
所属 職名 氏名

２９－１ 本邦小児におけるカンデサルタン　シレキセチルの使用実態調査 循環器小児科 副部長 石口　由希子 承認

２９－２
肝細胞癌（HCC)における肝動脈塞栓化学療法（TACE)の治療効果予測スコア作
成のためのTACE繰り返しHCC症例の後ろ向き検討　多施設共同研究

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２９－３ がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究（Ver1.4） 外科 部長 丁田　泰宏 承認

２９－４ 急性冠症候群患者における脂質リスクとコントロールに関する前向き観察研究 循環器内科 部長 臺　和興 承認

２９－５ 肺門部浸潤肺癌の治療成績の検討 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２９－６ 胎児診断された先天性横隔膜ヘルニア症例の検討：全国調査後の治療成績 小児外科 部長 今治　玲助 承認

２９－７ 咽頭気管分離術への新たなアプローチ：低侵襲かつ気管腕頭動脈瘻を防ぐ 小児外科 部長 今治　玲助 承認

２９－８ Bianchi 法による根治術を施行した先天性肺気道奇形胎児診断症例の検討 小児外科 部長 今治　玲助 承認

２９－９
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口接種が不可能になった切除不能進行・再
発胃癌症例に対する Surgical intervention の意義と適応に関する QOL Score
を使用した前向きコホート研究

外科 副部長 石田　道拡 承認

２９－１０
後ろ向き観察研究　急性腹症患者における腹部CT所見（糞便性大腸炎、閉塞
性大腸炎）に関する疫学研究

救急科 部長 市場　稔久 承認

２９－１１ 帝王切開術後 PDPH の検討 麻酔集中治療科 医師 藤中　和三 承認

２９－１２ 全身性エリテマトーデスの臨床的特徴・予後に関する後ろ向き観察研究 リウマチ・膠原病科 後期研修医 荒木　慧 承認

２９－１３
EGFR-TKI 服用患者における薬剤師外来の取り組み
（電子カルテを用いた後方的な観察研究）

薬剤部 薬剤師 伊藤　実里 承認

２９－１４ ペランパネルにより攻撃性を起こす要因の検討 薬剤部 薬剤師 益田　彩加 承認

２９－１５
２型糖尿病教育入院患者における退院時のインスリン療法要否の予測因子に
関する検討

薬剤部 薬剤師 石田　翔 承認

２９－１６ 「おいしい　ありがとう」が言えた終末期がん患者の最期 看護部 主任看護師 仁井山　由香 承認

２９－１７ 集中治療室における患者参加型看護計画の有効性の検証 看護部 看護師 石橋　昇 承認

２９－１８

T790M 変異以外の機序にて Epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase
inhibitor （EGFR-TKI）に耐性化した EGFR 遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細
胞肺がんに対するニボルマブとカルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法を比較
する第Ⅱ相臨床試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２９－１９ 我が国の循環器血管撮影領域における医療被ばくの実態調査 放射線技術部 主任技師 原田　権吾 承認

２９－２０
日本心血管インターベンション治療学会（CVIT)専門医技能評価のための経皮
的冠動脈インターベンション（PCI)手技のシネアンギオ（CD)画像の使用

循環器内科 部長 臺　和興 承認

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(平成２９年度）

平成２９年第１回　（平成２９年４月６日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　児玉委員　植松委員　井谷委員　大谷委員　森本委員　開委員　飯伏委員
沖田委員　矢島委員　三村委員　金本委員
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所属 職名 氏名

２９－２１
家族性若年性高尿酸血症性腎症によるウロモジュリン遺伝子変異と腎障害の
関連についての研究

人工腎センター 部長 研井　有紀 承認

２９－２２
LOGIK1603/WJOG9116L 脳転移（放射線未治療）のあるT790M陽性非小細胞
肺癌に対するオシメルチニブの第Ⅱ相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２９－２３ 18トリソミーの予後評価
総合周産期母
子医療セン

