
2022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： 2022年4月26日（火） 

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

 

委 員：  

出席／森 慎一郎、横山 映理子、角田 博子、小島 史嗣、長谷川 大輔、成本 一隆、伊藤 雄伍、冨島 裕、 

中島 千春、包國 幸代、小松崎 朗子、細田 志衣、大串 篤史、鶴若 麻理、高橋 エミリー、佐藤 聡美、 

阿部 仁美、仲野 真由美、高 友希子、墨岡 亮、赤堀 勇、佐藤 恒 

   欠席／なし 

  

 

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．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(別紙含)の通り報告された。 

 

 

5.報告事項：他委員会の承認報告 

中央倫理審査委員会、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。 

 

 

6. 委員長からの報告、連絡事項、検討事項 

なし 

 

 

7.事務局からの報告、連絡事項 

令和２年・３年個人情報保護法の改正に伴う生命・医学系指針の改正について  

参考資料：https://www.mhlw.go.jp/content/000921727.pdf 
 

 

8．次回委員会開催連絡 

2022年5月24日(火) 第4火曜日 18：00～ zoom会議にて開催予定。 



公開用

3.報告事項：新規申請の承認報告（2022/3/15～2022/4/18審査分）

21-R180
BRCA病的バリアントを有する女性の乳房と卵巣の
健康管理方法選択ためのディシジョンエイドの効果検証
−ランダム化比較試験と質的記述的研究の混合研究法による検証−

看護部 看護師 大川 恵 承認

21-R181
遺伝性乳がん卵巣がん症候群の診断がついた乳がん罹患患者の
リスク低減卵管卵巣摘出術に対する意思決定の実態調査

看護部 看護師 大川 恵 承認

21-RCK176 乳がん診療における適正なElectronic patient reported outcome活用の検討 乳腺外科 医師 林 直輝 承認

21-RK183 Gamification -ゲーム要素を取り入れたリハビリ用アプリ- パイロット研究 循環器内科 医師 鈴木 隆宏 承認

21-RK185
抗がん剤治療を受けた乳がん患者におけるオンライン外見ケアアドバイスの皮膚関連
QOLへの影響に関する共同研究

腫瘍内科 医師 北野 敦子 承認

21-R182 急性期病院一般病棟看護師の退院支援実践力向上プロジェクト研究 看護部 看護師 磯村 真由子 承認

21‐R186 急性心不全患者におけるCTでの腎臓体積の腎予後予測への有用性 公衆衛生大学院
修士課程学

生
齊藤 輝 承認

21‐R187
予防医療分野における疫学データへの機械学習技術を活用した食事行動様式と心血
管イベントの予測因子探索

循環器内科 医師 鈴木 隆宏 承認

21-R188 本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術 (MIS) の実態調査 女性総合診療部 医師 金城 国俊 承認

21-R189 帝王切開瘢痕症候群の方を対象とした手術手技に関する研究 女性総合診療部 医師 佐古 悠輔 承認

氏名 判定

2022/4/26研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名



公開用

21-R190
分娩後異常出血に対する動脈塞栓術施行後の子宮内膜炎発症に関与する因子の検
討

女性総合診療部 医師 吉田 司 承認

21-RC184 加齢黄斑変性に関する多施設調査（SKY-Team Study） 眼科 医師 永井 紀博 承認

21-R149
体外循環式心肺蘇生法（ECPR）施行患者における病院外で心肺停止となり経皮的人
工心肺装置による治療を受けた方を対象とした社会経済状況(socioeconomic status;
SES）と転帰との関連に関する研究

救急部 医師 辛 紀宗 承認

21-RK172 糖尿病患者の皮膚乾燥、血管・血流障害および神経障害に関する病態研究 内分泌・代謝科 医師 能登 洋 承認

22-R002 Deep Learning3Dカメラを使用したセンタリング機能の精度について 放射線診断科
診療放射線

技師
山本 飛日輝 承認

22-R003 当院でNIPTを施行し結果が判定保留であった症例の因子の検討 女性総合診療部 医師 佐藤 亜美 承認

22-R004 巨大前立腺肥大症に対するHoLEPの二期的モーセレーションの至適手術間隔の検討 泌尿器科 医師 遠藤 文康 承認

22-RC001
本邦の高齢心不全患者におけるSGLT2阻害薬の有効性及び安全性に関する後ろ向き
コホート研究

循環器内科 医師 戴 哲皓 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。

2022年4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：既承認研究の軽微な変更・その他の報告（2022/3/15～2022/4/18審査分）

