
所属 職名 氏名

２６－１
局所進行非小細胞肺癌に対する病巣部照射野での高線量寡分割照射の有用性に関す
る研究（第Ⅱ相試験）

放射線治療科 部長 松浦　寛司 承認

２６－２ 限局型小細胞肺癌に対する胸部放射線療法の線量増加に関する研究 放射線治療科 医師 竹内　有樹 承認

２６－３
病理病期Ⅰ期（Ｔ＞２ｃｍ）非小細胞肺癌完全切除症例に対するＳ－１の連日投与法およ
び隔日投与法のランダム化第二相試験

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２６－４
遠隔転移を有する膵癌患者におけるゲムシタビン塩酸塩の薬効および有害反応発現に
関する遺伝子多型解析研究

薬剤部 薬剤師 阪田　安彦 承認

２６－５ 血漿濃縮による凝固因子濃縮の評価－濃縮ＦＦＰ臨床応用への可能性を探る
麻酔科・

集中治療部
医師 亀山　実希 条件付承認

２６－６ 仮性動脈瘤に対するトロンビン投与療法（経カテーテル法、超音波ガイド法） 婦人科 主任部長 野間 純 承認

２６－７ 未熟児網膜症に対するアバスチン®硝子体内注入療法 眼科 部長 寺田　佳子 承認

２６－８
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 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－９ 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

２６－１０ 身体合併症を有する精神疾患患者の救急入院についての後方視的検討 精神科 主任部長 和田　健 承認

２６－１１
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相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－１２
冠動脈疾患におけるＣＡＧの狭窄率とＦＦＲの相関性及び、ＣＡＧの狭窄率からの心筋虚
血の予測の検討

放射線科 診療放射線技師 瀬野　哲 承認

２６－１３
神経疾患領域における¹²³I-MIBG 心臓交感神経イメージングの検討
----ＲＯＣ解析を使ったＲＯＩ設定の比較----

放射線科 診療放射線技師 菅井　舞 承認

２６－１４ 産科領域における３ＤＣＴを用いた近年の女性の骨盤入口部について 放射線科 診療放射線技師 菅井　舞 承認

所属 職名 氏名

２６－１５ PS2進行非小細胞肺癌に対するＣarboplatin+Nab-Paclitaxel療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－１６ 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関するランダム化比較第Ⅲ相試験 外科 部長 徳本　憲昭 承認

２６－１７ 心臓血管外科術後患者の安全な飲水開始への援助～嚥下スクリーニングを導入して～ 看護部 看護師 貸川　雄介
変更後
再審査

２６－１８ 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

２６－１９ 限局型小細胞肺癌に対する胸部放射線療法線量増加に関する第Ⅱ相試験 放射線治療科 医師 竹内　有樹 承認

２６－２０ リリカ開始用量の違いにおける副作用発現頻度と継続率 薬剤部 薬剤師 村上　礼隆 承認

２６－２１ プロトコルに基づいた薬物治療管理を取り入れた外来化学療法時の薬剤師の取り組み 薬剤部 薬剤師 阪田　安彦 承認

２６－２２ 虐待防止研修実施前の当院職員の虐待防止への意識調査 看護部 看護師長 山根　民子 承認

２６－２３ 助産師の技能に関する研究－分娩第１期の内診所見の判断に着目して－ 看護部 看護師 森田　智子 承認

２６－２４
食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節および大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討す
る介入研究

外科 部長 丁田　泰宏 承認
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２６－２５ 血管奇形（静脈奇形や混合型血管奇形）に対する経皮的硬化療法 放射線科 主任部長 浦島　正喜
変更後
再審査

２６－２６
非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/ＴＩＡにおけるリバーロキサバンの投与開始時
期に関する観察研究

神経内科 部長 野村　栄一 承認

２６－２７ ソラフェニブ、スニチニブの効果予測　バイオマーカーの探索 泌尿器科 副部長 枝村　康平 承認

２６－２８ 脂質代謝異常を示す患者および家族の遺伝子解析
総合周産期母子

医療センター
副部長 前野　誓子 承認

２６－２９
胃カルチノイドＲindiⅢ型（Ｎeuroendocrine Tumor Grade 1,2；　NET　G1,2）のリンパ節
転移危険因子に関する多施設共同後ろ向き研究