ター
主任部長 西村　裕 承認

２９－２５
BRCA1 あるいは BRCA2 遺伝子に変異を有する女性に対するリスク低減卵管
卵巣切除術の安全性と有効性に関するパイロット研究

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－２６ 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究（KIDCAR) 循環器小児科 副部長 石口　由希子 承認

２９－２７ 日本における頭頚部悪性腫瘍登録事業の実施 耳部咽喉科 副部長 皆木　正人 承認

２９－２８ がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究 乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－２９
進行性尿路上皮癌に対するサルベージ化学療法としてのゲムシタビン/シスプラ
チン/パクリタキセル（GCP）3剤併用療法の有効性、安全性に関する検討

泌尿器科 副部長 平田　武志 承認

２９－３０ pleomorphic lobular carcinomaの臨床病理学的検討 病理診断科 医師 谷口　恒平 承認

２９－３１ アンピシリン・クロキサシリン注の高用量投与時における安全性評価 薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

２９－３２ 安静時間の確保と痛み刺激からの回復についての検討 看護部 主任看護師 阿部　有希恵 承認

２９－３３ 予後を尋ねる患者の言葉の意味を考える 看護部 主任看護師 井上　智恵 承認

２９－３４ 苦痛スクリーニングの実施病棟拡大後の運用状況と今後の課題 看護部 主任看護師 井上　智恵 承認

２９－３６
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～
Adoption of Adaptive CRT in Patients with LBBB and Moderate Wide QRS

循環器内科 部長 嶋谷　祐二 承認

平成２９年第２回　（平成２９年５月１１日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　児玉委員　安井委員（29-21～23）　植松委員　井谷委員　大谷委員　森本委員　杉山委員
開委員　飯伏委員　沖田委員　矢島委員　三村委員　金本委員　加藤委員　月村委員

研究等課題名
申請者

審査結果
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２９－３７ 本邦集中治療室における早期リハビリテーション実施に関する横断的研究 リハビリテーション科 技師長 大宇根　浩一 承認

２９－３８ エンザルタミド減量対応症例における前立腺特異抗原（PSA）低下効果 薬剤部 薬剤師 村上　礼隆 承認

２９－３９
パニツムマブ投与患者における、低マグネシウム血症発現のリスクファクターの
探索

薬剤部 薬剤師 河村　勇介 承認

２９－４０ 根治切除不能な悪性黒色腫に対するオプジーボの効果と副作用 医療支援センター 主任看護師 仁井山　由香 承認

２９－４１ 甲状腺未分化癌治療薬とアドバンス・ケア・プランニング 医療支援センター 主任看護師 仁井山　由香 承認

２９－４２ 院内せん妄ケアシステムの有用性に関する観察研究 精神科 主任部長 和田　健 承認

２９－４３ 周産期トータルサポートチームの有用性に関する観察研究 精神科 主任部長 和田　健 承認

２９－４４ 全身性エリテマトーデスに合併した血球貧食症候群の臨床的検討 リウマチ・膠原病科 部長 大岩　寬 承認

２９－４５ 腎機能低下患者に対するトルバプタンの安全性評価 薬剤部 薬剤師 　菅原　隆文 承認

２９－４６ 多発性脳転移に対する放射線治療計画アプリケーションの基礎的検討 放射線技術部 診療放射線技師 工藤　剛吏 承認

２９－４７
精神科病棟におけるODテストの結果が及ぼす転倒要因分析
～転倒転落の発生件数を減少させる介入方法の検討～

看護部 看護師 高木　好美 承認

２９－４８
脳神経外科病棟入院患者における下肢深部静脈血栓症発症に関する危険因
子の検討

看護部 看護師 田丸　千恵 承認

２９－４９ 血液浄化療法施行患者におけるバンコマイシン体内動態の検討 薬剤部 薬剤師 赤穂　由望奈 承認

平成２９年第３回　（平成２９年６月１日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　森本委員　杉山委員　飯伏委員　沖田委員　矢島委員
三村委員　金本委員

研究等課題名
申請者
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２９－５０
シスプラチンを含む高度催吐性化学療法による化学療法誘発性悪心・嘔吐の予防に対
する標準制吐療法＋オランザピン5㎎の有用性を検証するプラセボ対照二重盲検ランダ
ム化第Ⅲ相比較試験（J-FORCE STUDY）

