
承認された臨床研究一覧（2021年度）

№ 所　　　属 職　　　種 氏　　　　　名 研究課題 許可日

1347 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐性メ
カニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年4月7日 特定臨床研究

1348 小児科 医員 田尻　雄二郎 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 2021年5月24日 多施設共同研究

1349 消化器外科 副部長 門川　佳央 ロボット支援下胃切除導入の安全性に関する研究 2021年7月1日 多施設共同研究

1350 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年4月12日 特定臨床研究

1351 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シク
ロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT
PTCY19-

2021年4月19日 特定臨床研究

1352 小児科 医員 舞鶴賀奈子 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 2021年6月4日 多施設共同研究

1353 放射線部 医員 辻　優一 大動脈解離発症時のCTより発症前大動脈径を推測する研究 2021年7月1日 多施設共同研究

1354 呼吸器外科 医員 宮本　英 胸壁に発生した巨大なueuroendocrine composite hemangioendotheliomaの一切除例

1355 整形外科 部長 中山　富貴 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究〔一部変更〕 2021年6月4日 多施設共同研究

1356 眼科 医員 溝口　周作
低加入度分節眼内レンズ（レンティスコンフォート）を使用した術後視力とmini-monovisionの
効果

1357 循環器内科 医員 三宅　誠
大動脈弁狭窄症患者に対する治療法選択とその予後を検討する多施設前向きコホート研
究　CURRENT AS2 Registry-2

2021年6月4日 多施設共同研究
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1358 循環器内科 医員 三宅　誠
超音波デジタル画像のナショナルデータベース構築と人工知能支援型超音波診断システ
ム開発に関する研究（AMED-AI）

2021年6月4日 多施設共同研究

1359 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固療法を
基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダム化比較研
究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2021年4月23日 特定臨床研究

1360 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨床
研究〕(一部変更)

2021年4月23日 特定臨床研究

1361 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シク
ロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT
PTCY19-

2021年4月23日 特定臨床研究

1362 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シク
ロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT
PTCY19-

2021年4月23日 特定臨床研究

1363 脳神経内科 副部長 野寺　裕之 人工知能（AI）を用いた音声認識システムの臨床応用 2021年6月4日

1364 脳神経内科 副部長 野寺　裕之 人工知能（AI）を用いた神経生理検査の自動判別とデータ取得 2021年6月4日

1365 耳鼻咽喉科 部長 児嶋　剛 バセドウ病に対する甲状腺亜全摘手術の成績 2021年7月1日

1366 泌尿器科 副部長 川西　博晃 泌尿器科癌患者における骨吸収抑制剤関連顎骨壊死の臨床的検討 2021年6月4日

1367 循環器内科 部長 田村　俊寛
至適な血管内超音波ガイド経皮的冠動脈インターベンションの複雑性病変における臨床経
過を評価する前向き観察研究　OPTIVUS-Complex PCI〔特定臨床研究〕

2021年5月7日 特定臨床研究

1368 血液内科 部長 赤坂　尚司 造血器疾患における遺伝子異常・エピジェネティクス異常の網羅的解析研究 2021年5月12日 中央倫理審査臨床研究
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1369 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シク
ロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT
PTCY19-

2021年5月20日 特定臨床研究

1370 循環器内科 部長 田村　俊寛
癌合併の下腿限局型深部静脈血栓症に対する最適な抗凝固療法の投与期間を検証する
研究（ONCO DVT Study）〔特定臨床研究〕

2021年5月20日 特定臨床研究

1371 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下における
無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2021年5月20日 特定臨床研究

1372 循環器内科 部長 田村　俊寛
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　traial〔一部
変更〕

2021年5月20日 特定臨床研究

1373 循環器内科 部長 田村　俊寛
うっ血性心不全（心性浮腫）患者における五苓散追加投与の浮腫に対する有効性を検証す
る研究　GOREISAN-HF Trial

