
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5月24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 

倫理指針一部改訂に際する、一部手順書の改訂案ご確認のお願い  

・12-02-02生命科学・医学系研究に係わる標準業務手順書  

・12-02-04 学校法人聖路加国際大学 試料及び情報等の保管に関する手順書 

上記資料の確認について、修正意見等は出なかった。 

 

8．次回委員会開催連絡 

2022年6月28日(火) 第4火曜日 18：00～ zoom会議にて開催予定。 



3.報告事項：新規申請の承認報告（2022/4/19～2022/5/16審査分）

22-R005 造血器悪性腫瘍患者の身体機能特性と他疾患との比較 リハビリテーション科 理学療法士 田中 啓太
書類
(森）

問題なし 承認

22-R006 母親学級動画に関する評価 看護部 看護師 加藤 友紀子
書類
(森）

問題なし 承認

22-R007
傍矢状静脈洞髄膜腫に伴って生じた SSS dAVF に対して直達手術・血管内治療の併
用治療を行った一例

脳神経外科 医師 島 彰吾
書類
(森）

問題なし 承認

22-R008 膠原病妊娠における骨粗鬆症・骨密度低下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

書類
(森）

問題なし 承認

22-R009
乳がん放射線治療における体内線量予測に関する研究 放射線科放射線治

療品質管理室
その他 山内 遼平

書類
(森）

問題なし 承認

22-R010 予後予測可能なトリプルネガティブ乳癌診断法の開発 病理診断科 医師 牛草 健
書類
(森）

問題なし 承認

22-R011
末期心不全緩和ケア診療報酬加算追加による入院における循環器病診療のへの効
果の評価

循環器内科 医師 水野 篤
書類
(森）

問題なし 承認

22-R012 健診受診者を対象とした抗SARS-Cov-2抗体の詳細な解析
バイオバンク室

（Biobank）
研究員 大竹 淳矢

書類
(森）

問題なし 承認

22-R014 当院救急外来おける新型コロナウイルス感染症流行の影響に関する研究 救急部 医師 磯川 修太郎
書類
(森）

問題なし 承認

22-R015
膀胱癌に対してBCG膀胱内注入療法施行後のBCG感染症のリスク因子、診断、治
療、予後の検討のための研究

感染症科 医師 石川 和宏
書類
(森）

問題なし 承認

2022年5月24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎

2022/5/24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

担当者意見 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。



4.報告事項：既承認研究の軽微な変更・その他の報告（2022/4/19～2022/5/16審査分）

変更申請 14-R048 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 救急部 医師 磯川 修太郎
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 14-R049
Rapid Response System(RRS) データレジストリーに関する
多施設合同研究

集中治療科 医師 石井 賢二
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 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

バイオバンク室
（Biobank）

研究員 大竹 淳矢
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 15-RZ108 Corrona 関節リウマチ（RA) レジストリ研究 アレルギー膠原病科 医師 岸本 暢将
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 18-R161
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（2017-2019年度　日本医療研究期間開発機構事業「冠動脈疾患に係
る医療の適正化を目指した研究」の内容を包括）

循環器内科 医師 小宮山 伸之
書類
（森）

問題なし 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
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 19-R202 急性期病院における院内デイケアの取り組みとその効果について リハビリテーション科 作業療法士 並木 千裕
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 20-R129 心筋症・遺伝性不整脈に関連する遺伝子変異・多型解析 循環器内科 医師 小宮山 伸之
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 20-RK199 AIを用いた手術支援システムの構築 消化器・一般外科 医長 嶋田 元
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 21-R009
小児白血病患者におけるL-アスパラギナーゼ投与に伴う膵炎発現に関
連する遺伝要因の検討

小児科 医師 長谷川 大輔
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 21-R128 東京における循環器救急医療の検証 循環器内科 医師 小宮山 伸之
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 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
書類
（森）