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２９－５１
特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボプラチン＋nab-パクリタキセル
＋ニンテダニブ療法とカルボプラチン＋nab-パクリタキセル療法のランダム化第Ⅱ相試
験（J-SONIC）

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２９－５２
6㎜以下の非乳頭十二指腸腺腫に対する切除を意図した生検（Cold Forceps
Polypectomy）による完全切除に関する有効性、安全に関する前向き介入研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２９－５３ ITシステムを用いた多施設共同によるNICUにおける痛みのケア改善活動の効果の検証
総合周産期母子
医療センター（新

生児科）
主任部長 西村　裕 承認

２９－５４
Plastic stent治療抵抗性の良性胆管狭窄に対するinside metallic stent治療の有効性の
検討：多施設前向き観察研究

内科 部長 小川　恒由 承認

２９－５５ 80歳以上の重症大動脈弁狭窄症患者における心アミロイドーシス合併に関する検討 循環器内科 副部長 檜垣　忠直 変更後再審査

２９－５６ 深達度MM/SM1食道扁平上皮癌に対する手術または内視鏡治療の長期予後の検討 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２９－５７ Web登録システムを用いた早期胃がん内視鏡切除症例の前向きコホート研究 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２９－５８
da Vinciサージカルシステム(DVSS)による膀胱全摘除術が施行された膀胱癌患者を対
象とした後ろ向き観察研究

泌尿器科 主任部長 江原　伸 承認

２９－５９ 多施設共同による膵神経内分泌腫瘍の実態調査 内科 部長 小川　恒由 承認

２９－６０ 多施設共同による自己免疫性膵炎の実態 内科 部長 小川　恒由 承認

２９－６１ 大型血管炎に関する臨床的検討 リウマチ・膠原病科 部長 大岩　寬 承認

２９－６２ 全身性エリテマトーデスの臨床的特徴・予後に関する後ろ向き観察研究 リウマチ・膠原病科 部長 大岩　寬 承認

２９－６３
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口接種が不可能になった切除不能進行・再発胃癌
症例に対する Surgical intervention の意義と適応に関する QOL Score を使用した前向
きコホート研究(Ver1.4.)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２９－６４
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口接種が不可能になった切除不能進行・再発胃癌
症例に対する Surgical intervention の意義と適応に関する QOL Score を使用した前向
きコホート研究(Ver1.4.1)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２９－６５
狭窄症を伴う初発治癒切除不能進行胃癌により経口摂取が不可能になった症例に対す
るsurgical interventionの意義と適応に関するQOL　scoreを使用した前向きコホート研究
(Ver1.3)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２９－６６
狭窄症を伴う初発治癒切除不能進行胃癌により経口摂取が不可能になった症例に対す
るsurgical interventionの意義と適応に関するQOL　scoreを使用した前向きコホート研究
(Ver1.3.1)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２９－６７
「観音開き法」食道残胃吻合の食道逆流防止における有効性を検証する多施設共同後
ろ向き観察研究（Ver1）

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２９－６８ 先進医療としての腹腔鏡下広汎子宮全摘術の実態に関する調査研究JGOG1801S 産科・婦人科 部長 依光　正枝 承認

２９－６９ 2010年　全国胃癌登録 外科 副部長 石田　道拡 承認

２９－７０ 添加物が異なる後発品リトドリン塩酸塩点滴静注液の副作用発現頻度の検討 薬剤部 主任部長 開　浩一 承認

２９－７１
急性期の危機的状態にある患者家族の症例報告
～医療の不満を訴える家族へのケア効果～

看護部 看護師 渡部　夏子 承認

２９－７２
「治らないなら抗癌剤治療はしたくない、ホスピスに行きたい」と話すA氏の思いを代弁で
きないかった１事例

看護部 看護師 大森　和美 承認

２９－７３ 胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的投与における抗不整脈薬投与 産科 部長 上野　尚子 承認

