
開催 開催日 研究課題名 報告内容 結果 報告日 通知日
目標（対象）

症例数
終了報告日 承認番号 受付番号

第1回 2006/4/18
新鮮自家骨髄移植による四肢虚血性疾患に対する血管新生療法に関する研
究について

新規研究
修正の上承

認
A0001 00001

第2回 2007/1/17
血液透析患者の心疾患診療における123I-BMIPP SPECTの有用性検討のた
めの調査研究（B-SAFE)について

新規研究
修正の上承

認
B0001 00002

第3回 2007/9/25 矯正用インプラントアンカーの歯科矯正治療の固定源としての応用 新規研究
修正の上承

認
A0002 00003

第4回 2011/6/2 小児治験における保護者心理の分析ーアンケート結果よりー 公表原稿 承認 00004
小児ステロイド剤治験における保護者心理の分析 公表原稿 承認 00005

第5回 2014/1/23
難治性足病変に対するTotal Contact Castを用いた治療の効果に関する多施
設共同研究

新規研究 承認 20例 B0002 00006

陰圧閉鎖療法における新しいドレーピング材料の臨床応用について「陰圧閉
鎖治療用袋」(仮称)

新規研究 却下 50例 00007

第6回 2014/3/11
難治性足病変に対するTotal Contact Castを用いた治療の効果に関する多施
設共同研究

修正事項の確
認

承認 20例 00008

陰圧閉鎖療法における新しいドレーピング材料の臨床応用について「陰圧閉
鎖治療用袋」(仮称)

新規研究 承認 50例 A0003 00009

第7回 2014/5/26 陰圧閉鎖療法を開始する適切な創傷管理の臨床研究計画 新規研究 承認 全体で100例 A0004 00010

コラーゲンペプチド高含有CP10の褥瘡治癒促進効果に関する多施設共同比
較研究

新規研究 承認 2～4例 2015/12/15 B0003 00011

新旧の創傷被覆材を用いた場合の治療の効果に関する研究 新規研究 却下 00012

大腿骨近位部骨折患者の術前作業療法介入に関する研究 新規研究 承認 A0005 00013

第7回_1 陰圧閉鎖療法を開始する適切な創傷管理の臨床研究計画
実施計画書等

の変更
却下 00014

第8回 2014/8/26 陰圧閉鎖療法を開始する適切な創傷管理の臨床研究計画
実施計画書等

の変更
承認 全体で100例 00015

第9回 2014/10/3
Alliance for Revolution and Interventional Cardiology
Advancement(ARIA)2014のライブデモンストレーションの開催承認について

診療 却下 00016

第9回_1 2014/10/16
Alliance for Revolution and Interventional Cardiology
Advancement(ARIA)2014のライブデモンストレーションの開催承認について

診療 承認 C0001 00017

第9回_2
コラーゲンペプチド高含有CP10の褥瘡治癒促進効果に関する多施設共同比
較研究（研究計画書の変更）

実施計画書等
の変更

承認 00018

第10回 2015/3/18
安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキ
サバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）

新規研究 承認 B0004 00019

難治性足病変に対するTotal Contact Castを用いた治療の効果に関する多施
設共同研究

継続審査 承認 00020

陰圧閉鎖療法における新しいドレーピング材料の臨床応用について
実施計画書等

の変更
承認 00021

コラーゲンペプチド高含有CP10の褥瘡治癒促進効果に関する多施設共同比
較研究

継続審査 承認 00022

陰圧閉鎖療法を開始する適切な創傷管理の臨床研究 継続審査 承認 00023

大腿骨近位部骨折患者の術前作業療法介入に関する研究 終了報告

Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement （ARIA）
2014のライブデモンストレーションの開催承認について

