
倫理委員会審査　承認一覧

承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

1 H27.02.18 2015012601
当院におけるヘリコバクター・ピロリ菌の薬剤耐性の現状をデータ
集積し、日本ヘリコバクター学会サーベランス委員会に報告して全
国集計する

消化器内科 安藤　貴志

2 〃 2015012602
抗がん薬の薬効、副作用、相互作用及び体内動態情報の体系的評価
とがん薬物療法の適正化に関する後方視的観察研究

薬剤科 北澤　文章

3 H27.08.04 2015072901
造血器腫瘍の進展に影響を及ぼす腫瘍細胞と骨髄間質細胞との相
互関係の解析

血液内科 島崎　千尋

4 〃 2015072902
新規がん関連タンパク質Ｃ7orf24が多発性骨髄腫の治療効果に及ぼ
す影響における実施計画書の一部変更

血液内科 島崎　千尋

5 〃 2015072903 調理従事者の食生活アンケートから見る職場高血圧との関係 栄養管理室 富安　広幸

6 〃 2015072904
未治療多発性骨髄腫に対する治療強度を高めた寛解導入療法、自家
末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する
第Ⅱ相臨床研究（JSCT MM14）

血液内科 島崎　千尋

7 H27.10.08 2015100501
高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌療法の有効性・安全性
の検討

消化器内科 安藤　貴志

8 〃 2015100502
アジアにおけるくすぶり型骨髄腫患者の臨床経過に関する後方視的
観察研究

血液内科 島崎　千尋

9 〃 2015100503 放射線に関するアンケート調査 放射線部 藤井久美子



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

10 H27.10.08 2015100504
ボルテゾミブおよびレナリドミド治療後再発多発性骨髄腫患者にお
けるポマリドミドおよびデキサメタゾン併用療法の有効性に関する
国際共同第Ⅱ相試験（ＡＭＮ001/Ｊ-ＭＥＮ009試験）

血液内科 島崎　千尋

11 〃 2015100505 高精度のフローサイトメトリーを用いたＰＮＨ型血液の検出 血液内科 島崎　千尋

12 〃 2015100506 先天性フィブリノゲン異常症および欠損症の遺伝子解析 血液内科 岡野　　晃

13 〃 2015100507
帯状疱疹と帯状疱疹後神経痛の発症予防の為に、帯状疱疹ワクチン
を接種する

皮膚科 齊藤　睦美

14 H27.12.08 2015113001
クロストリジウム・ディフィシル感染症治療の実態を多施設で調査
し、評価する

薬剤科 井上　敬之

15 〃 2015113002
再発難治性多発性骨髄腫におけるポマリドミド・デキサメタゾン併
用療法に関する多施設共同観察研究

血液内科 島崎　千尋

16 〃 2015113003
ホタルイカ生食後に心窩部痛をきたした胃 vanishing tumor の一
例

消化器内科 安藤　貴志

17 〃 2015113004
高校生に対するヘリコバクターピロリ菌感染率の検討、ならびに除
菌療法の有効性・安全性の検討

消化器内科 安藤　貴志

18 〃 2015113005
レナリドミド水和物の体内動態変動が副作用発現および治療効果に
及ぼす影響」の研究期間延長

血液内科 島崎　千尋



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

19 H28.02.04 2016012501
中学生、高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌症例について
の全国前向き調査

消化器内科 安藤　貴志

20 H28.02.18 2016021501
成人急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）におかるトランスクリプ
トーム解析　(ALL2020-EWS)

血液内科 村頭　　智

21 〃 2016021502
厚生労働省厚生労働科学研究費補助金　難治性疾患政策研究事業
「アミロイドーシスに関する調査研究班」で実施する「アミロイ
ドーシスに関する全国疫学調査（二次調査）」の実施

血液内科 島崎　千尋

22 H28.04.15 2016041101

イマチニブまたはニロチニブ治療により分子遺伝学的完全寛解
（Complete Molecular Response ;CMR）に到達している慢性期慢性
骨髄性白血病患者を対象としたニロチニブ投与中止後の安全性と有
効性を検討する多施設共同第Ⅱ相臨床試験」における有害事象報告

血液内科 島崎　千尋

23 H28.06.10 2016060601
自家末梢血幹細胞移植施行多発性骨髄腫におけるマルチパラメー
ターフローサイトメトリーによる微小残存病変の検出法の確立：次
世代シークエンサー法との比較検討

血液内科 島崎　千尋

24 〃 2016060602
単クローン性ガンマグロブリン血症の診断及び治療経過観察におけ

るHevyliteTM試薬を用いた血清中完全型免疫グロブリン定量法の臨
床的有用性の検討

血液内科 島崎　千尋

25 〃 2016060603
日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観
察研究

血液内科 島崎　千尋

26 〃 2016060604
肘離断性骨軟骨炎に対して、鏡視下経橈骨頭的骨穿孔術を施行した
症例の競技復帰までの期間と関節可動域、および日整会肘機能評価
についての調査