変更申請 12-R189 生殖細胞系DNAを用いた小児急性リンパ性白血病疫学研究 公衆衛生大学院 教授 浦山 ケビン 承認

変更申請 18-RK151 人型ロボットPepperによる検査説明支援パイロット研究 腎臓内科 客員研究員 孫 楽 承認

変更申請 19-R149 停留精巣患児の手術時期と精巣微小石灰化発生率の検討 小児外科 客員研究員 吉村 翔平 承認

変更申請 20-R126
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」の付随研究  
ctDNAによる乳癌再発の早期検出に関する探索的研究

乳腺外科 医師 山内 英子 承認

変更申請 20-RK142
ディープラーニングアルゴリズムの応用による冠動脈定量的流量比
（QFR）解析の自動化

循環器内科 医師 浅野 拓 承認

変更申請 20-RZ163 術後フォローアッププラットフォーム開発に関する実証研究 心臓血管外科 医師 阿部 恒平 承認

変更申請 21‐J001 血液培養における菌種別の培養期間と死亡率、重症度の関連性 臨床研修部 医師 川村 望 承認

変更申請 21-J018 整形外科手術患者の入院中転倒の要因に関する検討 臨床研修部 医師 津端 悠 承認

変更申請 21-R033
乳房温存手術を受ける患者に対する音声つきスライドを用いたオリエン
テーションの効果

看護部 看護師 金井 久子 承認

変更申請 21-R108 異時性乳癌に対する複数回の化学療法についての検討 乳腺外科 医師 竹原 侑里 承認

変更申請 21-R126 おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 小児科 医師 稲井 郁子 承認

変更申請 21-R145 原発性乳癌に対する術前化学療法後の残存石灰化病変に関する検討 乳腺外科 医師 平井 千惠 承認

判定

2022/4/26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



公開用

変更申請 21-RZ101

D9673R00004 HER2Low レトロスペクティブ疫学研究
HER2low 乳がんの有病率を推定し、 HER2 low の切除不能及び／又は
転移性乳がん患者に対するリアルワールドでの標準治療、治療パターン
及び転帰を明らかにする多施設共同研究 RetroBC HER2L 研究

乳腺外科 医師 林 直輝 承認

変更申請 21-RZ151
小児侵襲性肺炎球菌感染症患者から分離された肺炎球菌株の莢膜血清
型分布及び薬剤感受性に関する多施設共同観察研究

小児科 医師 稲井 郁子 承認

変更申請 16-RZ038
【POSITIVE試験：IBCSG48-14/JBCRG-23】
妊娠を希望するホルモン療法感受性乳癌の若年女性における妊娠転帰
及びホルモン療法中断の安全性を評価する試験

乳腺外科 医師 竹井 淳子 承認

変更申請 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

変更申請 17-R173 Helicobacter pylori(H. pylori )感染期間の胃粘膜萎縮に対する影響 消化器内科 医師 小俣 富美雄 承認

変更申請 19-R008 鎮静剤の副作用及び薬効に関連する遺伝子の探索 小児科 医師 細谷 要介 承認

変更申請 20-R008
終末期がん患者における褥瘡発生に関する要因の検討
～疾患に焦点をおいて～

看護部 看護師 松坂 初美 承認

変更申請 20-R052
SLE患者におけるヒドロキシクロロキンの投与タイミングとステロイド減量
や病状コントロールについての検討

アレルギー膠原病科 医師 池田 行彦 承認

変更申請 20-R080
高感度多遺伝子検査システムMINtSによる，細胞診検体を用いた肺癌
druggable遺伝子変異検索

呼吸器内科 医師 岡藤 浩平 承認

変更申請 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

変更申請 20-R219 肺葉切除術後の肺機能予測にアプローチ法が与える影響の検討 呼吸器外科 医師 大坪 巧育 承認

変更申請 20-RZ077 内視鏡外科手術の多施設データベース構築 泌尿器科 医師 服部 一紀 承認



公開用

変更申請 21-R024
腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険遺伝子および遺伝子変異
の同定

