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所属 職名 氏名

２４－１ 段階的呼気終末高陽圧換気を併用したコントラスト経食道心エコー検査 循環器小児科 部長 中川　直美 承認

２４－２
切除不能進行・再発胃癌を対象としたS-1/シスプラチン併用（CS）療法とド
セタキセル／シスプラチン/S-1併用（DCS）療法のランダム化第Ⅲ相試験

外科 副部長 藤原　康宏 承認

２４－３
肝転移を有するKRAS野生型の切除不能・進行再発大腸癌に対する１次治
療としてのTS-1＋Oxaliplatin＋Panitumumab併用療法の有効性、安全性を
検証する第Ⅱ相試験

外科 副部長 藤原　康宏 承認

２４－４ 進行再発乳がんにおけるエリブリン投与スケジュール検討 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 条件付承認

２４－５ 小児に対するリネゾリド投与の安全性評価 薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

２４－６ 尿から検出されるESBL産生菌のリスク因子の検討 薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

２４－７ 嚥下造影検査で使用する検査食品の物性調整 耳鼻咽喉科 言語聴覚士 永見　慎輔 承認

２４－８
実臨床におけるNoboriバイオリムスＡ９エリューティングステントの至適二剤
併用抗血小板療法（ＤＡＰＴ）期間の検討

循環器内科 部長 西岡　健司 承認

２４－９ 冠動脈分岐部への薬剤溶出性ステント埋め込みの多施設共同比較試験 循環器内科 部長 西岡　健司 承認

所属 職名 氏名

２４－１0
高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期ⅠB/Ⅱ/ⅢA期症例の術後補助
化学療法に対するS-1連日投与法および隔日投与法のランダム化第二相
試験

呼吸器外科 部長 小谷　一敏 条件付承認

２４－１１
特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期pirfenidone（ピレ
スパ）療法の効果と安全性に関する第Ⅱ相試験

呼吸器外科 副部長 藤原　俊哉 承認

２４－１２
３剤併用制吐レジメン（パロノセトロン,アプレピタント,デキサメタゾン）の効果
に影響を与える遺伝子多型の探索

薬剤部 薬剤師 阪田　安彦 承認

２４－１３
循環器内科での経皮的冠動脈形成術ステント留置症例の杭血小板薬２剤
併用療法（ＤＡＰＴ）において、副作用により投与継続困難となった事例調査

薬剤部 薬剤師 松本　俊治 承認

２４－１４ バンコマイシン塩酸塩の初回トラフ濃度と血清クレアチニン値との関連性 薬剤部 薬剤師 村上　礼隆 承認

２４－１５ 子どもが両親に伝えたかった最期の思い 看護部 看護師 仁井山　由香 承認

２４－１６
日本循環器学会循環器救急医療委員会   心臓・血管（肺動脈・大動脈）原
性ショック・レジストリー事業（JCS-Shockレジストリー）

循環器内科 部長 西岡　健司 承認

２４－１７
ゲフィチニブ単剤療法増悪後のEGFR遺伝子変異陽性高齢者進行非小細
胞肺癌に対するドセタキセル単剤療法とドセタキセル・ゲフィチニブ併用療
法のランダム化比較第Ⅱ相試験

呼吸器内科 部長 金原　正志 条件付承認

２４－１８
腎代替療法選択前の患者の不安～腎代替療法説明時の患者の言葉から
～

人工腎センター 看護師 清水　志保 条件付承認

所属 職名 氏名

２４－１9 Attain Success Japan 循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２４－20
開窓型フォンタン型手術後症例に対する、ＡＳＯ（Ａｍｐｌａｔｚｅｒ　Ｓｅｐｔaｌ
Occluder)を用いた開窓閉鎖術

循環器小児科 部長 中川　直美 条件付承認

２４－２１ ＩＣＤによる持続的ＳＴモニタリングの有効性に関する検討（虚血性心疾患） 循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２４－２２ 先天性心疾患術後の乳糜胸に対するオクトレオチドの使用経験 麻酔科・集中治療部 副部長 山岡　正和 承認

２４－２３ 腹腔鏡下鼡径ヘルニア術後患者に対する満足度アンケート調査 小児外科 医師 佐伯　勇 承認

２４－２４ 進行再発乳がんにおけるエリブリン投与スケジュール検討 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認
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所属 職名 氏名