整形外科 原　　邦夫

27 〃 2016060605
腸脛靭帯摩擦症候群に対して低侵襲局所分層延長術を施行した症例
の競技復帰までの期間と筋力回復、および陸上選手患者の手術前後
での自己記録についての調査

整形外科 原　　邦夫



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

28 H28.09.01 2016082901
高齢者ＥＧＦＲ遺伝子変異陽性かつＴ７９０Ｍ陽性非小細胞肺癌の
ＥＧＦＲ－ＴＫＩ前治療無効あるいは再発例に対するＯsimertinib
の有効性と安全性の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 有本太一郎

29 H28.10.07 2016100301
薬剤師及び薬学実務実習生におけるホスピス緩和ケアに関する意識
調査

薬剤科 尹　　美帆

30 H28.10.07 2016100302
自家移植適応多発性骨髄腫患者における、自家末梢血幹細胞採取不
良が、治療成績に与える影響に関する後方視的検討

血液内科 島崎　千尋

31 〃 2016100303 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業の実施 血液内科 島崎　千尋

32 〃 2016100304 造血細胞移植医療の全国調査 血液内科 島崎　千尋

33 H28.11.15 2016110401
低リスク骨髄異形成症候群におけるダルベポエチンアルファに対す
る反応性に関する解析　W -JHS　MDS01

血液内科 初瀬　真弓

34 〃 2016110402
節外性NK細胞性腫瘍患者（ENKL)に対するハプロ移植患者として軟
骨低形成症疑いのある娘よりの末梢血幹細胞採取の実施および患者
への末梢血幹細胞移植の実施

血液内科 初瀬　真弓

35 〃 2016110403 タダラフィルの下部尿路症状以外の随伴症状への影響を検討 泌尿器科 野本　剛史

36 H29.01.31 2017013001
HER2陰性原発性乳癌に対するdose dense eqirubisin and
cyclophosphamide(EC療法)とnab-paclitaxel(nab-PTX療法)の逐次
療法を検証する第Ⅱ相臨床試験と免疫染色を用いた付随研究

乳腺外科 藤田　佳史



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

37 〃 2017013002 血色素異常症の遺伝子診断 血液内科 島崎　千尋

38 〃 2017013003 中心施設によるグループ臨床研究の一括承認 血液内科 淵田　真一

39 H29.03.21 2017031301
ヘリコバクターピロリ（Hp）除菌療法における除菌レジメン、抗菌
薬耐性の関連の検討

消化器内科 大野　智之

40 H29.03.21 2017031302
当院にて内視鏡受診者の問診内容・健診所見・血液検査成績・内視
鏡所見などデータ解析、および多施設での比較検討

消化器内科 大野　智之

41 H29.04.28 2017042401
ヘリコバクターピロリ（Hp）除菌療法における除菌レジメン、抗菌
薬耐性の関連の検討 オプトアウト形式で行う

消化器内科 大野　智之

42 H29.04.28 2017042402
当院にて内視鏡受診者の問診内容・健診所見・血液検査成績・内視
鏡所見などデータ解析、および多施設での比較検討

消化器内科 大野　智之

43 H29.04.28 2017042403 心ＡＬアミロイドーシスの治療成績に関する後方視的検討 血液内科 島崎　千尋

44 H29.04.28 2017042404 ＮＫ細胞活性がエロツズマブ治療に与える影響に関する研究 血液内科 島崎　千尋

45 H29.04.28 2017042405
未治療多発性骨髄腫における遺伝子解析による治療感受性・予後予
測因子の探索的研究

血液内科 島崎　千尋



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

46 H29.04.28 2017042406
未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家
末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認する
第Ⅱ相臨床研究

血液内科 島崎　千尋

47 H29.06.29 2017062601
外来化学療法を受ける乳がん患者の生活状況によるセルフケア能
力、気がかりの違いと唾液中バイオマーカーを用いたストレス状況
の評価

看護部 門田　典子

48 〃 2017062602
当院に通院する同種造血幹細胞移植後の患者に対して、同種造血細
胞移植を目的とした入院から退院後の生活における苦痛症状を問う
調査票を用いた調査研究

看護部 門田　典子

49 〃 2017062603
多発性骨髄腫に対するカルフィルゾミブの有効性と安全性に関する
京都血液臨床研究グループ（KOTOSG）多施設共同前方視的観察研究

血液内科 淵田　真一

50 H29.06.29 2017062604
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

リウマチ科 坪内　康則

51 〃 2017062605
膝関節鏡下手術を施行した患者の術後悪心・嘔吐の発生頻度とリス
ク因子の検討

京都府立医科大学
　麻酔科学教室 清水　　優

52 H29.07.27 2017072401
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察
研究　All Nippon AF In Elderly Registry (ANAFIE Registry)