問題なし 承認

判定

2022/5/24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
審査
区分

担当者意見



変更申請 22-R006 母親学級動画に関する評価 看護部 看護師 加藤 友紀子
書類
（森）

問題なし 承認

変更申請 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
書類
（森）

問題なし 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5月24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎



5.報告事項：他委員会の承認報告（2022/4/19～2022/5/16受理分）

22-CR001

【NEXUS】
無症候性脳転移を有するドライバー遺伝子変異陽性Ⅳ期非小細胞肺癌
に対するチロシンキナーゼ単独療法と頭部放射線照射併用療法の有効
性を比較する後ろ向き研究

内科専攻医 医師 中村 友昭 新規申請 問題なし 許可

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 問題なし 許可

18-T008
【JPLSG HL-14】
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相試験

小児科 医師 長谷川 大輔 変更申請 問題なし 許可

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 変更申請 問題なし 許可

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

小児科 医師 長谷川 大輔 変更申請 問題なし 許可

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 問題なし 許可

20-T005
【JPLSG ALB-NHL-14】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探索を主目的とした多施設共同試験

小児科 医師 長谷川 大輔 変更申請 問題なし 許可

21-TZ009
鉄欠乏性貧血に対する既存経口鉄剤不耐容患者を対象にしたクエン酸
第二鉄水和物製剤への切り替えの有用性に関する多施設共同臨床研
究（RIO-SWITCH）

女性総合診療部 医師 塩田 恭子 変更申請 問題なし 許可

18-T008
【JPLSG HL-14】
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相試験

小児科 医師 長谷川 大輔 実施状況報告

2022/5/24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 担当者意見 判定



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 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

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

小児科 医師 長谷川 大輔 実施状況報告

20-T005
【JPLSG ALB-NHL-14】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探索を主目的とした多施設共同試験

小児科 医師 長谷川 大輔 実施状況報告

18-T026
【AML-SCT15】第１・第２寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフ
ルダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置」を用
いた同種移植の安全性・有効性についての臨床試験

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

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

小児科 医師 長谷川 大輔 有害事象報告

18-T021
【AML-P13】小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第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5月24日

研究倫理審査委員会委員長　　森　愼一郎 



所属 職名 氏名

10-075 炎症性乳癌患者データ、血液および組織登録 実施状況報告 乳腺外科 医師 山内 英子 審査完了

13-R107 【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

実施状況報告 乳腺外科 医師 山内 英子 審査完了

14-R048 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 実施状況報告 救急部 医師 磯川 修太郎 審査完了

14-R049 Rapid Response System(RRS) データレジストリーに関する

多施設合同研究
実施状況報告 集中治療科 医師 青木 和裕 審査完了

14-R099 乾癬患者と生活習慣病　～栄養指導の有効性について～ 実施状況報告 皮膚科 医師 善家 由香理 審査完了
14-RZ064 【JROAD】レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する

研究
実施状況報告 循環器内科 医師 小宮山 伸之 審査完了

15-R006 健診後の余剰検体保存と研究利用 実施状況報告 予防医療センター
（）

医師（） 熊倉 泰久 審査完了

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 実施状況報告 予防医療センター 医師 木村 武志 審査完了

15-R072 皮膚疾患における樹状細胞の機能と解析 実施状況報告 皮膚科 医師 善家 由香理 審査完了

15-RZ108 Corrona 関節リウマチ（RA) レジストリ研究 実施状況報告 アレルギー膠原病科 医師 岸本 暢将 審査完了

16-R022 【JAMIR前向き研究】

日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査
実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了

16-R041 脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究 実施状況報告 神経血管内治療科 医師 新見 康成 審査完了

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)

実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了

16-R168 全身性強皮症に合併する胃食道逆流症の実態調査（後方視的研究） 実施状況報告 消化器内科 医師 中村 健二 審査完了

17-R032 小児骨髄異形成症候群の後方視的研究 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

17-R105 血液凝固異常症全国調査(承認後~平成37年(2025年)度) 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

17-R165 非がん患者に関する 緩和ケアの質評価研究 (Quality of Palliative care in non-cancer

patients)