２４－２５
治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関するランダム化
比較試験

外科 部長 小島  康知 承認

２４－２６
低位前方切除における一時的回腸人工肛門造設に関する多施設共同前向
き観察研究

外科 部長 小島  康知 条件付承認

２４－２７
脳動脈瘤における流体力学および形態学と脳動脈瘤コイル塞栓術後の臨
床情報を基にしたコンピューター解析に対する多施設共同研究

脳神経外科 部長 廣常　信之 承認

２４－２８ 広島原爆の被爆体験をした高齢期女性のレジリエンス 看護部 看護師 仁井山　由香 承認

所属 職名 氏名

２４－２９ エリスロポエチンによる早産児脳性麻痺の予防に関する多施設共同研究
総合周産期
母子医療
センター

主任部長 林谷　道子 条件付承認

２４－３０
初発肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法とアイエーコール肝動注後ラジオ
波焼灼療法の無作為化比較試験

内科 部長 小林　功幸 条件付承認

２４－３１ 低出生体重児の免疫機能に関する研究
総合周産期
母子医療
センター

医師 前野　誓子 条件付承認

２４－３２
転移・再発乳がんに対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエスワンのラ
ンダム化比較試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－３３
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 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－３４
未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の適応拡大に関す
る第Ⅱ相試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２４－３５ 乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問紙調査（Ⅱ） 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－３６ 広島市民病院のリウマチ性疾患のコホート研究
リウマチ・
膠原病科

副部長 大岩　寛 承認

２４－３７
悪性神経膠腫患者のＱＯＬ維持に取り組んだケアの一事例　～急激な症状
悪化をたどった患者と行ったチーム医療～

看護部 看護師 大西　奈緒 承認

所属 職名 氏名

２４－３８
トロポニン陽性ＡＣＳにおける治療の現状とその効果の実態調査（ＮＣＶＣ－
ＡＭＩ）

循環器内科 副部長 中間　泰晴 承認

２４－３９ 集中治療における腎機能検査に関する臨床研究 麻酔科・集中治療部 部長 上原　健司 承認

２４－４０
ホルモン陽性ＨＥＲ２陰性転移・再発乳癌を対象としたパクリタキセル＋ベ
バシズマブ導入化学療法後のホルモン維持療法とホルモン療法＋カペシタ
ビン併用維持療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－４１ 大腸癌切除における適切な切除手順に関するランダム化比較試験 外科 部長 濱田　円 承認

２４－４２
ＳｔａｇｅⅢｂ大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのＵＦＴ／Ｌ
eucovorin療法とＴＳ－１／Ｏxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

外科 部長 濱田　円 承認

２４－４３
再発危険因子を有するＳｔａｇｅⅡ大腸癌に対するＵＦＴ／ＬＶ療法の臨床的
有用性に関する研究

外科 部長 濱田　円 承認

２４－４４ 心臓拡張末期容量係数ＧＥＤＶＩの検討 麻酔科・集中治療部 部長 上原　健司 承認

２４－４５ ＤＰＰ－４阻害薬の心血管障害に対する効果 循環器内科 医師 臺　和興 承認

２４－４６
食道胃接合部癌の至適リンパ節郭清範囲を検討するための全国調査
（多施設共同研究）

外科 副部長 丁田　泰宏 承認

２４－４７
ＡＣＳ（急性冠症候群）に対する食後高血糖制御の及ぼす影響について
－ミグリトールを用いた食後高血糖制御の短期的・長期的評価－

循環器内科 医師 臺　和興 承認
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所属 職名 氏名

２４－４８
臨床病期Ⅱ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対するＳ－１＋ＭＭＣを同時併用する
根治的化学放射線療法の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

外科 部長 小島  康知 承認

２４－４９
治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する２次治療としてのＢｉ－ｗｅｅｋｌｙ
ＸＥＬＩＲＩ＋Ｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂ療法の有効性・安全性の検討：第Ⅱ相臨床試験

外科 部長 小島  康知 承認

２４－５０
大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法として３ヵ月のＦＯＬＦＯＸ（あ
るいはＸＥＬＯＸ）療法後、３ヵ月の経口抗癌剤療法のfeasibility試験

外科 副部長 藤原　康宏 承認

２４－５１
J-BRAND Registry (Japan-Based clinical ReseArch Network for
Diabetes Registry)

