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研究課題名 申請講座名 許可日 備考

001
 日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と
標準治療のランダム化比較試験

循環器内科学 江口　和男 学内准教授 H28.6.23 迅速審査

002
高齢者切除不能・再発胃癌に対するS-1単剤療法とS-1/L-OHP併用 (SOX)
療法のランダム化第II相試験【WJOG 8315G】

臨床腫瘍部 藤井　博文 教授 H28.7.7 迅速審査

003

ICTによる新規血圧モニタリングシステムを用いた心血管イベント発症を予測
する血圧変動と反応性に関する研究
Study of BP Variability and Reactivity measured by new ICT-based BP
monitoring system to anticipate future CV events 　(ANTICIPATE)

循環器内科学部門 苅尾　七臣 教授 H28.7.20 委員会審議

005 集中治療室・挿管患者におけるスボレキサントの胃管投与有用性の評価
附属病院集中治療

部
布宮 伸 学内教授 H28.11.2 委員会審議

006

【JCOG1108/WJOG7312G】
高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対する5-
FU/l-LV療法vs. FLTAX（5-FU/l-LV+PTX)療法のランダム化第II/III相比
較試験
Randomized phase II/III study of 5-fluorouracil /l-leucovorin vs. 5-
fluorouracil /l-leucovorin plus paclitaxel in gastric cancer with severe
peritoneal metastasis  略称：GC_FL/FLTAX_P2/3

臨床腫瘍部 藤井　博文 教授 H28.7.14 迅速審査

007
経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例に対するmFOLFOX6＋パクリタキ
セル腹腔内投与併用療法の探索的臨床試験

臨床腫瘍部 山口　博紀 准教授 H28.7.7 迅速審査

008
大腸ESDに対するポケット法(Pocket-creation method)の
有用性についての多施設前向きランダム化比較試験

消化器内科学部門 山本　博徳 教授 H28.10.11 委員会審議

009

【JCOG1407】
局所進行膵癌を対象としたmodified FOLFIRINOX療法とゲムシタビン+ナブ
パクリタキセル併用療法のランダム化第II相試験
Randomized phase II study of modified FOLFIRINOX versus gemcitabine
plus nab-paclitaxel combination therapy for locally advanced pancreatic
cancer
LAPC-mFOLFIRINOX/GnP-rP2

消化器外科 佐田　尚宏 教授 H28.8.23 迅速審査

010
2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療
とのランダム化比較試験介入終了後の追跡研究　J-DOIT3（追跡）

内分泌代謝科 石橋　俊 教授 H28.11.7 迅速審査

011
網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫に対するアフリベルセプトmodified
treat and extend法の効果を検討する研究

眼科 髙橋 秀徳 講師 H28.11.7 委員会審議

012
網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対するアフリベルセプトmodified
treat and extend法の効果を検討する研究

眼科 髙橋 秀徳 講師 H28.11.7 委員会審議

013
小児先天性心疾患に伴う肺高血圧症に対するニトログリセリン静注薬の薬物
動態／薬力学解析

とちぎ子ども医療セン
ター小児手術・集中

治療部
永野 達也 病院助教 H28.11.7 委員会審議

014
難治性てんかんに対する前側頭葉切除手術症例を対象とした放射線リガン
ド[11C]K-2の有効性を検討する臨床試験

脳神経外科 川合　謙介 教授 H29.3.3 委員会審議

015
心房細動を合併する冠動脈疾患奨励に対するアピキサバン併用下DAPT投
与期間に関する医師主導型臨床研究【SAFE-A】

循環器内科部門 苅尾　七臣 教授 H28.10.25 迅速審査

018
自己血回収装置2機種(ソーリン社製エクストラ、ヘモネティクス社製セルセー
バーElite)における処理設定の考案

臨床工学部 三澤　吉雄 部長 H29.2.17 委員会審議

019
 降圧薬時間差投与の2群間における血圧変動及び臓器障害に関する前向
き研究

循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 H28.12.7 委員会審議

020

ICTによる新規血圧モニタリングシステムを用いた心血管イベント発症を予測
する血圧変動と反応性に関する研究
Study of BP Variability and Reactivity measured by new ICT-based BP
monitoring system to anticipate future CV events 　(ANTICIPATE)