2021年5月20日 特定臨床研究

1374 内科 シニアレジデント 丸口　直人 肺非結核性抗酸菌症と慢性肺アスペルギルス症の合併例についての検討 2021年7月1日

1375 総合内科 医員 佐田　竜一
待機的結腸/直腸手術における、セフメタゾールとフロモキセフの手術部位感染症に対する
予防効果比較

2021年7月1日

1376 天理医療大学看護学科 教授 奥田　眞紀子
訪問看護計画書の内容に対する教育支援の実際と効果に関する研究　－訪問看護ステー
ションにおける訪問看護計画書の内容に関する実態調査－

2021年7月1日

1377 薬剤部 薬剤師 雪矢　良輔
関節リウマチ患者におけるエタネルセプトの先行バイオ医療薬とバイオ後発品の有効性・安
全性の評価

2021年7月1日

1378 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年5月21日 特定臨床研究

1379 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨床
研究〕(一部変更)

2021年5月27日 特定臨床研究
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1380 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条件下における
無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2021年6月1日 特定臨床研究

1381 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年6月1日 特定臨床研究

1382 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固療法を
基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダム化比較研
究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2021年6月1日 特定臨床研究

1383 脳神経内科 部長 末長　敏彦
パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの上
乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験：DATSZ-PD　study〔特定臨床研究〕一部変
更

2021年6月1日 特定臨床研究

1384 総合診療教育部 医員 柏原　英里子
ESBL産生菌菌血症によるセフメタゾールとカルバペネム系抗菌薬の効果を比較する
後方視的研究

2021年8月2日

1385 放射線部 医員 片桐　幸大
局所進行非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線療法+地固めdurvalumab療法の多施
設後向き研究

2021年7月20日 多施設共同研究

1386 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐性メ
カニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年6月1日 特定臨床研究

1387 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
難治性副腎疾患の診察に直結するエビデンス創出:JRAS（多施設共同研究）〔一部
変更〕

2021年6月1日 中央倫理審査臨床研究

1388 循環器内科 副部長 近藤　博和
心不全患者の症状緩和におけるモルヒネ投与の有効性と安全性に関する多施設共同
前向き観察研究（Morphine-HF-Study）〔一部変更〕

2021年8月2日 多施設共同研究

1389 歯科・口腔外科 歯科衛生士 大塚　菜々子
白川分院（療養病棟・リハビリテーション病棟）の口腔ケア導入による患者の満足
度と口腔衛生の意識について

2021年7月20日

1390 総合内科 医員 真辺　諄 SLE患者におけるHCQ処方割合と非処方理由についての検討 2021年7月20日
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1391 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年6月8日 特定臨床研究

1392 呼吸器内科 医員 安田　武洋
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）
患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究（J-TAIL2）

2021年7月20日 多施設共同研究

1393 放射線部 技師長 錦　成郎 胸部X線写真における間質性肺炎の早期発見に関する研究 2021年7月20日 多施設共同研究

1394 血液内科 部長 赤坂　尚司 日本における血液疾患患者を対象とするCOVID-19罹患状況、予後に関する横断研究 2021年7月20日 多施設共同研究

1395 循環器内科 部長 田村　俊寛
実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの有
効性および安全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験-NEXT
Trial:Extended Follow-up Study-

2021年7月20日 多施設共同研究

1396 循環器内科 部長 田村　俊寛
うっ血性心不全（心性浮腫）患者における五苓散追加投与の浮腫に対する有効性を
検証する研究　GOREISAN-HF Trial

2021年6月21日 特定臨床研究

1397 血液内科 部長 赤坂　尚司

未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボルテゾミブ・レナリドミド・デキ
サメタゾンを用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞移植、ダラツムマブ・レナリ
ドミド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及びレナリドミドを用いた維持療法の
臨床効果と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験（TRIMM1707）〔特定臨床研究〕

2021年6月21日 特定臨床研究

1398 血液内科 部長 赤坂　尚司 ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・副作用に関する研究 2021年6月21日 中央倫理審査臨床研究

1399 放射線部 医員 片桐　幸大
鼻腔・副鼻腔癌に対し、TS-1を利用した術前化学放射線療法の治療成績に関する検
討

2021年8月6日

1400 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固
療法を基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダ
ム化比較研究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2021年6月24日 特定臨床研究