内科 部長 望月　久義 変更後再審査

２４－５２
ＨＥＲ２　陽性乳癌患者におけるラパチニブ/カペシタビン併用投与による抗
腫瘍効果とｐ９５ＨＥＲ２、ＰＴＥＮおよびＰＩＫ３ＣＡとの相関の検討

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－５３
スタチンとエゼチミブ併用による積極的ＬＤＬコレステロール低下療法のプ
ラーク性状評価に関する臨床研究

循環器内科 医師 臺　和興 承認

２４－５４
日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業および登録情報に基
づく研究

産科 部長 石田　理 承認

２４－５５
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん患者に対する
術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－５６
プラチナ既治療非小細胞肺癌に対するティーエスワンとドセタキセルのラン
ダム化比較第Ⅲ相臨床試験（ＥＡＳＴ－ＬＣ）

腫瘍内科 部長 岩本　康男 承認

２４－５7
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術における留置困難症例の予測算出
に関する報告

循環器小児科 部長 中川　直美 承認

２４－５８ 国際胃癌学会　胃癌ステージングプロジェクト 外科
副院長

（事）部長
二宮　基樹 承認
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所属 職名 氏名

２４－５９
心内インピーダンス(ICI)と心不全患者管理に関連する臨床マーカを比較
し、ICI測定の臨床的妥当性を実証する前向き非無作為化多施設共同研究

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２４－６０
肝線維化進展C型肝炎に対するPEG-IFNα 2a/リバビリン併用療法の有効
性・安全性に関する検討

内科 副部長 宮武　宏和 承認

２４－６１ B型慢性肝炎に対するPEG-IFNα 2aの有効性・安全性の検討 内科 副部長 宮武　宏和 承認

２４－６２
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント(XIENCE　Prime™)留置後の
Thienopyridine投与期間を3ヶ月に短縮することの安全性を評価する探索的
研究

循環器内科 部長 西岡　健司 承認

２４－６３
未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するカルボプラチン/TS-1併用療法とカ
ルボプラチン/パクリタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験
LETSstudyにおけるバイオマーカー研究

腫瘍内科 部長 岩本 康男 承認

２４－６４
従来の僧帽弁人工弁置換術では治療効果が不十分と考えられる症例に対
する心膜を用いた新しい僧帽弁手術の研究

心臓血管外科 主任部長 吉田　英生 変更後再審査

２４－６５
手術可能乳癌に対するnab-Paclitaxel followed by FEC 術前化学療法の
第Ⅱ相試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－６６
タキサン系薬剤の治療歴があるHER2陰性・再発乳癌に対するパクリタキセ
ル+ベバシズマブ療法の有効性と安全性の検討-第Ⅱ相試験-

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－６７
HER2陽性転移乳癌に対するEribulin+Trastuzumab併用療法を検討する第
Ⅱ相試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－６８ 変形性膝関節症患者に対するヒアルロン酸製剤の治療効果に関する試験 整形外科
副院長

（事）部長
石田　治 承認

２４－６９
日本Pediatric Interventional Cardiologyデータベースの構築
(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database,JPIC-DB)へのオンラ
イン症例登録

循環器小児科 主任部長 鎌田　政博 変更後再審査

２４－７０ 広島県内医療機関における心不全患者の有病者数と再入院者数の調査 循環器内科 部長 西岡　健司 承認

２４－７１
ＩＣＤによる持続的ＳＴモニタリングの有効性に関する検討（虚血性心疾患）
Ｔｈｅ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　of the ST Segment Using the Automatic Monitoring
Function;ESTIMATION

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２４－７２
プラチナ既治療非小細胞肺癌に対するティーエスワンとドセタキセルのラン
ダム化比較第Ⅲ相臨床試験

腫瘍内科 部長 岩本 康男 承認

２４－７３ 再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する調査研究 婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２４－７４
気分障害患者に対するチェックシートを用いた副作用に関する調査介入研
究

薬剤部 薬剤師 吉川　明良 承認

所属 職名 氏名

２４－７５
扁平上皮癌を除く進行非小細胞肺癌に対するベバシズマブを含むプラチナ
併用療法施行後の増悪例における、ドセタキセル＋ベバシズマブ併用療法
とドセタキセル単剤療法の無作為化第二相試験