腎臓内科 医師 藤丸 拓也 承認

変更申請 21-R137
12歳未満の小児におけるSARS-CoV-2に対する抗体保有状況の調査研
究

小児科 医師 小野 林太郎 承認

変更申請 21-R182 急性期病院一般病棟看護師の退院支援実践力向上プロジェクト研究 看護部 看護師 磯村 真由子 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。
2022年4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：他委員会の承認報告（2022/3/15～2022/4/18受理分）

21-CR011
鼠径部ヘルニア患者に対するロボット支援下鼠径ヘルニア修復術の短
期成績の検討－多機関共同、前向きコホート研究－

消化器・一般外科 医師 嶋田 元 新規申請

21-CR029 加湿器肺に関する全国実態調査 呼吸器内科 医師 西村 直樹 新規申請

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 変更申請

18-T005
【ALL-B12】 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 医師 長谷川 大輔 変更申請

19-Ｔ001
トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用
療法の効果・安全性評価研究

感染症科 医師 森 信好 変更申請

19-TZ017
非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患者の
経口 抗凝固薬と抗血小板薬の至適併用療法:多施設、前向き、無作為
化比較試験(OPTIMA-AF trial)

循環器内科 医師 小宮山 伸之 変更申請

18-T017
【JESS14】限局性ユーイング肉腫ファミリー腫瘍に対するG-CSF併用治
療期間短縮VDC-IE療法を用いた集学的治療の第Ⅱ相臨床試験

小児科 医師 長谷川 大輔 有害事象報告

19-T003

【MLL-17】MLL遺伝子再構成陽性乳児急性リンパ性白血病に対するク
ロファラビン併用化学療法の有効性と安全性の検討をする多施設共同
第II相試験お よびMLL遺伝子再構成陰性乳児急性リンパ性白血病に対
する探索的研究

小児科 医師 長谷川 大輔 有害事象報告

20-T009
t(8;21)およびinv(16)陽性AYA・若年成人急性骨髄性白血病に対する微
小残存病変を指標とするゲムツズマブ・オゾガマイシン治療介入の有効
性と安全性に関する臨床第II相試験

小児科 医師 長谷川 大輔 有害事象報告

20-TZ007
cT1,cN0,cM0の完全埋没型腎腫瘍の患者を対象にda Vinciサージカル
システムを用いた腎部分切除術の有効性を評価する多施設共同非盲
検単群臨床研究

泌尿器科 医師 新保 正貴 有害事象報告

2022/4/26研究倫理審査委員会

承認番号 課題名 所属 職名 氏名 審査区分



公開用

18-T005
【ALL-B12】 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 医師 長谷川 大輔 実施状況報告

18-T009

【AML-12】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

小児科 医師 長谷川 大輔 終了報告

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 終了報告

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。
2022年4月26日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎 



所属 職名 氏名

09-154 日本人における糖尿病および糖尿病合併症の発症・進展要因に関する調査研究 実施状況報告 予防医療センター 医師 三井 理瑛 審査完了

16-Ｒ125 NGS技術を駆使した遺伝学的解析による家族性乳がんの原因遺伝子同定と標準化医療
構築

実施状況報告 乳腺外科 医師 山内 英子 審査完了

16-RZ038 【POSITIVE試験：IBCSG48-14/JBCRG-23】
妊娠を希望するホルモン療法感受性乳癌の若年女性における妊娠転帰及びホルモン療
法中断の安全性を評価する試験