外科 医師 三宅　聡一郎 承認

２６－３０ 心臓血管外科術後患者の安全な飲水開始への援助～嚥下スクリーニングを導入して～ 看護部 看護師 貸川　雄介 承認

２６－３１ 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

２６－３２
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 主任部長 岩本　康男 承認

２６－３３ 広島地域における大腸T１癌の予後に関する多施設共同研究 内科 部長 國弘　真己 承認

２６－３４
「上部進行胃癌に対する胃全摘術における脾合併切除の意義に関するランダム化比較
試験」のプロトコール改訂案

外科 部長 金澤　卓 承認

所属 職名 氏名

２６－３５ 血管奇形（静脈奇形や混合型血管奇形）に対する経皮的硬化療法 放射線科 主任部長 浦島　正喜 承認

２６－３６
低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における消化
管出血リスクについての多施設共同無作為比較試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２６－３７ 心膜固定のためのグルタールアルデヒドの生体内使用 心臓血管外科 部長 久持　邦和 承認

２６－３８
ホルモン受容体陽性、HER2陰性進行再発乳癌に対するエリブリンDay1、Day8投与３サ
イクル施行後、隔週投与による維持療法の第Ⅱ相試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－３９
HER2陽性乳癌におけるDual-HER2 blockage療法±ホルモン療法の検討（ランダム化第
２相試験：Neo-Lath試験）付随研究　長期予後観察研究

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－４０ 成人スティル病の臨床像に関する研究
リウマチ・
膠原病科

部長 大岩　寛 承認

２６－４１ 新生児慢性肺疾患に対するシベレスタットナトリウム投与に関する研究
総合周産期母子

医療センター
センター長 林谷　道子 承認

２６－４２ 抗血栓薬内服患者に対する消化管内視鏡における安全性評価の観察研究 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２６－４３ 気象条件と脳卒中発症の関連 神経内科 部長 野村　栄一 承認

２６－４４
ＪＣＯＧ１０１７薬物療法非抵抗性stageⅣ乳癌に対する原発巣切除の意義（原発巣切除
なし versus あり）に関するランダム化比較試験（プロトコール変更あり）

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－４５
術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存している乳がん患者を対象
にした術後補助療法におけるCapecitabine単独療法の検討（第Ⅲ相比較試験）

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－４６ 全身性エリテマトーデスの新しい分類基準、SLICC分類基準(2012年)の有用性の検討
リウマチ・
膠原病科

部長 大岩　寛 承認

２６－４７
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 副部長 臺　和興 承認

２６－４８ 抗精神病薬・抗うつ薬服用患者の手術後の精神系有害事象に関与する因子について 薬剤部 薬剤師 綾部　ゆか 承認
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２６－４９
臨床的寛解期潰瘍性大腸炎患者における便中ヘモグロビン,カルプロテクチンの粘膜治
癒および炎症の検出能の比較検討

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２６－５０ 逆流性食道炎に起因する食道出血・食道狭窄に関する全国調査 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２６－５１ ＳｔａｇｅⅢ高齢者（８０歳以上）大腸癌症例の予後調査　観察研究～HiSCO 04試験～ 外科 部長 徳本　憲昭 承認

２６－５２
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

産科・婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２６－５３
JGOG2046：臨床的ＦＩＧＯ Ⅳｂ期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫瘍摘出
術に関するFeasibility Study

産科・婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２６－５４ 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

２６－５５ 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 外科 部長 徳本　憲昭 承認

２６－５６
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 JCOG1006 ver1.3改
訂

外科 部長 徳本　憲昭 承認

所属 職名 氏名

２６－５７
JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予防を目的とする
ステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２６－５８
２型糖尿病コントロール不十分例に対するＤＰＰ－４阻害薬投与群とイプラグリフロジン投
与群の糖・脂質代謝改善に関する研究