腫瘍内科 部長 岩本 康男 条件付承認

２４－７６
ＥＧＦＲ遺伝子変異を有する切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対するゲフィチ
ニブと胸部放射線治療同時併用療法の第Ⅱ相試験

腫瘍内科 部長 岩本 康男 条件付承認

２４－７７
進行再発乳癌におけるエリブリンとカペシタビンの併用療法における臨床第
１相試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 条件付承認

２４－７８
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口5-ASA製剤治療に関する実
態調査（観察研究）

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２４－７９
術前化学療法施行症例におけるノンセンチネルリンパ節転移の予測因子の
検討

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－８０
プラチナ既治療非小細胞肺癌に対するティーエスワンとドセタキセルのラン
ダム化比較第Ⅲ相臨床試験

腫瘍内科 部長 岩本 康男 承認

２４－８１
Ｏｘａｌｉｐｌａｔｉｎが本邦に導入された後の大腸癌肺転移症例に対する肺転移
切除の意義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

２４－８２
冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索
多施設共同後ろ向きコホート研究

呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

２４－６９
再審査

日本Pediatric Interventional Cardiologyデータベースの構築
(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database,JPIC-DB)へのオンラ
イン症例登録

循環器小児科 主任部長 鎌田　政博 承認
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所属 職名 氏名

２４－８３ 胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する臨床試験 産科 部長 石田　理 承認

２４－８４ 腹腔鏡下子宮体がん根治術 婦人科 副部長 依光　正枝 条件付承認

２４－８５ 子宮がん根治術に対する内視鏡下ロボット支援手術 婦人科 副部長 依光　正枝 条件付承認

２４－８６
スギ花粉症治療の検証試験－鼻噴霧用ステロイド薬への抗ヒスタミン薬の
併用効果に関する多施設共同研究－

耳鼻咽喉科 主任部長 井口　郁雄 条件付承認

２４－８７ 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 耳鼻咽喉科 部長 江草　憲太郎 条件付承認

２４－８８ 大腸がんに対するロボット支援手術 外科 副院長 岡島　正純 承認

２４－８９
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会
婦人科腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究

婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２４－９０ 高齢乳癌患者におけるエリブリン療法の安全性 薬剤部 薬剤師 阿部　圭輔 承認

２４－９１
ゲフィチニブ投与患者におけるワルファリンの血液凝固能異常の発現時期
に関する検討

薬剤部 薬剤師 阪田　安彦 承認

２４－９２ ESBL産生菌敗血症患者に対する抗菌薬治療効果に関する検討 薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

２４－９３
急性期病院におけるソーシャルワーカーの実務基準と質指標の開発に関
する調査

医療支援
センター

主事 山崎　恭子 承認

所属 職名 氏名

２４－９４ Lamotrigine投与患者における血中濃度と抗うつ効果・副作用の関係 薬剤部 薬剤師 吉川　明良 条件付承認

２４－９５
血管新生関連サイトカインによるソラフェニブ効果予測に関する前向きコ
ホート研究

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２４－９６ 重症筋無力症における舌圧測定の有用性に関する研究 神経内科 副部長 上利　大 条件付承認

２４－９７ 川崎病難治例におけるインフリキシマブ投与 循環器小児科 医師 石口由希子 承認

２４－９８
HER2陰性局所進行乳癌に対するアンスラサイクリン・タキサン・エリブリン
逐次療法の有用性確認試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２４－９９
プラチナ既治療非小細胞肺癌に対するティーエスワンとドセタキセルのラン
ダム化比較第Ⅲ相臨床試験

腫瘍内科 部長 岩本 康男 承認

２４－１００ 腎機能低下時におけるＰｅｍｅｔｒｅｘｅｄの有害事象発現因子の検討 薬剤部 薬剤師 阪田　安彦 承認

２４－１０１ 緩和ケアチームに対する病棟看護師のニーズと評価 看護部 主任看護師 仁井山　由香 承認

２４－１０２ 「生きている」実感を最期まで支えた終末期看護の１事例 看護部 主任看護師 仁井山　由香 承認

２４－１０３ 急性期病院における看取りに対する看護師のジレンマ 看護部 主任看護師 橋本　寿子 承認

２４－１０４ 急性期病院におけるグリーフケアの知識と実践の現状 看護部 主任看護師 橋本　寿子 承認
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