２９－７４ LONG GAP 食道閉鎖症に対する、新規食道延長プラグを用いた食道延長術 小児外科 副部長 佐伯　勇 変更後再審査

２９－７５ 日本産科婦人科学会データベース登録事業（周産期登録）
総合周産期母子

医療センター
センター長 児玉　順一 承認

平成２９年第４回　（平成２９年７月１３日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　児玉委員　安井委員　植松委員　井谷委員　森本委員　杉山委員　開委員　沖田委員
三村委員　金本委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－７６ 肺切除後肺静脈断端の血栓形成に関する前向き観察研究 呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

２９－７７ せん妄リスクに配慮した睡眠薬使用下でのせん妄出現に関する研究 精神科 主任部長 和田　健 承認

２９－７４ LONG GAP 食道閉鎖症に対する、新規食道延長プラグを用いた食道延長術 小児外科 副部長 佐伯　勇 承認

２９－７９
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-

循環器内科 部長 末成　和義 承認

２９－７８ ２次乳癌患者における予後予測因子の解明 乳腺外科 医師 梶原　友紀子 承認

２９－８０ 電気けいれん療法におけるテオフィリンの効果増強に関する症例研究 精神科 主任部長 和田　健 承認

２９－８１
先進医療としての腹腔鏡下広汎子宮全摘術の実態に関する調査研究
JGOG1081S

総合周産期母子
医療センター

センター長 児玉　順一 承認

２９－８２ 維持透析患者におけるシナカルセト投与が血清リン濃度に及ぼす影響 薬剤部 薬剤師 石田　翔 承認

２９－８３ 高齢者に対するスボレキサント投与の安全性等に関する調査 薬剤部 薬剤師 森田　春香 承認

２９－８４ 造影剤アレルギーに対するステロイド前投薬の有効性についての検討 薬剤部 薬剤師 洲山　佳寬 承認

２９－８５
ベバシズマブ投与患者における尿蛋白出現時期とネフローゼ症候群の出現状
況について

薬剤部 薬剤師 水上　皓喜 承認

２９－８６ 家族ケアの大切さと難しさを痛感した一事例 看護部 看護師 中村　良子 承認

２９－８７
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対するCBDCA+TS-1併用
療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２９－８８
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対するCBDCA+TS-1併用
療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

平成２９年第５回　（平成２９年８月１０日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　児玉委員　植松委員　井谷委員　森本委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖田委員
矢島委員　三村委員　金本委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－８９ 硝子体手術時のブリリアントブルーGの使用 眼科 主任部長 原　和之 承認

２９－９０
サルコペニア診断による慢性肝疾患における肝癌・非代償性肝硬変の発症予測
に関する研究

内科 部長 詫間　義隆 承認

２９－９１ 関連施設共用大腸癌データベースの構築 外科 副院長 岡島　正純 承認

２９－９２
JGOG3020　ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学
療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験

総合周産期母子
医療センター

センター長 児玉　順一 承認

２９－９３
自己心膜を用いた大動脈弁再建術の安全性と有効性に関する多施設共同遠隔
研究

心臓血管外科 主任部長 久持　邦和 承認

２９－９５
早期乳癌へのラジオ波熱焼灼療法の有効性の検証と標準化に向けた多施設共
同研究

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－９６
局所進行子宮頚癌根治放射線療法施行例に対するUFTによる補助化学療法の
ランダム化第Ⅲ相比較試験（北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム：
GOTIC-002）