終了報告

終了報告

第11回 2015/7/28
大動脈腸骨動脈病変を有する末梢動脈硬化患者に対する血管内治療の予後
に関する多施設・前向き観察研究（OMOTENASHI）

新規研究 承認 B0005 00024

上肢リハビリ支援ロボット（SEMUL）の訓練効果の評価実験 新規研究 却下 00025

顎矯正手術後の回復経過に関する研究 新規研究 承認 A0006 00026

冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通
常脂質低下療法のランダム化

新規研究 承認 B0006 00027

Optima臨床研究 新規研究 承認 30例 B0007 00028

第12回 2015/9/15 上肢リハビリ支援ロボット（SEMUL）の訓練効果の臨床研究 再審査 承認 A0007 00029

移乗介助支援ロボットスーツHALの研究開発（実証試験） 新規 却下 00030

第13回 2015/11/19 移乗介助支援ロボットスーツHALの研究開発（実証試験） 再審査 承認 2015/11/26 A0008 00031

第14回 2015/12/15 レーザースペックルフローグラム（LSFG)検査の臨床研究 新規研究 承認 3群 計100例 A0009 00032

Optima臨床研究
実施計画書等

の変更
承認 30例 00033

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキ
サバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）

継続審査 承認 00034

大動脈腸骨動脈病変を有する末梢動脈硬化患者に対する血管内治療の予後
に関する多施設・前向き観察研究（OMOTENASHI）

実施計画書等
の変更

承認 00035

コラーゲンペプチド高含有CP10の褥瘡治癒促進効果に関する多施設共同比
較研究

終了報告

第14回_1 2016/1/22
非弁膜症性心房細動患者さんに対する内視鏡的左心耳切除術および内視鏡
的肺静脈剥離術

診療 承認 2016/2/2 1例 C0002 00036

第14回_2 2016/4/1
超音波膀胱内尿量モニタ「リリアムα -200」の下部尿路機能障害評価におけ
る有用性の検討

新規観察研究 承認 2016/4/4 B0008 00037

第15回 2016/4/6
思春期に達した口蓋裂患者を対象とする問診項目の検討と問診の試行的実
施－唇裂口蓋裂の診察からのdrop out防止とQOLの向上に向けて－

新規研究 却下 00038

冠動脈バイパス術症例に対する分岐鎖アミノ酸食品摂取の術後蛋白異化抑
制に関するランダム化比較試験

新規研究 承認 A0010 00039

心臓弁膜症手術症例に対する分岐鎖アミノ酸食品摂取の術後蛋白異化抑制
に関するランダム化比較試験

新規研究 承認 A0011 00040

セレン欠乏患者に対するセレン水の調整、投与について
保険適応外薬

の使用
却下 2016/4/12 1例 00041

上肢リハビリロボット（SEMUL）の訓練効果の臨床研究 終了報告

第15回_1 2016/4/11 セレン欠乏患者に対するセレン水の調整、投与について
未承認薬の使

用
承認 2016/4/12 1例 C0003 00042

第15回_2 2016/4/21 急性心筋梗塞への早期有酸素運動療法導入の効果 診療 承認 2016/4/22 C0004 00043

第15回_3 2016/6/3 顎矯正手術後の回復経過に関する研究
実施計画書等

の変更
承認 2016/6/6 00044

第15回_4 2016/6/28
排尿アセスメントに基づいた夜間転倒ハイリスク者を識別するアルゴリズムの
開発

新規研究 承認 2016/7/1 B0009 00045

第15回_5 2016/7/6 大分岡病院における顎矯正手術症例の検討 公表原稿 承認 2016/7/8 50例 D0002 00046

Calciphylaxisによる有痛性潰瘍に対するチオ硫酸ナトリウム投与
医薬品の

適応外使用
承認 2016/7/12 1例 C0005 00047

第16回 2016/9/29 ヘルスソフトウェアによる地域連携の臨床研究 新規研究 承認 100例 A0012 00048

胃X線検診における技師の一次読影の取り組み 公表原稿
修正の上承

認
- D0004 00049

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
（ANAFIE）

新規研究 承認 30例 B0010 00050

顎矯正手術後の回復経過に関する研究 継続審査 承認 50例 00051

大動脈腸骨動脈病変を有する末梢動脈硬化症患者に対する血管内治療の予
後に関する多施設・前向き観察研究（OMOTENASHI Registry）

継続審査 承認 - 00052

冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通
常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD）