1401 消化器外科 副部長 門川　佳央 残胃癌に対する低侵襲手術の有用性・妥当性の検討　多施設共同後ろ向き観察研究 2021年8月6日 多施設共同研究
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1402 消化器外科 副部長 門川　佳央
2型糖尿病を有する胃癌患者に対する幽門側胃切除術後の消化管再建法が糖尿病経過へ
与える影響に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2021年8月6日 多施設共同研究

1403 循環器内科 医員 三宅　誠 単心室血行動態患者におけるグレン手術後の長期予後に関する研究 2021年8月6日

1404 緩和ケア科 部長 加藤　恭郎
緩和ケア病棟における終末期がん患者の発熱に対するジクロフェナクナトリウム経皮吸収型
製剤の有用性

2021年8月6日

1405 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2021年6月29日 特定臨床研究

1406 循環器内科 部長 田村　俊寛
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　traial〔一部
変更〕

2021年7月5日 特定臨床研究

1407 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐性メ
カニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年7月6日 特定臨床研究

1408 循環器内科 部長 田村　俊寛
至適な血管内超音波ガイド経皮的冠動脈インターベンションの複雑性病変における臨床経
過を評価する前向き観察研究　OPTIVUS-Complex PCI〔特定臨床研究〕

2021年7月6日 特定臨床研究

1409 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シク
ロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT
PTCY19-

2021年7月13日 特定臨床研究

1410 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年7月13日 特定臨床研究

1411 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨床
研究〕(一部変更)

2021年7月19日 特定臨床研究

1412 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固療法を
基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダム化比較研
究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2021年7月19日 特定臨床研究
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1413 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
肺Mycobacterium abscessus subsp.abscessus症に対する間欠的マクロライドおよび長期点
滴療法の有効性についての検討〔一部変更〕

2021年9月13日

1414 麻酔科 専攻医 三島　洋輝
鎮静・局所麻酔管理での経カテーテル的大動脈弁置換術中の気道確保に対する下顎拳上
デバイスの有効性の検討

2021年12月1日

1415 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療法に治療
奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安全性を確認
する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2021年7月20日 特定臨床研究

1416 産婦人科 医員 松原　慕慶 子宮筋腫と子宮肉腫を術前に鑑別するアルゴリズム作成のための研究 2021年9月13日 多施設共同研究

1417 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年7月26日 特定臨床研究

1418 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐性メ
カニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年7月26日 特定臨床研究

1419 臨床検査部 臨床検査技師 中西　琴音 LAMP法を用いたpneumocystis jiroveciiの検査法の確立 2021年9月13日

1420 耳鼻咽喉科 部長 児嶋　剛 口蓋扁桃摘出術後疼痛に対するPGAシートの疼痛抑制効果の検討 2021年9月13日

1421 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐性メ
カニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年8月2日 特定臨床研究

1422 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2021年8月2日 特定臨床研究

1423 臨床検査部 臨床検査技師 髙橋　光一郎 SARA-CoV-2-SP抗体における各試薬メーカー間の比較検討 2021年9月27日
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1424 呼吸器内科 医員 加持　雄介
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）患者
に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究（J-TAIL2）におけるバイオ
マーカー探索研究

2021年10月20日 多施設共同研究

1425 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植後シク
ロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT
PTCY19-

2021年8月4日 特定臨床研究

1426 循環器内科 部長 田村　俊寛
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　traial〔一部
変更〕

2021年8月10日 特定臨床研究

1427 血液内科 部長 赤坂　尚司 ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・副作用に関する研究 2021年8月10日 中央倫理審査臨床研究

1428 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年8月10日 特定臨床研究

1429 循環器内科 医員 坂本　二郎
静脈血栓塞栓症患者の診療実態とその予後を検討する多施設ヒストリカルコホート研究
COMMAND VTE Registry2

2021年9月27日 多施設共同研究

1430 消化器外科 医員 森野　甲子郎
BRAF V600E変異陽性切除不能大腸癌肝転移に対するconversion療法に関する多施設
共同前向き観察研究

2021年9月27日 多施設共同研究

1431 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固
療法を基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダ
ム化比較研究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2021年8月24日 特定臨床研究