産科・婦人科 部長 依光　正枝 承認

２９－９７ ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究 外科 副部長 石田　道拡 承認

２９－９８ 脳神経外科病棟における薬剤師のせん妄予防の取り組み 薬剤部 薬剤師 齋藤　綾 承認

２９－９９
広島市民病院薬剤部での病棟薬剤師による担当病棟における処方監査の取り
組み

薬剤部 薬剤師 中谷　治規 承認

２９－１００
小児においてステロイドとヒドロキシクロロキン併用で眼圧上昇が見られた２症
例

薬剤部 薬剤師 山本　彩加 承認

２９－１０１
ノボラピット３０mix 注フレックスペンからライゾデグ配合注フレックスタッチへ切り
替え時の投与量調査

薬剤部 薬剤師 繁田　瞳 承認

２９－１０２ ＨＢＶ キャリアにおける化学療法中のエンテカビルによる再活性化予防効果 薬剤部 薬剤師 杉原　史恵 承認

２９－１０３ 集中治療室における患者参加型看護計画の有効性の検証 看護部 看護師 石橋　昇 承認

２９－１０４ 高度肥満患者に対する患者参画型の術前多職種カンファレンスの有用性 看護部 看護師 上林　奈々江 承認

平成２９年第６回　（平成２９年９月７日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　鷹取委員　植松委員　大谷委員　森本委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖田委員
矢島委員　三村委員　金本委員　加藤委員　月村委員　高田委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－１０５
JCOG1001A1：深達度 SS/SE 胃癌患者における遺伝子ステータスの臨床的有
用性を評価する大規模バイオマーカー研究

外科 部長 　丁田　泰宏 承認

２９－１０６
治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術の有用性に関
するランダム化比較第Ⅲ相試験（JCOG1107）

外科 副院長 岡島　正純 承認

２９－１０７ 自己心膜による大動脈弁再建術の多施設共同研究体制とデータベースの確立 心臓血管外科 主任部長 久持　邦和 承認

２９－１０８ 持続血液濾過透析の抗凝固ナファモスタットメシル酸塩のヘパリン併用効果 麻酔科 部長 上原　健司 承認

２９－１０９ 急性冠症候群患者における脂質リスクとコントロールに関する前向き観察研究 循環器内科 副部長 臺　和興 承認

２９－１１０ 当院を退院される方のリハビリテーション科への満足度調査 リハビリテーション科 理学療法士 横山　司 承認

２９－１１１ 妊娠中期から産後１ケ月間の不安・抑うつと産後うつの要因 看護部 看護師 佐藤　真子 承認

所属 職名 氏名

２９－１１２
悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究
－肺癌登録合同委員会－

呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

２９－１１３ ユーエフティ特定使用成績調査（N･SAS-BC 01試験及びCUBC試験転帰調査） 乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－１１４
ホルモン陽性 ＨＥＲ２ 陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法による維持療
法を利用したベバシズマブ＋パクリタキセル療法の治療最適化研究 -多施設共
同無作為化比較第Ⅱ相臨床試験－

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－１１５
肝細胞癌腫瘍マーカーのサーベイランスにおける有用性の構築をめざした多施
設共同研究

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２９－１１６ 周術期口腔機能管理による食道がん術後肺炎予防効果の検討 歯科口腔外科 部長 澤木　康一 承認

平成２９年第７回　（平成２９年１０月５日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　井谷委員　大谷委員　森本委員　杉山委員　開委員
沖田委員　矢島委員　三村委員　金本委員

研究等課題名
申請者

審査結果

平成２９年第８回　（平成２９年１１月２日開催）

出席者：岡島委員長　西川委員　岡本委員　安井委員　植松委員　井谷委員　森本委員　杉山委員　飯伏委員　沖田委員　矢島委員　三村委員
金本委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－１１７ 子宮体がんに対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術 婦人科 部長 依光　正枝
変更後
再審査

２９－１１８
ＣＲＴ 奏功の予測因子としての左心室内伝導時間に関する多施設、前向きパイ
ロット研究（ＢＩＯ|ＳＥＬＥＣＴ　Ｐｉｌｏｔ）

循環器内科 部長 末成　和義 承認

２９－１１９
広島県内の新鮮凍結血漿の使用状況とその患者予後の検証のための多施設
共同研究

臨床検査部 主任技師 佐々木　富美江 承認

２９－１２０
パートナーとの関係性や性の問題に対する支援方法に関する研究
－性相談における施療的会話の抽出

医療支援センター 主任看護師 石橋　千代美 承認

２９－１２１ 前縦隔発生成熟型奇形腫に対する至適な手術アプローチ方法の検討 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２９－１２２ サイトメガロウイルス網膜炎に対するデノシン
Ⓡ

硝子体内注入療法 眼科 部長 寺田　佳子 承認

２９－１２３
小児鼠径ヘルニアにおける Goldstein test と腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術で
の対側有病率の違いに関する調査