内科 部長 望月　久義 承認

２６－５９ Ｃ型肝炎ウイルスの抗ウイルス治療の有効性・安全性に関連する遺伝子解析 内科 部長 宮武　宏和 承認

２６－６０ Quadra Registry”左室４極リードの留置後移動と極性選択に関する研究” 循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２６－６１
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

２６－６２

縦隔リンパ節転移を有するⅢＡ期非扁平上皮非小細胞肺癌に対する術前導入療法として
のCisplatin（CDDP）+Pemetrexed（PEM）+Bevacizumab（BEV）併用療法もしくは、
CDDP+PEM+同時胸部放射線照射（45Ｇｙ）後の手術のランダム化比較第Ⅱ相試験（ｖｅｒ
1.3）（プロトコール改訂）

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２６－６３
縦隔リンパ節転移を有するⅢＡ期肺原発扁平上皮癌に対する術前導入療法としての
CDDP+TS-１+同時胸部放射線照射（45Gy）後の手術の第Ⅱ相試験（ｖｅｒ1.2）（プロト
コール改訂）

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２６－６４ 薬学部実務実習におけるＨＩＶ実習普及に向けての検討 薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

２６－６５ 化学療法及び免疫抑制剤投与患者におけるＳＴ合剤の脱感作療法に関する検討 薬剤部 薬剤師 田村　奈美子 承認

２６－６６ カルペリチドとトルバプタンの併用実態調査 薬剤部 薬剤師 中井　将人 承認

２６－６７ 当院でのshort hydration法を用いたＳＰ療法の使用状況調査 薬剤部 薬剤師 妹尾　啓司 承認

２６－６８ 当院におけるＴＳ－１とワルファリン併用時の相互作用に関する実態調査 薬剤部 薬剤師 岡部　真季 承認

２６－６９ がん看護専門看護師による胃・食道ＥＳＤ患者に対する治療前面談の効果
医療支援
センター

主任
看護師

仁井山　由香 承認

２６－７０ 退院後を見据えた退院支援
医療支援
センター

主任
看護師

仁井山　由香 承認

２６－７１ コーンビームＣＴにおけるメタルアーチファクト低減の検討 放射線科 診療放射線技師 工藤　匡 承認

２６－７２
実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステント（BES）とエベロリムス溶出性ステント
（EES）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

循環器内科 副部長 中間　泰晴 承認

所属 職名 氏名

２６－８８ 線条体ドパミントランスポータイメージにおける画像再構成条件の検討 放射線科
診療放射線
主任技師

釜須　広行 承認

審査結果

申請者
審査結果

平成２６年第７回　（平成２６年１１月１３日）

平成２６年第５回　（平成２６年９月３日開催）

出席者：二宮委員長　石田委員　雑賀委員　児玉委員　水野委員　井谷委員　南波委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　金山委員　満足委員

審査番号 研究等課題名
申請者

出席者：二宮委員長　檜垣委員　石田委員　岡島委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　林谷委員　水野委員　井谷委員　南波委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　藤田委員
金山委員　満足委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

平成２６年第６回　（平成２６年１０月９日開催）

出席者：二宮委員長　檜垣委員　石田委員　岡島委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　林谷委員　水野委員　井谷委員　南波委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　藤田委員
金山委員　満足委員

審査番号 研究等課題名



所属 職名 氏名

２６－７３
高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を有する胃癌に対する5-FU/I-LV療法
vs.FLTAX(5-FU/I-LV+PTX)療法のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－７４
Superior sulcus tumorに対する術前導入療法としてのCDDP+TS-1+同時胸部放射線照
射(66Gy)後の手術の有効性検証試験

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２６－７５
本邦における冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込み症例の実態調査
Japan Implantable Devices in Coronary Artery Disease Study(JID-CAD)

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２６－７６ 盲端部分を有する単心室患者における、造影CT検査による血栓指摘の効果 循環器小児科 部長 中川　直美 承認

２６－７７
HER2陰性再発乳癌患者の１次もしくは２次化学療法としてのエリブリンの臨床的有用性
に関する検討(ランダム化第Ⅱ相試験)