1432 循環器内科 医員 西内　英 再発性、難治性心房租細動を対象としたケミカルアブレーション 2021年10月22日

1433 臨床検査部 主任臨床検査技師 木下　真紀 変異ヘモグロビンがHbA1c値に与える影響 2021年10月20日

1434 循環器内科 医員 坂本　二郎
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する
前向き観察研究　STAR-ACS（多施設共同研究）〔一部変更〕

2021年10月20日 多施設共同研究

8/20



承認された臨床研究一覧（2021年度）

1435 循環器内科 部長 田村　俊寛
実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの有
効性および安全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験-NEXT
Trial:Extended Follow-up Study-

2021年10月20日 多施設共同研究

1436 循環器内科 部長 田村　俊寛
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板療法をP2Y12阻害薬
単剤とすることの安全性を評価する研究（STOPDAPT-3）〔特定臨床研究〕

2021年8月27日 特定臨床研究

1437 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
間質性肺炎合併症癌における免疫チェックポイント阻害薬の安全性と有効性を検討
する多施設後方視的研究

2021年10月20日 多施設共同研究

1438 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究（PROMISE
study）〔一部変更〕

2021年10月20日 多施設共同研究

1439 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
iPPFE（特発性胸膜肺実質線維弾性症）のelastin代謝に関連した病態解明とその制
御〔一部変更〕

2021年10月20日 多施設共同研究

1440 呼吸器内科 副部長 橋本　成修
特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システム
を用いた診断標準化に基づく疫学データの創出‐AI診断システムと新規バイオマー
カーの開発‐〔一部変更〕

2021年10月20日 多施設共同研究

1441 臨床検査部 主任臨床検査技師 木下　真紀 診療側の対応調査からみた極異常値速報の妥当性評価 2021年10月12日

1442 臨床検査部 臨床検査技師 吉岡　明治
深部静脈血栓症の診断における可溶性フィブリンモノマー複合体の有用性の検討
〔一部変更〕

2021年10月20日

1443 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2021年9月1日 特定臨床研究

1444 脳神経内科 非常勤医師 橋本　修治 複合筋活動電位（CMAP）によるリード線効果の検証 2021年9月3日

1445 小児科 部長 土井　拓
日本先天性心疾患インターベンション学会レジストリーへのオンライン登録　-
JCIC-R-

2021年9月6日 中央倫理審査臨床研究
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1446 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐
性メカニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年9月6日 特定臨床研究

1447 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2021年9月6日 特定臨床研究

1448 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨
床研究〕(一部変更)

2021年9月7日 特定臨床研究

1449 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年9月13日 特定臨床研究

1450 総合内科 医員 三宅　啓史
関節リウマチ患者におけるインフリキシマブ治療開始14週後の血中濃度測定意義に
ついて

2021年10月20日 多施設共同研究

1451 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植
後シクロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床
試験　-JSCT PTCY19-

2021年9月16日 特定臨床研究

1452 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年9月16日 特定臨床研究

1453 放射線部 医員 中井　浩嗣
門脈狭窄に対する門脈ステント留置術：長期的な有効性とステント閉塞の危険因子
に関する検討（多機関後ろ向き研究）

2021年12月24日 多施設共同研究

1454 内分泌内科 医員 岡村　真太郎 難治性副腎疾患の診察に直結するエビデンス創出:JRAS（多施設共同研究） 2021年9月24日 中央倫理審査臨床研究

1455 血液内科 部長 赤坂　尚司 ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・副作用に関する研究 2021年9月24日 中央倫理審査臨床研究

1456 循環器内科 部長 田村　俊寛
超薄型ストラット薬剤溶出ステントと薄型ストラット薬剤溶出ステントの実臨床条
件下における無作為化比較研究：CASTLE Study〔特定臨床研究〕(一部変更)

2021年10月6日 特定臨床研究
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1457 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2021年10月7日 特定臨床研究

1458 循環器内科 部長 田村　俊寛
うっ血性心不全（心性浮腫）患者における五苓散追加投与の浮腫に対する有効性を
検証する研究　GOREISAN-HF Trial