小児外科 医師 向井　亘 承認

２９－１２４ アルブミン懸濁型パクリタキセル（アブラキサンⓇ）の投与量を考慮した新規製剤
規格の必要性の検討

薬剤部 薬剤師 中井　將人 承認

２９－１２５
嚥下訓練に関する看護師の行動変容
～看護師の知識・技術向上と看護介入の関連性～

看護部 看護師 津川　真弓 承認

２９－１２６
新規褥瘡発生患者とハイリスク患者の褥瘡発生要因の比較において、当病棟に
おける注意すべき発生要因を明らかにする研究

看護部 看護師 安部　こず恵 承認

委託－１
JCOG1604：臨床病期 IA 食道癌の深達度診断における超音波内視鏡の有用性
に関する非ランダム化検証的試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩

平成２９年第９回　（平成２９年１２月１４日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　児玉委員　安井委員　植松委員　井谷委員　大谷委員　森本委員　杉山委員　開委員
矢島委員　三村委員　金本委員　加藤委員　高田委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－１２７
全身状態不良の未治療進行非小細胞肺癌患者に対するペムブロリズマブ療法
の有効性と安全性を検討する探索的臨床試験

呼吸器内科 副部長 益田　健 承認

２９－１２８
未治療の高齢者進行非小細胞肺癌患者に対するペムブロリズマブ療法の有効
性と安全性を検討する探索的臨床試験

呼吸器内科 副部長 益田　健 承認

２９－１３０ 電気けいれん療法におけるテオフィリンの効果増強に関する後方視的研究 精神科 主任部長 和田　健 承認

２９－１３１

T790M 変異以外の機序にて Epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase
inhibitor （EGFR-TKI）に耐性化した EGFR 遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細
胞肺がんに対するニボルマブとカルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法を比較
する第Ⅱ相臨床試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２９－１３２ 胸腹部大動脈置換術での脳脊髄液ドレナージの効果および合併症 麻酔科 部長 上原　健司 承認

２９－１３３ がん患者における難治性悪心・嘔吐に対するミルタザピンの有用性 精神科 部長 倉田　明子 承認

２９－１３４ 病棟薬剤師によるカルバペネム系抗菌薬適正使用への関与 薬剤部 薬剤師 壁村　嘉恵 承認

２９－１３５ 外科病棟における不眠時有訴指示限定後の現状調査 薬剤部 薬剤師 舛田　悠介 承認

２９－１３６ ACPを導入し3年が経過した再々発乳癌患者の１症例
医療支援セン

ター
主任看護師 仁井山　由香 承認

２９－１３７
初診時よりQOL低下をきたす全身多発骨転移を伴ったStageⅣの高齢者乳癌患
者に対するいのちと在宅療養を支える連携

医療支援セン
ター

主任看護師 仁井山　由香 承認

２９－１３８ 家族問題を抱えた全身多発骨転移を伴ったStageⅣの乳癌患者に対する支援 看護部 看護師 大森　和美 承認

２９－１３９
高度リンパ節転移を有する HER2 陽性胃・食道接合部腺癌に対する術前
trastuzumab 併用化学療法の意義に関するランダム化第Ⅱ相試験 （Ver1.3）

外科 部長 丁田　泰宏 承認

平成２９年第１０回　（平成３０年１月１８日開催）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　植松委員　井谷委員　大谷委員　森本委員　杉山委員　開委員　沖田委員　森本委員　杉山委員
矢島委員　三村委員　金本委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－１４０ 電気けいれん療法（ECT）に関する多施設共同による後方視観察研究 精神科 主任部長 和田　健 承認