実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了

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

実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

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 実施状況報告 整形外科 医師 天羽 健太郎 審査完了
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 実施状況報告 外部組織 医師 剣持 雅彦 審査完了
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 実施状況報告 外部組織 医師 齋藤 滋 審査完了
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 実施状況報告 外部組織 医師 田中　 博史 審査完了
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 実施状況報告 外部組織 医師 熱田 智範 審査完了

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」

実施状況報告 集中治療科 医師 青木 和裕 審査完了

18-R156 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術の有用性に関する臨床研究

-後ろ向き多施設共同研究-

実施状況報告 消化器内科 医師 中村 健二 審査完了



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

実施状況報告 放射線治療品質管理
室

医学物理士 山内 遼平 審査完了

18-R174 傘による右内頸動脈および左外頸動脈の穿通性損傷の1例 実施状況報告 救急部 医師 磯川 修太郎 審査完了

18-R197 甲状腺機能異常とその後の悪性腫瘍、慢性腎臓病、骨密度低下・骨折、うつ病の
発症の関連性

実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

18-R198 尿酸値とその後の悪性腫瘍、慢性腎臓病、骨密度低下・骨折、うつ病の発症の関
連性

実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

18-R199 血糖コントロールと肺機能検査結果、うつ病の関連性 実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

18-R200 コレステロール値とその後の悪性腫瘍、慢性腎臓病、骨密度低下・骨折、うつ病
の発症の関連性

実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

18-R202 肝機能障害とその後の悪性腫瘍、慢性腎臓病、骨密度低下・骨折、うつ病の発症
の関連性

実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

18-R203 生活習慣とその後の悪性腫瘍、心血管イベント、慢性腎臓病、骨密度低下・骨
折、うつ病の発症の関連性

実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

18-RZ013 電解水血液透析の治療実態に関する調査研究 実施状況報告 腎臓内科（） 医師（） 中山 昌明 審査完了

19-R009 妊娠糖尿病の予後予測因子についての研究 実施状況報告 内分泌・代謝科 医師 林 聖子 審査完了
19-R013 低カリウム血症患者におけるカリウム補正量に関する研究 実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了
19-R027 【ALL-18】急性リンパ性白血病における分子遺伝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
実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了

19-R028 【AML-R15】小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究 実施状況報告 小児科 医師 長谷川 大輔 審査完了
19-R040 ヒトモノクローナル抗体を作製するための重症ヤマカガシ咬傷、セアカゴケグモ

咬傷、ジフテリア（類似疾患を含む）、ガス壊疽、ボツリヌス症から回復した患
者からの末梢血採取

実施状況報告 救急部（） 医師（） 一二三 亨 審査完了

19-R085 日本語版CCSS-NCQ尺度開発 実施状況報告 公衆衛生大学院
（Graduate School of

教員（） 佐藤 聡美 審査完了

19-R108 日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会

生殖に関する諸登録事業及び登録情報に基づく研究

実施状況報告 女性総合診療部 医師 塩田 恭子 審査完了

19-R145 偶発性低体温症に対する体外式膜型人工肺(ECMO)の有用性についての学会主導多
施設共同前向き観察研究

実施状況報告 救急部 医師 磯川 修太郎 審査完了

19-R155 成人院外心肺停止患者における体外循環式心肺蘇生（extracorporeal

cardiopulmonary resuscitation：ECPR）の施設差のアンケート調査
実施状況報告 救急部 医師 一二三 亨 審査完了

19-R180 急性期循環器疾患における真の“急性期”の定義における数理モデルを用いた検討 実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了

19-R202 急性期病院における院内デイケアの取り組みとその効果について 実施状況報告 リハビリテーション
科

作業療法士 並木 千裕 審査完了

19-R204 抗核抗体発現度合いと膠原病疾患発病率についての研究 実施状況報告 アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 審査完了

20-J023 小児頭部外傷の重症化リスク因子の予測 実施状況報告 小児科 医師 吉原 宏樹 審査完了

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 実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了