内科 大川　善文

53 〃 2017072402

悪性胸水および/または悪性心嚢水合併EGFR T790M陽性非小細胞肺
癌(扁平上皮癌を除く)のEGFR-TKI前治療無効あるいは再発例に対す
るOsimertinibとBevacizumabの併用療法の有効性と安全性の第Ⅱ相試
験

呼吸器内科 竹村　佳純

54 〃 2017072403
子宮頸がん検診におけるＨＰＶ検査の有用性に関するＪＣＨＯ内多
施設共同研究（ＪＣＨＯネットワーク共同研究）

健康管理
センター

村田　健一



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

55 H29.09.29 2017092501
再発又は難治性の骨髄腫を対象にポマリドミド・シクロホスファミ
ド・デキサメタゾン（ＰＣＤ）併用療法をポマリドミド・デキサメ
タゾン（ＰＤ）併用療法と比較する無作為化第Ⅲ相試験

血液内科 淵田　真一

56 H29.11.24 2017112001
ＡＬアミロイドーシスに対する造血幹細胞移植の後方視的検討二次
調査

血液内科 淵田　真一

57 H29.11.24 2017112002

再発の多発性骨髄腫に対するポマリドミド、デキサメタゾン併用療法に関
する第Ⅱ相試験、およびポマリドミド、デキサメタゾン療法でＰＲ未達成
の患者に対するポマリドミド、ボルテゾミブ、デキサメタゾン併用療法に
関する第Ⅱ相試験

血液内科 淵田　真一

58 H29.11.24 2017112003
「くすぶり型多発性骨髄腫の臨床経過調査と新たな層別化システム
の開発」に関する研究

血液内科 淵田　真一

59 H29.11.24 2017112004 多発性骨髄腫に関する多施設共同後方視的調査研究 血液内科 淵田　真一

60 H30.02.13 2018020701
胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の潰瘍治癒及び後出血予
防に及ぼすボノプラザン療法の有効性に関する検討

消化器内科 大野　智之

61 H30.04.19
2018041601

(2016100303)
非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業
内容一部変更

血液内科 村頭　　智

62 H30.07.13 2018070901 糖尿病患者における家庭血圧の重要性に関する調査 内科 坪内　康則

63 H30.07.13 2018070902
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした注射用プロテア
ソーム阻害剤投与後のイキサゾミブとレナリドミド及びデキサメタ
ゾン併用療法における有効性と安全性の多施設共同オープン試験

血液内科 淵田　真一



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

64 H30.07.13 2018070903
再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレ
ナリドミド及びデキサメタゾン併用療法の多施設共同前向き観察研
究

血液内科 淵田　真一

65 H30.07.13 2018070904
H.pylori感染胃炎に対する除菌療法成功後症例の長期観察による、
胃癌発生率に及ぼす影響の検討～長期前向きコホート研究～
【Kyoto pylori 10000】

消化器内科 半田　　修

66 H30.07.13 2018070905
ヘリコバクター・ピロリ菌除菌症例の全国前向き調査
－全国除菌レジストリー－

消化器内科 半田　　修

67 H30.07.13 2018070906
高校生に対するヘリコバクターピロリ菌除菌療法の有効性・安全性
の検討

消化器内科 半田　　修

68 H30.07.13 2018070907 超高齢者胃患者の治療法別予後に関する検討 消化器内科 堀江　隆介

69 H30.08.20
2018081501

(2017072401)

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察
研究　All Nippon AF In Elderly Registry (ANAFIE Registry)
年次報告及び人事異動、社名変更による内容一部変更

内科 大川　善文

70 H30.08.20
2018081502

(2017092501)

再発又は難治性の骨髄腫を対象にポマリドミド・シクロホスファミド・デ
キサメタゾン（ＰＣＤ）併用療法をポマリドミド・デキサメタゾン（Ｐ
Ｄ）併用療法と比較する無作為化第Ⅲ相試験
期間延長及びそれに伴う実施計画書と同意説明書の内容一部変更

血液内科 淵田　真一

71 H30.08.20 2018081503
膀胱尿膜管癌（腺癌）の術後全身リンパ節転移に対するＴＳ-1・Ｃ
ＤＤＰ併用療法

泌尿器科 野本　剛史

72 H30.10.11 2018100301 IgM型ALアミロイドーシスに関する調査研究 血液内科 淵田　真一



承認日 承認番号 課　　題　　名 所属部署 実施責任者

73 H30.10.11
2018100302

(2018070903)

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたイキサゾミブとレナリド
ミド及びデキサメタゾン併用療法の多施設共同前向き観察研究
プロトコール等の一部変更

血液内科 淵田　真一

74

75

76

77

78

79

80

81