終了報告 2016/9/29

第16回_1 2016/10/17 心臓手術後の栄養管理～現状の把握と今後のstrategy～ 公表原稿 承認 - D0003 00053

急性期病院入院患者の口腔の問題とその推移に関する研究 新規研究 承認 150例 A0013 00054

第17回 2016/11/24
下肢慢性創傷入院患者に対するリハビリテーション開始時期の違いが退院時
および退院後の歩行維持率・医療費に及ぼす影響

新規研究
修正の上承

認
60例 B0011 00055

入院中にリハビリテーションを行った下肢慢性創傷患者の入院期間、創傷治
癒率および歩行維持率に関する検討

新規研究
修正の上承

認
B0012 00056

糖尿病足病変による小切断患者の在院日数に与える影響因子に関する検討 公表原稿 承認 D0005 00057
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心臓弁膜症手術症例に対する分岐鎖アミノ酸食品摂取の術後蛋白異化抑制
に関するランダム化比較試験

実施計画書等
の変更

承認 00058

冠動脈バイパス術症例に対する分岐鎖アミノ酸食品摂取の術後蛋白異化抑
制に関するランダム化比較試験

実施計画書等
の変更

承認 00059

第18回 2017/2/21 歩行リハビリ支援ツールTreeによる歩行能力改善効果 新規研究
修正の上承

認
B0013 00060

急性期病院における誤嚥性肺炎患者へのリハビリテーション介入が転帰に与
える影響

公表原稿 承認 D0006 00061

大腿骨頸部骨折術後患者の歩行開始動作時の逆応答現象と体幹運動及び
股関節機能の関連

新規研究
修正の上承

認
A0014 00062

急性心筋梗塞への早期有酸素運動導入の効果 継続審査 承認 00063

骨髄異形成症候群（MDS）画像判定サポートシステム開発研究 新規研究
条件付き承認

（3/22）
B0014 00064

口蓋裂に対するLatham装置を用いた術前矯正治療 診療 承認 C0006 00065

第18回_1 2017/6/16 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジストリー研究 新規研究 承認 2017/6/23 2017/6/23 30例 B0015 00066

第18回_2 2017/7/11
自己管理型ノートの改善と地域連携によって心不全の再入院を回避できた1
症例

公表原稿 承認 D0007 00067

冠動脈バイパス術症例に対する分岐鎖アミノ酸食品摂取の術後蛋白異化抑
制に関するランダム化比較研究

継続審査 承認 00068

心臓弁膜症手術症例に対する分岐鎖アミノ酸食品摂取の術後蛋白異化抑制
に関するランダム化比較研究

継続審査 承認 00069

大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジストリー研究
実施計画書等

の変更
承認 00070

大動脈腸骨動脈病変を有する末梢動脈硬化症患者に対する血管内治療の予
後に関する多施設・前向き観察研究

継続審査
計画書変更

承認 00071

第18回_3 2017/8/4 維持血液透析患者におけるワーファリン使用状況の調査 新規研究 承認 2017/8/4 2017/8/4 - A0014 00072

第18回_4 2017/9/11 腎疾患患者の服薬に関する患者および医療従事者のアンケート調査 新規研究 承認 2017/9/11 2017/9/11 Ａ0015 00073

第18回_5 2017/9/21
末期慢性心不全患者の呼吸苦に対するモルヒネ塩酸塩内用液剤の投与】の
実施（適応外使用）の可否について

医薬品の
適応外使用

承認 2017/9/27 2017/9/27 対象1例 C0007 00074

第18回_6
末期慢性心不全患者の呼吸苦に対するモルヒネ塩酸塩剤の投与（適応外使
用）

医薬品の
適応外使用

- C0008 00075

第18回_7 2017/11/30
非弁膜症性心房細動患者を対象としたカテーテルアブレーション周術期にお
ける経口FXa阻害剤エドキサバンの有効性及び安全性評価のための多施設
共同臨床研究

新規研究 承認 2017/12/2 2017/12/2 30症例 B0016 00076

第19回 2018/1/9 疫学調査「口腔がん登録」 新規研究 承認 2018/1/12 2018/1/15 2例 B0017 00077

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
（ANAFIE）

実施計画書等
の変更

継続審査
承認 2018/1/12 2018/1/15 6例 00078

2017/7/18 2017/7/20

A：院内自主研究　B：多施設共同研究（他施設主導）　C：診療に係るもの　D：公表原稿

2016/12/5

2016/12/5

2017/3/10 2017/3/13