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
実施状況報告 アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 審査完了

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

実施状況報告 循環器内科 医師 浅野 拓 審査完了



20-R060 脂質異常症スクリーニングを目的としたコレステロール値の測定間隔について
オープン後向きコホート研究

実施状況報告 公衆衛生大学院 修士課程 范 子非 審査完了

20-R085 日本人乳癌患者を対象とし仮想的市場評価法を用いて患者が考える「生命」や
「健 康」に対する金銭的価値を支払い意思額(Willingness to pay:WTP)として検証
する 前向き観察研究 (JCOG 1709A)

実施状況報告 乳腺外科 医師 林 直輝 審査完了

20-R089 胸部単純写真におけるAIを用いたペースメーカーの有無の判定に関する研究 実施状況報告 放射線科 医師 大庭 建 審査完了

20-R111 β溶血性レンサ球菌における追跡血液培養の必要性に関する比較検討 実施状況報告 感染症科（） 医師（） 長谷川 諒 審査完了

20-R113 人工知能（artificial intelligence: AI）を用いた

肺癌CADｘ（Computer-Assisted Diagnosis）の開発
実施状況報告 呼吸器外科 医師 板東 徹 審査完了

20-R118 日本循環器学会Twitter解析 実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了
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

実施状況報告 乳腺外科 医師 山内 英子 審査完了

20-R131 高齢者の身体症状と認知機能・客観的QOLとの因果関係についての研究 実施状況報告 心療内科（） 医師（） 田中 裕之 審査完了
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 実施状況報告 整形外科 医師 天羽 健太郎 審査完了
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 実施状況報告 整形外科 医師 和田 進 審査完了
20-R165 本邦の集中治療領域に新たな医療の質指標を構築する為の基盤研究

　～人工呼吸器関連事象(Ventilator-associated event: VAE)の臨床展開に向けて～

実施状況報告 看護部（） 看護師（） 橋内 伸介 審査完了

20-R167 再発ダウン症候群合併骨髄性白血病の予後調査 実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了
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
実施状況報告 予防医療センター 医師 木村 武志 審査完了

20-R191 手術室新人看護師の看護技術習得に関するシミュレーション教育の効果 実施状況報告 看護部（） 看護師（） 高見 理恵子 審査完了
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

実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了

20-R202 多チャンネル定期的患者経過観察システムとその有効性の検討 （パイロット試
験）

実施状況報告 循環器内科 医師 水野 篤 審査完了

20-Ｒ204 マンモグラフィの被ばく量の左右差と乳癌存在および広がりとの関連 実施状況報告 放射線科 医師 大庭 建 審査完了

20-R208 経皮的冠動脈形成術施行患者におけるスタチン処方の実際 実施状況報告 循環器内科（） 医師（） 高岡 慶光 審査完了

20-R212 人工膝関節全置換術の持続大腿神経ブロックが術後転倒に与える影響 実施状況報告 リハビリテーション

科

理学療法士 久保田 純弥 審査完了

20-R214 胃・十二指腸粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における診断能
の比較検討