2021年10月11日 特定臨床研究

1459 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2021年10月11日 特定臨床研究

1460 耳鼻咽喉科 副部長 岡上　雄介 日本における頭頚部悪性腫瘍登録事業の実施 2021年11月17日 多施設共同研究

1461 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年10月13日 特定臨床研究

1462 脳神経内科 部長 末長　敏彦
日本における原因不明の感染性CNS感染症患者を対象とした病原体としてのダニ媒
介脳炎ウイルス（TBEV）〔及びBorrelia burgdorferi sensu lato群の遺伝子種に
属する細菌〕の寄与割合に関する疫学研究

2021年11月17日 多施設共同研究

1463 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2021年10月20日 特定臨床研究

1464 循環器内科 部長 田村　俊寛
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
traial〔一部変更〕

2021年10月22日 特定臨床研究

1465 泌尿器科 副部長 川西　博晃 前立腺がんに対するロボット支援根治的前立腺全摘術の多機関共同観察研究 2021年11月17日 多施設共同研究

1466 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人における遺伝性（家族性）造血器疾患に関する遺伝子解析研究（G1242） 2021年10月28日 中央倫理審査臨床研究

1467 脳神経外科 副部長 藤本　基秋 頸動脈血行再建術が視機能に与える影響 2021年11月17日
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1468 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2021年11月1日 特定臨床研究

1469 血液内科 部長 赤坂　尚司 造血器疾患における遺伝子異常・エピジェネティクス異常の網羅的解析研究 2021年11月1日 中央倫理審査臨床研究

1470 循環器内科 部長 田村　俊寛
肥大型心筋症患者における診療の実態調査および突然死/拡張相への移行に関する
新規予測プログラムの開発とその検証のための多施設後向き登録研究　REVEAL-HCM

2021年11月1日 中央倫理審査臨床研究

1471 消化器内科 部長 大花　正也 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 2021年12月1日 多施設共同研究

1472 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2021年11月4日 特定臨床研究

1473 白川分院薬局 薬局長 池西　政幸 精神疾患患者における血清中リチウム濃度と年齢および腎機能との関連性 2021年12月1日

1474 麻酔科 専攻医 川上　由奈
ナトリウム・グルコース共輸送体2阻害薬（sodium glucose cortansporter2
inhibitor:SGLT2阻害薬）内服中の糖尿病患者における術前のSGLT2阻害薬休薬が周
術期の正常血糖ケトアシドーシスの発症率に影響を及ぼすか否かの検討

2022年2月15日

1475 呼吸器内科 医員 加持　雄介
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　-多施設共同前向き観察研究-

2022年2月15日 多施設共同研究

1476 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年11月16日 特定臨床研究

1477 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2021年11月16日 特定臨床研究

1478 消化器外科 医員 加藤　滋
2型糖尿病患者に対する消化器悪性腫瘍手術において術前血糖コントロールが術後
成績に及ぼす影響に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2022年2月15日 多施設共同研究
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1479 循環器内科 部長 田村　俊寛
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
traial〔一部変更〕

2021年11月24日 特定臨床研究

1480 循環器内科 副部長 近藤　博和
実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（XIENCE VTM）とシロリムス溶出性
ステント（CYPHERTM）の有効性および安全性についての多施設前向き無作為化オー
プンラベル比較試験：長期追跡試験〔一部変更〕

2021年11月24日 多施設共同研究

1481 内科 シニアレジデント 山本　亮 ANCA関連血管炎と肺非結核性抗酸菌症の合併例に関する検討 2022年2月15日

1482 血液内科 部長 赤坂　尚司
HLA適合または1-2 allele不適合ドナーからの同種末梢血幹細胞移植における移植
後シクロホスファミドを用いたGVHD予防法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床
試験　-JSCT PTCY19-

2021年11月25日 特定臨床研究

1483 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨
床研究〕(一部変更)

2021年11月25日 特定臨床研究

1484 緩和ケア科 部長 加藤　恭郎 緩和ケア病棟におけるがん悪液質の栄養管理 2021年12月15日

1485 放射線部 主任診療放射線技師 辻　昭夫 当院における正常心筋のT1値の推定に関する研究 2021年12月15日

1486 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2021年12月9日 特定臨床研究

1487 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐
性メカニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2021年12月9日 特定臨床研究