２９－１４１
術後良性胆管空腸吻合部狭窄に対するダブルバルーン内視鏡による狭窄部バ
ルーン拡張、ステント留置併用治療の有用性の検討

内科 部長 小川　恒由 承認

２９－１４２ 広島がん高精度放射線治療センターで治療を行った患者の追跡調査 放射線治療科 医師 廣川　淳一 承認

２９－１４３ 乳癌術前化学療法におけるアブラキサンの有用性についての大規模統合解析 乳腺外科 後期研修医 金　敬徳 承認

２９－１４４ イクスタンジ服用タイミング変更における疲労・倦怠感改善の検討 薬剤部 薬剤師 関永　彩夏 承認

２９－１４５
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多施設共同後ろ向
き臨床研究

呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

２９－１４６
手術を契機に発見された胸膜播種・悪性胸水症例に対する外科的切除の予後
に与える影響に関する調査（多施設共同の後方視的解析）

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２９－１４７ PD-1抗体薬に起因する肝機能障害G4症例の造影超音波画像 内科 部長 岩堂　昭太 承認

２９－１４８
２次元チャートを用いたエベロリムスの適切なポジショニングの検討：multi-
institutional retrospective study

乳腺外科 医師 梶原　友紀子 承認

２９－１４９ スボレキサント頓服使用における有用性の調査 薬剤部 薬剤師 高橋　葵 承認

２９－１５０ 苦痛緩和のための鎮静に関する看護師の認識と今後の課題 看護部 主任看護師 井上　智恵 承認

２９－１５１
がん治療病棟入院患者における苦痛スクリーニングの経時的変化と看護介入
の関連

看護部 看護師 信安　早季 承認

委託－２

JCOG1505： エストロゲン受容体陽性・低リスク非浸潤性乳管癌に対する非切除
＋内分泌療法の有用性に関する単群検証的試験

（JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク（Ver2.0）の並行実施を含む）

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎
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出席者：岡島委員長　塩崎委員　西川委員　岡本委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　井谷委員　大谷委員　杉山委員　開委員　飯伏委員
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研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２９－１５２
ヒルシュスプルング病およびヒルシュスプルング病類縁疾患患者の脱落乳歯歯
髄幹細胞を用いた、病態解明・新規治療法開発に向けた研究

小児外科 主任部長 秋山　卓士 承認

２９－１５３ 胆道閉鎖症症例における就学期以降の社会生活の実態調査に関する研究 小児外科 主任部長 秋山　卓士 承認

２９－１５４
アスピリンによる異時性多発胃癌の発生予防効果を検証する多国籍・多施設無
作為化比較試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２９－１５５
BRCA1 あるいは BRCA2 遺伝子に変異を有する女性に対するリスク低減乳房
切除術の実施

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－１５６

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（多施設共同研究）
Study of Real World Anticoagulation and Antiplatelet Practice in Patients with
Acute Coronary Syndrome Complicated with Atrial fibrillation（STAR-ACS研
究）

循環器内科 副部長 川瀬　共治 承認

２９－１５７

RESET(Randomized Evaluation of Sirolimus-eluting versus Everolimus-eluting
Stent Trial:Extended Follow-up Study)

実施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(Cypher SelectTM+)の有効性及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

循環器内科 副部長 臺　和興 承認

２９－１５８
難治性リンパ性胸腹水の患児に対するインドシアニングリーン（ジアグノグリーン

注射用Ⓡ）注の適応外使用

総合周産期母
子医療セン

ター
副部長 本田　茜 承認

２９－１５９
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan
Neurosurgical Database）

脳神経外科 部長 西野　繁樹 承認

２９－１６０ 消化管腫瘍に対する内視鏡的治療の有効性・偶発性・予後 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２９－１６１ 術前筋肉量と質の評価は高齢者大腸癌の予後因子となるか 外科 部長 小島　康知 承認

２９－１６２ 希少転移乳癌の局所及び全身療法に関する国際共同後向きコホート研究 乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－１６３
メサラジン製剤不耐の炎症性腸疾患症例の発生率と病態の把握を目的とした多
施設共同後ろ向き観察研究

内科 部長 東　玲治 承認

２９－１６４
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 副部長 臺　和興 承認

２９－１６５
悪性胸水を有する転移性乳癌患者に対するエリブリンの有効性に関するトラン
スレーショナル研究

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

２９－１６６
EGFR 遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベバ
シズマブ＋エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲検無
作為化比較第Ⅲ相臨床試験

呼吸器内科 主任部長 金原　正志 承認
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