実施状況報告 乳腺外科 医師 竹井 淳子 審査完了

18-R068 遺伝学的検査目的の検体凍結保存 実施状況報告 遺伝診療部 医師 山中 美智子 審査完了

18-R158 若年乳癌患者の臨床病理学的特性と妊娠・出産に関するニーズおよび実態の研究 実施状況報告 乳腺外科 医師 竹井 淳子 審査完了

19-R059 遺伝性結合組織疾患の病態解明 実施状況報告 遺伝診療部 医師 山中 美智子 審査完了

19-R207 21トリソミーを除く症候群に合併した急性リンパ性白血病の全国調査
（臨床的特徴の把握と、生殖細胞系列・体細胞系列遺伝子変異の検出）

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

20-R013 脂肪肝の有病率の変化と予後について 実施状況報告 消化器内科 医師 小俣 富美雄 審査完了

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 実施状況報告 麻酔科 看護師 鈴木 怜夢 審査完了

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 実施状況報告 臨床検査科 医師 上原 由紀 審査完了

20-R112 人間ドッグ受診者の血清オミクス解析による慢性腎臓病関連マーカーの探索 実施状況報告 腎臓内科 医師 中山 昌明 審査完了

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 実施状況報告 消化器内科 医師 小俣 富美雄 審査完了

20-R233 分娩後の下肢神経障害の検討：後ろ向き研究 実施状況報告 麻酔科 医師 小山 杏奈 審査完了

21‐J001 血液培養における菌種別の培養期間と死亡率、重症度の関連性 実施状況報告 臨床研修部 医師 川村 望 審査完了

21-J005 冠動脈CTの検査前確率向上のための冠危険因子を用いたスコア作成について 実施状況報告 臨床研修部 医師 森山 真帆 審査完了

21-J009 6歳未満の肺炎患者におけるマイコプラズマ肺炎を鑑別する臨床指標の検討 実施状況報告 臨床研修部 医師 三輪 真子 審査完了

21-J014 人間ドックにて指摘しうる呼吸機能低下とその後の経過に関する比較検討 実施状況報告 臨床研修部 医師 工藤 靖孝 審査完了

21-J015 糖尿病患者の血糖管理が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の転機に与える影響 実施状況報告 臨床研修部 医師 村田 幹 審査完了

21-J016 80歳以上の嚥下機能低下患者に対する胃瘻造設後の予後の検討 実施状況報告 臨床研修部 医師 中村 和哉 審査完了

21-R007 人工足関節置換術、足関節固定術後患者における Forgotten joint score-12 の信頼性、
妥当性の検討

実施状況報告 整形外科 医師 天羽 健太郎 審査完了

21-R010 健診で指摘された間質性陰影の予後因子の検討 実施状況報告 呼吸器内科 内科専攻医 中村 友昭 審査完了

21-R011 ホルモン受容体陽性・HER2 陰性乳癌 かつ T1a/b 症例 における術後薬物療法の施行状
況、および予後の検討

実施状況報告 乳腺外科 医師 林 直輝 審査完了

21-R088 褥瘡予防ケアに関する行動阻害因子の検討
　　−褥瘡予防ケアラウンドの導入と介入効果−　

実施状況報告 看護部 看護師 村松 みほ子 審査完了

21-R119 集中治療室における早期経腸栄養開始の効果について 実施状況報告 栄養科 管理栄養士 松元 紀子 審査完了

21-R145 原発性乳癌に対する術前化学療法後の残存石灰化病変に関する検討 実施状況報告 乳腺外科 医師 平井 千惠 審査完了



21-RZ101 D9673R00004 HER2Low レトロスペクティブ疫学研究

HER2low 乳がんの有病率を推定し、 HER2 low の切除不能及び／又は転移性乳がん
患者に対するリアルワールドでの標準治療、治療パターン及び転帰を明らかにする多施
設共同研究 RetroBC HER2L 研究

実施状況報告 乳腺外科 医師 林 直輝 審査完了

14-R121 【JPLSG-CHM-14】日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会（JPLSG）における小児血実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

15-R005 再発ALL臨床検体バイオバンク化に関する研究 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

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 実施状況報告 整形外科 医師 天羽 健太郎 審査完了

21-J024 当院の内科系診療科入院時に血清カリウム値が低い方を対象としたその後の治療経過に 実施状況報告 臨床研修部 医師 山中 慎也 審査完了

21-R079 血液凝固障害および血栓症における凝固機能評価法の確立 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-R099 研修医がショックに対して主体的診療を実践することができるようになるまでのプロセス構築実施状況報告 内科専攻医 医師 西澤 俊紀 審査完了