1488 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2021年12月9日 特定臨床研究

1489 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2021年12月9日 特定臨床研究

13/20



承認された臨床研究一覧（2021年度）

1490 臨床検査部 臨床検査技師 永井　直治 多項目自動血球分析装置XRシリーズの疾患データベース構築 2022年2月15日

1491 放射線部 医員 中井　浩嗣
腹部大動脈ステントグラフト挿入術時における予防的分枝塞栓術の、タイプ2エン
ドリーク制御効果に関する検討

2022年2月15日

1492 呼吸器内科 特定嘱託部長 田口　善夫
間質性肺炎合併症肺癌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

2021年12月16日 他施設共同研究

1493 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
原発性アルドステロン症の診断・治療に関する国際共同研究”Global Primary
Aldosteronism in Study(GPAS)”

2021年12月16日 他施設共同研究

1494 総合内科 医員 三宅　啓史
関節リウマチ患者におけるインフリキシマブ治療開始14週後の血中濃度測定意義に
ついて

2021年12月24日 多施設共同研究

1495 在宅世話どりセンター 顧問 中村　義徳 在宅での床ずれ危険度チェック表の使用経験 2021年12月24日

1496 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固
療法を基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダ
ム化比較研究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2021年12月27日 特定臨床研究

1497 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2021年12月27日 特定臨床研究

1498 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2021年12月27日 特定臨床研究

1499 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2021年12月27日 特定臨床研究

1500 臨床検査部 臨床検査技師 松村　充子
血清クレアチニン測定における検体ブランクによる測定誤差の頻度を明確にし、小
数点第2位までの報告を可能とする方法に関する研究

2022年1月6日
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1501 総合診療教育部 副部長 佐田　竜一 リウマチ性胸水を有する臨床的特徴及び胸水の検査データの検討 2022年2月26日

1502 消化器外科 部長 待本　貴文 大腸癌肝転移に対する肝切除法と予後に関する多機関共同前向き観察研究 2022年1月17日 中央倫理審査臨床研究

1503 循環器内科 部長 田村　俊寛
うっ血性心不全（心性浮腫）患者における五苓散追加投与の浮腫に対する有効性を
検証する研究　GOREISAN-HF Trial

2022年1月14日 特定臨床研究

1504 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
原発性アルドステロン症の診断・治療に関する国際共同研究”Global Primary
Aldosteronism in Study(GPAS)”

2022年1月14日 他施設共同研究

1505 内分泌内科 医員 岡村　真太郎
疾患レジストリを活用した原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビデ
ンス構築

2022年1月17日 中央倫理審査臨床研究

1506 泌尿器科 部長 奥村　和弘 切除不能尿路上皮癌の治療に関する多機関共同観察研究 2022年1月24日 中央倫理審査臨床研究

1507 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨
床研究〕(一部変更)

2022年1月24日 特定臨床研究

1508 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2022年1月24日 特定臨床研究

1509 血液内科 部長 赤坂　尚司

未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボルテゾミブ・レナリドミド・デキ
サメタゾンを用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞移植、ダラツムマブ・レナリ
ドミド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及びレナリドミドを用いた維持療法の
臨床効果と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験（TRIMM1707）〔特定臨床研究〕

2022年1月24日 特定臨床研究

1510 呼吸器内科 部長 羽白　高
統合レジストリによる多発性筋炎/皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療基盤の
構築

2022年1月31日 中央倫理審査臨床研究

1511 脳神経内科 部長 末長　敏彦
日本における原因不明の感染性CNS感染症患者を対象とした病原体としてのダニ媒
介脳炎ウイルス（TBEV）〔及びBorrelia burgdorferi sensu lato群の遺伝子種に
属する細菌〕の寄与割合に関する疫学研究

2022年3月9日 多施設共同研究
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1512 血液内科 部長 赤坂　尚司 ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・副作用に関する研究 2022年2月9日 中央倫理審査臨床研究