循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 H28.11.22
迅速審査

（変更申請）

021
EGFR遺伝子変異陽性75歳以上未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対
するアファチニブの第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科部門 瀧上 理子 病院助教 H29.1.20 迅速審査

022
腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対する S-1＋パクリタキセル
経静脈・腹腔内併用療法の臨床研究

臨床腫瘍部 山口　博紀 准教授 H28.11.22 迅速審査

023 スマートグラスを用いたエコーガイド下穿刺手技の安全性と有用性の評価 アレルギー膠原病学 釜田　康行 学内講師 H28.2.23 委員会審議

026
網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫に対するアフリベルセプトmodified
treat and extend法の効果を検討する研究

眼科 髙橋 秀徳 講師 H29.1.5
迅速審査

（変更申請）

027
網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対するアフリベルセプトmodified
treat and extend法の効果を検討する研究

眼科 髙橋 秀徳 講師 H29.1.5
迅速審査

（変更申請）

申請者氏名

平成２８年度　臨床研究等倫理審査委員会Ｂ



028 新規胃癌診断マーカーとしての糖鎖修飾RNase1測定の研究
医学部富士フイルム
メディカル国際光学

医療講座
大澤 博之 教授 H29.8.28 委員会審議

029
腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／オキサリプラチン＋パクリタキセル腹腔内
投与併用療法の新規実施医療機関における有害事象発生要因の探索的研
究

臨床腫瘍部 山口　博紀 准教授 H29.5.10 委員会審議

030
経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例に対するmFOLFOX6＋パクリタキ
セル腹腔内投与併用療法の探索的臨床試験

臨床腫瘍部 山口　博紀 准教授 H29.3.3
迅速審査

（変更申請）

031
腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌に対する S-1＋パクリタキセル
経静脈・腹腔内併用療法の臨床研究

臨床腫瘍部 山口　博紀 准教授 H29.2.17
迅速審査

（変更申請）

032
中等度のQRS幅の拡大を認める左脚ブロック症例に対するaCRTを用いた心
臓再同期療法に関する医師主導型臨床研究（aCRT MID-Q）

附属病院成人先天
性心疾患センター

今井 靖 准教授 H29.10.18 迅速審査

033
EGFR遺伝子変異陽性75歳以上未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対
するアファチニブの第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科部門 瀧上 理子 病院助教 H29.2.23
迅速審査

（変更申請）

034
健常者・運動機能障害者に対する各種非侵襲脳刺激のリハビリテーション効
果に対する評価

先端医療技術開発セ
ンター　脳機能研究

部門
平井 真洋 准教授 H29.7.19 委員会審議

035

非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次予防
における最適な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験
(Optimal Antithrombotic Therapy in Ischemic Stroke Patients with Non-
Valvular Atrial Fibrillation and Atherothrombosis: ATIS-NVAF)

医学部内科学講座
（神経内科学部門）

藤本 茂 教授 H29.6.23 迅速審査

036
同種造血幹細胞移植後のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
に対するダサチニブを用いた維持療法の有効性の検討

 血液 学部門 神田　善伸 教授 H29.7.19 迅速審査

037 集中治療室・挿管患者におけるスボレキサントの胃管投与有用性の評価
附属病院集中治療

部
布宮 伸 学内教授 H29.5.22

迅速審査
（変更申請）

038
心房細動を合併する冠動脈疾患症例に対するアピキサバン併用下DAPT投
与期間に関する医師主導型臨床研究【SAFE-A】

循環器内科部門 苅尾　七臣 教授 H29.3.22
迅速審査

（変更申請）

039
HLA 1座不適合非血縁者間骨髄移植における従来型GVHD予防法と抗ヒト
胸腺細胞免疫グロブリン併用GVHD予防法の無作為割付比較試験

医学部内科学講座
（血液学部門）

神田 善伸 教授 H29.6.27 委員会審議

040
脳梗塞超急性期における血管内治療単独療法の有効性に関する多施設共
同　ランダム化比較研究

神経内科学部門 藤本 茂 教授 H29.11.14 迅速審査