21-R113 無痛分娩のリスク 実施状況報告 小児科 医師 江口 脩 審査完了

21-RZ002 人間ドック受診者の血清オミクス解析、特にメタボローム解析における測定手法の妥実施状況報告 予防医療センター 医師 熊倉 泰久 審査完了

18-CR002 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
実施状況報告 乳腺外科 医師 林 直輝 審査完了

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 実施状況報告 感染症科 医師 森 信好 審査完了

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

実施状況報告 乳腺外科 医師 林 直輝 審査完了

18-T005 【ALL-B12】 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

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

18-T019 【NSAS 06】レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん患者に対する術
後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験

実施状況報告 乳腺外科 医師 吉田 敦 審査完了

18-T025 【ASIA DS-ALL 2016】アジア広域における21歳未満のダウン症候群小児患者の未治療
の急性リンパ性白血病についての多施設共同非盲検非無作為化第二相試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

19-CR001 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]

実施状況報告 放射線科 医師 野崎 太希 審査完了

19-Ｔ001 トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用療法の効果・安全
性評価研究

実施状況報告 感染症科 医師 森 信好 審査完了

19-T009 【JPLSG ALCL-RIC18】小児の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫に対する骨髄非破壊
的前処置を用いた同種造血幹細胞移植の有効性と安全性を評価する多施設共同非盲検
無対照試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

19-T015 【TAM-18】一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する化学療法に よる標準治療法の確立を

目指した第2相臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

20-CR002 日本人炎症性腸疾患患者におけるCOVID-19感染者の多施設共同レジストリ研究 実施状況報告 消化器内科 医師 福田 勝之 審査完了

20-CR003 慢性再発性多発性骨髄炎、感染性骨髄炎、局所的骨症状で発症した血液腫瘍の画像診
断上の鑑別点についての後方視的検討

実施状況報告 放射線科 医師 野崎 太希 審査完了

20-CRZ006 深層学習を用いた体軸性脊椎関節炎の探索的画像評価研究 実施状況報告 アレルギー膠原病科 医師 川合 聡史 審査完了



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

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

20-T013 【JPLSG-AML-20】
小児急性骨髄性白血病を対象とした微小残存病変を用いた層別化治療、および非低リス
ク群に対する寛解導入後治療におけるゲムツズマブオゾガマイシン追加の有効性および
安全性を検討するランダム化比較第III相臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

20-T014 【JPLSG-LCH-19-MSMFB】
小児および若年成⼈におけるランゲルハンス細胞組織球症に対するリスク別多施設共同

第II相臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

20-TZ007 cT1,cN0,cM0の完全埋没型腎腫瘍の患者を対象にda Vinciサージカルシステムを用いた
腎部分切除術の有効性を評価する多施設共同非盲検単群臨床研究

実施状況報告 泌尿器科 医師 新保 正貴 審査完了

21-C001 【RADDAR-J[19]】先天性骨髄不全症候群レジストリ研究 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-Ｃ002 遺伝性疾患診断のための網羅的解析およびバイオマーカー探索研究 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-CR009 レジオネラ症診断における尿中抗原検査と臨床的特徴に関する全国サーベイランス研究 実施状況報告 臨床検査科 医師 上原 由紀 審査完了

21-CR011 鼠径部ヘルニア患者に対するロボット支援下鼠径ヘルニア修復術の短期成績の検討－多
機関共同、前向きコホート研究－

実施状況報告 消化器・一般外科 医師 嶋田 元 審査完了

21-CR012 コロナ禍における感染性眼内炎の発生率や起炎菌の変化、病態及び視力予後に関する
多施設後ろ向き観察研究

実施状況報告 眼科 医師 小澤 洋子 審査完了

21-CR020 20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-CRZ010 【JCCG-LFS20 】
Li-Fraumeni症候群に対するがんサーベイランスプログラムの実行可能性と新規バイオ
マーカーを探索する多施設共同前方視的臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-T001 【JPLSG-JMML-20】若年性骨髄単球性白血病に対するアザシチジン療法の多施設共同
非盲検無対照試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-T002 【JPLSG-ALL-B19】小児・AYA・成人に発症したB前駆細胞性急性リンパ性白血病に対す