1513 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2022年2月7日 特定臨床研究

1514 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2022年2月7日 特定臨床研究

1515 消化器外科 副部長 門川　佳央
腹腔鏡下胃癌手術後の腹腔内感染症合併症の予防に対するポリグリコール酸シート
の有効性と安全性に関する第Ⅱ相臨床試験

2022年2月7日 特定臨床研究

1516 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2022年2月7日 特定臨床研究

1517 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2022年2月7日 特定臨床研究

1518 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2022年2月9日 特定臨床研究

1519 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2022年2月9日 特定臨床研究

1520 循環器内科 部長 田村　俊寛
うっ血性心不全（心性浮腫）患者における五苓散追加投与の浮腫に対する有効性を
検証する研究　GOREISAN-HF Trial

2022年2月9日 特定臨床研究

1521 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2022年2月9日 特定臨床研究

1522 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人における遺伝性（家族性）造血器疾患に関する遺伝子解析研究（G1242） 2022年2月9日 中央倫理審査臨床研究
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1523 循環器内科 部長 田村　俊寛
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
traial〔一部変更〕

2022年2月9日 特定臨床研究

1524 白川分院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 理学療法士 森　光
回復期リハビリテーション病棟の転倒転落事故と転倒転落アセスメントシート及び
機能的自立度評価の関連について（後ろ向き調査）

2022年2月15日

1525 企画準備室 臨床検査部　副技師長 下村　大樹 レセプトデータを用いた外来迅速検体検査加算の算定状況の検証 2022年2月15日

1526 放射線部診断部門 特定嘱託部長 野間　惠之 低侵襲・動的呼吸機能検査技術の開発とその評価 2022年3月25日

1527 耳鼻咽喉科 医員 大槻　周也 頭頚部の希少腫瘍における疫学、経過、治療成績、および予後の検証 2022年2月18日 多施設共同研究

1528 循環器内科 部長 田村　俊寛
癌合併の下腿限局型深部静脈血栓症に対する最適な抗凝固療法の投与期間を検証す
る研究（ONCO DVT Study）〔特定臨床研究〕

2022年2月16日 特定臨床研究

1529 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2022年3月2日 特定臨床研究

1530 消化器内科 医員 南　竜城
奈良県における専用プラスチックステントを用いた超音波内視鏡下肝管胃吻合術の
導入成績

2022年3月11日 多施設共同研究

1531 産婦人科 医員 松原　慕慶 本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術の実態調査 2022年4月12日 多施設共同研究

1532 放射線部 医員 片桐　幸大
局所進行非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線療法+地固めdurvalumab療法の多
施設後向き研究

2022年4月12日 多施設共同研究

1533 臨床検査部 臨床検査技師 吉岡　明治 深部静脈血栓症診断における凝固・線溶波形解析の有用性の評価 2022年4月12日
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1534 血液内科 部長 赤坂　尚司 ベネトクラクス血中濃度の個体間変動と効果・副作用に関する研究 2022年3月10日 中央倫理審査臨床研究

1535 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2022年3月10日 特定臨床研究

1536 血液内科 部長 赤坂　尚司 成人急性リンパ性白血病に対する治療プロトコール　-ALL/MRD2019- 2022年3月10日 特定臨床研究

1537 血液内科 部長 赤坂　尚司
急性前骨髄球性白血病に対しATRAとATOを併用した寛解導入及び地固め療法　-JSCT
APL2021-

2022年3月16日 特定臨床研究

1538 血液内科 部長 赤坂　尚司
FLT3-ITD陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病を対象とした、キザルチニブの耐
性メカニズム及び有効性を評価する第Ⅱ相臨床試験(‐JSCT FLT3-AML20‐)

2022年3月16日 特定臨床研究

1539 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2022年3月16日 特定臨床研究

1540 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療の高齢多発性骨髄腫に対する新規薬剤と自家移植を組み合わせたシークエン
ス治療を固定期間で行う有効性・安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相試験　JSCT
EMM21

