R001 脳ドック健診における無症候者の脳ＭＲＩ所見の検討 小児科 医師 細谷 要介

終了報告 18-R024 メチルプレドニゾロン点滴例の経過の解析 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔

終了報告 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

終了報告 18-R034 当院における非浸潤性乳管癌の予後に関する調査 乳腺外科 医師 関 晶南

終了報告 18-R055 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査2018 救急部 医師 大谷 典生

終了報告 18-Ｒ080 蕁麻疹様血管炎の臨床的検討 皮膚科 医師 新井 達

終了報告 18-R092
抗血栓薬内服中の消化管出血に対する、プロトンポンプ阻害薬(PPI)の予
防効果についての検討

内科専門研修医 医師 吉本 隆晃

終了報告 18-R093 膠原病科患者における甲状腺機能異常に関する解析 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔

終了報告 18-R128
全身性エリテマトーデス患者におけるヒドロキシクロロキン投与による病
勢、補体価、抗体価に与える影響

アレルギー膠原病科 医師 池田 行彦

終了報告 18-R155
JCOG0306「腫瘍径2 cm以上のI-IIIA期原発乳がんに対する術前化学療
法とそれに続く放射線照射の有効性・安全性試験（PRICRA-BC）」の附随
研究

乳腺外科 医師 林 直輝

終了報告 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

終了報告 18-R188
本邦における院外心停止患者に対するExtracorporeal Cardiopulmonary
Resuscitation (ECPR)に関する多施設後ろ向き観察研究（SAVE-J II
study）

救急部 医師 大谷 典生

終了報告 18-R190 圧縮センシングを用いた脳MRIの高速撮像法の至適条件の検討 放射線科 医師 榎園 美香子
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終了報告 19-J002
術前胸部単純X線写真が必要な患者の背景因子の解析とスコアリングシ
ステムの作成

教育研修部 医師 中林 瑠美

終了報告 19-J010 敗血症に伴う急性腎障害におけるSocial/Economic Statusの検討 教育研修部 医師 吉田 慧

終了報告 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

終了報告 19-R025
乳がんに罹患した女性の家族が経験する心理的変化とその関連要因に
関する研究

（他施設） 教授 上別府 圭子

終了報告 19-R053 アルコールの摂取量及び種類が尿酸値に与える影響に関する研究 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔

終了報告 19-R064
妊娠糖尿病患者の診断時から出産までの体重変化と周産期合併症につ
いての検討

内分泌・代謝科 医師 外池 美恵

終了報告 19-R075 二酸化炭素を用いた脊髄虚血に対する新たな治療戦略 救急部 医師 岡部 宏文

終了報告 19-R081
乳癌取扱い規約第18版の分類に基づいた浸潤性乳管癌の超音波画像の
検証

放射線科 医師 角田 博子

終了報告 19-R095
病棟での夜間対応をテーマとしたシミュレーション教育の初期研修医に対
する有用性

アレルギー膠原病科 医師 福井 翔

終了報告 19-R097 日本語版Cumulated Ambulation Scoreの信頼性と妥当性の検討 リハビリテーション科 理学療法士 真下 翔太

終了報告 19-R103
「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」（後ろ向き研究）

麻酔科 医師 長坂 安子

終了報告 19-R117
当院における労働基準監督署是正勧告後の医師の労働量と健康の在り
方に関するアンケート調査

消化器・一般外科 医師 藤川 葵

終了報告 19-R136 ANCA陽性患者における肺病変の検討 呼吸器内科 医師 今井 亮介
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終了報告 19-R160
高齢者の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する持続陽圧呼吸
(CPAP)療法の検討

内科専攻医 医師 徐 クララ

終了報告 19-R167 当院における周術期口腔機能管理の臨床的検討 歯科口腔外科 歯科衛生士 藤﨑 さやか

終了報告 19-R183 医療現場における自動翻訳システムの実証共同研究 呼吸器外科 医師 小島 史嗣

終了報告 19-R210
出血源同定が困難な大腸憩室出血に対するGel immersion法の有用性の
研究

消化器 医師 山本 和輝

終了報告 19-R218 成人先天性心疾患の右室収縮機能評価 臨床検査科 その他 市川 奈央子

終了報告 20-B001 BD ファシールTM システムと抗がん薬バイアルとの適合性に関する調査 薬剤部 薬剤師 石丸 博雅

終了報告 20-R029
マンモグラフィにおける乳房構成評価のばらつき低減のための具体的判
定方法に基づく乳癌検出感度について

放射線科 医師 八木下 和代

終了報告 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

終了報告 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

終了報告 20-R068 乳房デスモイド型線維腫症の超音波所見についての検討 放射線診断科 診療放射線技師 河内 伸江

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。
2021年 1月 26日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎
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6.報告事項：他委員会の承認報告（2020/12/15～2021/1/18審査分）

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 実施状況報告

20-C004 脊椎関節炎、SAPHO症候群を標的疾患としたゲノムおよびバイオマーカー解析
アレルギー
膠原病科

医師 川合 聡史 新規

20-C005 東京都小児COVID-19の疫学と臨床的特徴 小児科 医師 梅原 直 新規

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-T028 【JCCG JPLT4:PHITT】小児肝癌に対する国際共同臨床試験 小児科 医師 長谷川 大輔 変更

18-T028 【JCCG JPLT4:PHITT】小児肝癌に対する国際共同臨床試験 小児科 医師 長谷川 大輔 実施状況報告

20-T001 遺伝学的パネル検査KMPMJ-G01の臨床性能評価試験 乳腺外科 医師 山内 英子 変更

20-T010
【JCCG-JN-H-20】
高リスク神経芽腫に対する化学療法の追加及び予後不良群に対するKIR リガンド
不一致同種臍帯血移植による層別化治療の多施設共同前向き臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 新規

20-T011

【ASET-JAPAN】慢性冠症候群または非ST上昇型急性冠症候群を有する患者にお
ける、新世代生分解性ポリマーエベロリムス溶出性SYNERGYステントを用いたPCI
後のプラスグレル単剤療法に関する多施設前向きシングルアームオープンラベル
試験

循環器内科 医師 浅野 拓 新規

氏名 審査区分

2021/1/26研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名


	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。
	承認報告一
	実施状況報告書・書類
	新規迅速・書類 
	変更申請・終了報告書
	他委員会審査報告2

	承認報告一
	実施状況報告書・書類
	新規迅速・書類 
	変更申請・終了報告書
	他委員会審査報告2

	承認報告�
	実施状況報告書・書類
	新規迅速・書類 
	変更申請・終了報告書
	他委員会審査報告2