る多剤併用化学療法の多施設共同第III相臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-T003 【JPLSG-ALL-T19】
小児、AYA世代および成人T細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同後期第II相
臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-T006 【JPLSG-B-NHL-20】
小児・AYA世代の限局期成熟B細胞性リンパ腫に対するリツキシマブ併用化学療法の有
効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

21-T007 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

実施状況報告 アレルギー膠原病科 医師 岡田 正人 審査完了

21-TZ005 【JPLSG-ALL-R19-BLIN】

小児の複数回再発・難治ALLに対する少量シタラビンとブリナツモマブによる寛解導入療

法の第II相試験

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

18-T012 【JaNP-Hi Trial】本邦における急性Ⅰ型呼吸不全に対する非侵襲的人工呼吸器(NPPV)
と高流量鼻カニュラ酸素療法(HFNC)の多施設ランダム化比較試験

実施状況報告 呼吸器内科 医師 西村 直樹 審査完了



18-T015 【前向きRAPN研究】腎門部に位置する cT1,cN0,cM0 腎腫瘍の患者を対象にda Vinci
サージカルシステムを用いた腎部分切除術の有効性を評価する多施設共同非盲検単群
臨床研究

実施状況報告 泌尿器科 医師 新保 正貴 審査完了

17-R184 先天性心疾患の長期予後からみた介入のあり方に関する研究 －健康関連Quality of
Life調査－

終了報告 循環器内科 医師 丹羽 公一郎 審査完了

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 終了報告 皮膚科 医師 善家 由香理 審査完了

19-R193 小児・思春期における乳房腫瘤の検討 終了報告 乳腺外科 医師 松田 直子 審査完了

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 終了報告 薬剤部 薬剤師 吉田 早希 審査完了

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 終了報告 臨床検査科 医師 上原 由紀 審査完了

20-R101 ダプトマイシンによる好酸球性肺炎のリスク因子の研究 終了報告 感染症科 医師 石川 和宏 審査完了

21-J005 冠動脈CTの検査前確率向上のための冠危険因子を用いたスコア作成について 終了報告 臨床研修部 医師 森山 真帆 審査完了

21-J007 敗血症におけるbedspacingと転帰との関連 終了報告 臨床研修部 医師 大島 開 審査完了

21-J009 6歳未満の肺炎患者におけるマイコプラズマ肺炎を鑑別する臨床指標の検討 終了報告 臨床研修部 医師 三輪 真子 審査完了

21-J014 人間ドックにて指摘しうる呼吸機能低下とその後の経過に関する比較検討 終了報告 臨床研修部 医師 工藤 靖孝 審査完了

21-J015 糖尿病患者の血糖管理が新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の転機に与える影響 終了報告 臨床研修部 医師 村田 幹 審査完了

21-J016 80歳以上の嚥下機能低下患者に対する胃瘻造設後の予後の検討 終了報告 臨床研修部 医師 中村 和哉 審査完了

21-R082 人間ドック受診者の行動変容ステージに関する調査 終了報告 予防医療センター 看護師 世森 春野 審査完了

16-Ｒ125 NGS技術を駆使した遺伝学的解析による家族性乳がんの原因遺伝子同定と標準化医療構終了報告 乳腺外科 医師 山内 英子 審査完了

19-R127 IgG4関連疾患に対するミゾリビンの効果の検討 終了報告 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 審査完了

19-R185 経静脈的生物学的製剤を使用している関節リウマチ患者における看護師による悪性腫瘍ス終了報告 アレルギー膠原病科 医師 福井 翔 審査完了

20-R069 緑環境と乳腺濃度の関係の調査 終了報告 公衆衛生大学院（Grad     准教授 イ ミへ 審査完了

21-J021 血液培養でのグラム陰性桿菌陽性と、悪性腫瘍罹患率の関連性 終了報告 臨床研修部 医師 阿部 瑛子 審査完了

21‐J026 COVID-19に対する隔離対応が細菌性肺炎患者に与える影響の検討 終了報告 臨床研修部 医師 田村 旺子 審査完了

21-R026 敗血症性ショック患者の集中治療室後症候群に関する調査 終了報告 リハビリテーション科 理学療法士 高橋 佑太 審査完了
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