実施状況報告 消化器内科 医師 中村 健二 審査完了

20-R221 透析導入時の左室駆出率に基づき層別化した心不全患者における長期的予後の検
討

実施状況報告 内科専攻医（） 医師（） 鈴木 隆宏 審査完了

20-R226 妊娠中に悪性腫瘍を治療した患者の周産期予後 実施状況報告 女性総合診療部 医師 秋谷 文 審査完了

20-RK066 人工知能を応用した血液透析支援システムの開発 実施状況報告 腎臓内科（） 医師（） 中山 昌明 審査完了

20-RZ156 人間ドック受診者の血清オミクス解析による非アルコール性脂肪性肝疾患の診断
および発症判定システムの性能検証試験

実施状況報告 予防医療センター 医師 木村 武志 審査完了

21-R003 小児急性リンパ性白血病治療中における脂質異常症の実態調査 実施状況報告 小児科 医師 吉原 宏樹 審査完了



21-R009 小児白血病患者におけるL-アスパラギナーゼ投与に伴う膵炎発現に関連する遺伝要
因の検討

実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了

21‐R035 加齢黄斑変性診療におけるコロナ禍の影響の検証 実施状況報告 眼科 医師 小澤 洋子 審査完了

21-R042 国内外の後天性の血友病を含む出血性疾患のゲノム解析を含まない調査研究 実施状況報告 血液内科（） 医師（） 藤野 貴久 審査完了

21-R062 糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法に関する観察研究 実施状況報告 腎臓内科（） 医師（） 中山 昌明 審査完了

21-R065 脊髄血管撮影における椎体陰影と脊髄シャント疾患の治療効果との関連 実施状況報告 脳神経外科 医師 島 彰吾 審査完了

21-R105 小児固形腫瘍患者におけるプレリキサホルによる幹細胞動員の後方視的検討 実施状況報告 小児科 医師 吉原 宏樹 審査完了

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 実施状況報告 乳腺外科（） 医師（） 竹原 侑里 審査完了

21‐R109 入院患者の電子診療録を用いた転倒・転落に対する関連因子の探索と予測モデル
開発

実施状況報告 公衆衛生大学院
（Graduate School of

Public Health）

修士課程
（Master's

Program）

松井 晴菜 審査完了

21-R118 精神科医療機関を対象とした感染対策研修及びアンケート調査 実施状況報告 公衆衛生大学院 医師 小林 大輝 審査完了

21-R120 一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対するステロイドと交換輸血の有効性について
の後方視的研究

実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了

21-R135 体外循環式心肺蘇生法（ECPR）施行された院外心停止患者における出血合併症に
関する研究

実施状況報告 救急部 医師 磯川 修太郎 審査完了

21-R136 新型コロナウイルス感染症パンデミック後の医療者の労働量とメンタルヘルスと
の関連

実施状況報告 公衆衛生大学院
（Graduate School of

Public Health）

修士課程
（Master's

Program）

藤川 葵 審査完了

21-R143 SLE患者でのベリムマブ・タクロリムス併用療法の治療継続率・寛解維持率および
それらの予測因子についての観察研究

実施状況報告 アレルギー膠原病科 医師 中井 健宏 審査完了

21-R165 肝障害と心血管イベント、がん発症との関連性 実施状況報告 一般内科 医師 小林 大輝 審査完了
21-R178 間質性肺疾患によるARDSについての疫学調査 実施状況報告 集中治療科（） 医師（） 石井 賢二 審査完了
21-RC124 ペースメーカ植込みが認知機能に与える影響に関する検討 - 前向き比較研究 実施状況報告 循環器内科 医師（） 鈴木 隆宏 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

18-T008 【JPLSG HL-14】

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
実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了

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

実施状況報告 消化器・一般外科

（）

医師（） 鈴木 研裕 審査完了

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

実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 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

20-T005 【JPLSG ALB-NHL-14】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
腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試験

実施状況報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了

16-R041 脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究 終了報告 神経血管内治療科 医師 新見 康成 審査完了
19-R070 血液透析患者が癌末期状態になった場合に緩和ケア病棟でケアすることの評価 終了報告 緩和ケア科 医師 林 章敏 審査完了

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

終了報告 看護部 看護師 大川 恵 審査完了



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

終了報告 麻酔科（） 医師（） 風間 大樹 審査完了

20-RZ078 電解水血液透析の臨床経過に関する観察研究 終了報告 腎臓内科（） 医師（） 中山 昌明 審査完了
18-T021 【AML-P13】小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第II相臨床試験 終了報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了
18-T026 【AML-SCT15】第１・第２寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビ

ン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置」を用いた同種移
植の安全性・有効性についての臨床試験

有害事象報告 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

有害事象報告 泌尿器科 医師 新保 正貴 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

有害事象報告 小児科（） 医師（） 長谷川 大輔 審査完了
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