2022年3月16日 特定臨床研究

1541 総合診療教育部 ジュニアレジデント 木下　慶一郎 関節リウマチ関連リンパ増殖性疾患の病理学的検討 2022年4月28日

1542 循環器内科 医員 西内　英 リード抜去症例の実態調査（J-LEXレジストリ） 2022年8月2日 多施設共同研究

1543 消化器外科 副部長 門川　佳央 大腸癌術後合併症と術後補助化学療法施行及び予後への影響　-JFMC-DB2020-03- 2022年3月22日 中央倫理審査臨床研究

1544 消化器外科 副部長 門川　佳央 腎機能障害患者における大腸癌補助化学療法の検証　-JFMC-DB2020-02- 2022年3月22日 中央倫理審査臨床研究
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1545 消化器外科 副部長 門川　佳央
大腸がん　T１/T２、N(+)症例における術後補助化学療法の有用性　-JFMC-DB2020-
01-

2022年3月22日 中央倫理審査臨床研究

1546 循環器内科 部長 田村　俊寛
がん合併の低リスク肺塞栓症患者の最適な抗凝固療法の投与期間を検証する研究
〔ONCO PE Trial〕

2022年3月22日 特定臨床研究

1547 脳神経内科 部長 末長　敏彦
脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固
療法を基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダ
ム化比較研究：STABLED study〔特定臨床研究〕一部変更

2022年3月25日 特定臨床研究

1548 循環器内科 医員 榎本　操一郎
大腿膝窩動脈病変に対する薬剤溶出性バルーンと薬剤溶出性ステントの治療成績比
較（CAPRICORN）

2022年3月24日 中央倫理審査臨床研究

1549 循環器内科 医員 坂本　二郎
成人発症型末梢性肺動脈狭窄症の全国実態調査及び診断・治療効果の検証　-
Adult-PPS-

2022年3月24日 中央倫理審査臨床研究

1550 血液内科 部長 赤坂　尚司
未治療多発性骨髄腫に対するダラツムマブ、レナリドミドおよびデキサメサゾン療
法に治療奏効で層別化する地固め療法を用いた自家末梢血幹細胞移植の有効性と安
全性を確認する第Ⅱ相臨床試験　-JSCT MM20-

2022年3月24日 特定臨床研究

1551 血液内科 部長 赤坂　尚司

未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボルテゾミブ・レナリドミド・デキ
サメタゾンを用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞移植、ダラツムマブ・レナリ
ドミド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及びレナリドミドを用いた維持療法の
臨床効果と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験（TRIMM1707）〔特定臨床研究〕

2022年3月24日 特定臨床研究

1552 総合内科 医員 三宅　啓史 膠原病患者におけるポリファーマシーの実態調査 2022年4月28日

1553 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨
床研究〕(一部変更)

2022年3月25日 特定臨床研究

1554 血液内科 部長 赤坂　尚司
日本人骨髄増殖性腫瘍患者における二次がんとしてリンパ系腫瘍の発症に関する全
国調査

2022年6月28日 多施設共同研究

1555 循環器内科 部長 田村　俊寛
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
traial〔一部変更〕

2022年3月30日 特定臨床研究
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1556 循環器内科 医員 榎本　操一郎
慢性血栓塞栓性肺高血圧症（Chronic thrimboembolic Pulmonary
Hypertension:CTEPH）に対するBalloon pulmonary angioplasty(BPA)の有効性と安
全性に関する多施設レジストリー研究〔一部変更〕

2022年3月31日 多施設共同研究

1557 消化器内科 部長 大花　正也

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌
患者に対するmFOLFOX6＋ベバスズマブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験：PARADIGM study〔特定臨
床研究〕(一部変更)

2022年3月30日 特定臨床研究

1558 脳神経外科 副部長 藤本　基秋
血栓吸引カテーテルを用いた機械的血栓回収療法の効果と安全性に関する多施設共
同登録研究

2022年6月28日 多施設共同研究

1559 産婦人科 医員 松原　慕慶 卵巣未熟奇形腫の悪性度を判定するバイオマーカーの同定を目指した臨床研究 2022年6月28日 多施設共同研究

1560 消化器内科 医員 木村　勇斗
プロトンポンプ阻害薬中止による胃過形成性ポリープ縮小効果に関する多機関共同
前向き観察研究

2022年3月31日 多施設共同研究
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