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－７８ 閉経後ER陽性進行再発乳癌におけるフルベストラントの至適投与方法の検討 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－７９ 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

２６－８０ 新生児疼痛管理の実践を牽引するリーダー育成のための教育プログラムの開発と試行
総合周産期母子

医療センター
主任部長 西村　裕 承認

２６－８１
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相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－８２
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

２６－８３
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－（プロトコール変更）

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－８４ 進行胃がん患者における食べることの意味 看護部 主任看護師 冨永　千佳子 承認

２６－８５ 知的障がいのある進行胃がん患者の食べる喜び 看護部 主任看護師 冨永　千佳子 承認

２６－８６ がん患者に対する苦痛スクリーニングの実施と患者の評価 看護部 主任看護師 橋本　寿子 承認

２６－８７
緊急時・急変時に対するシミュレーション研究の効果
～初めてリーダーとして対応する新任・新人看護師の意識の変化～

看護部 看護師 飯干　敬世 承認

所属 職名 氏名

２６－８９ 維持透析患者における空気圧式マッサージ器使用の効果について 看護部 看護師 青木　美穂 条件付承認

２６－９０
在宅パーキンソン病患者が療養生活を継続していくための疾病自己管理方略に関する研
究

神経内科 主任部長 山脇　健盛 承認

２６－９１
治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベバ
シズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+ベバシ
ズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験～JSWOG C-4試験～

外科 部長 徳本　憲昭 承認

２６－９２ 血漿濃縮による凝固因子濃縮の評価－濃縮FFP臨床応用への可能性を探る
麻酔科・

集中治療部
医師 亀山　実希 承認

２６－９３ 本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析（多施設共同研究） 呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

２６－９４ 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

２６－９５ 精神疾患合併妊娠４６例についての後方視的検討 精神科 医師 坂根　克明 承認

２６－９６
糖尿病教育入院における退院前評価の低得点患者と生活背景、および血糖コントロール
との関連についての調査研究

看護部 看護師 大町　さちよ 承認

２６－９７ 母親学級内容の見直し 看護部 看護師 木原　有紀 承認

２６－９８ 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

２６－９９ 双極Ⅱ型障害うつ病相の入院患者に対する抗うつ薬使用についての後方視的検討 精神科 医師 井上　俊一 承認

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

平成２６年第９回　（平成２６年１２月４日開催）

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

出席者：二宮委員長　石田委員　岡島委員　雑賀委員　鷹取委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　藤田委員　金山委員　満足委員

平成２６年第８回　（平成２６年１１月１３日開催）

出席者：二宮委員長　檜垣委員　石田委員　岡島委員　雑賀委員　井谷委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　金山委員　満足委員



所属 職名 氏名

２６－１００ 中咽頭血管奇形に対する３％ポリドカノールを使用した硬化療法
耳鼻咽喉科
・頭頸部外科

部長 江草　憲太郎 承認

所属 職名 氏名

２６－１０１
非Ｂ非Ｃ型肝癌の再発および生存にアルデヒドデヒドロゲナーゼ２（ＡＬＤＨ２）遺伝子多型
が及ぼす探索研究

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２６－１０２
胃癌切除術後早期経口摂取支援が及ぼす影響を検討する多施設共同ランダム化比較試
験
－安全性、在院日数、QOL、医療経済、脳腸相関に関して－

外科 部長 金澤　卓 承認

２６－１０３ 腹腔鏡下広汎子宮全摘術の先進医療の実施について 産科・婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２６－１０４
JGOG3022：FIGO進行期Ⅲ-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回
治療としての標準的なプラチナ併用化学療法＋ベバシズマブ同時併用に続くベバシズマ
ブ単独継続投与例の前向き観察研究

産科・婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２６－１０６
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 副部長 臺　和興 承認

２６－１０７ 当院におけるダプトマイシン（キュビシン®）の使用状況についての検討 薬剤部 薬剤師 植竹　宣江 承認

２６－１０８
カルボプラチン過敏反応を起こした婦人科癌患者に対するパクリタキセル＋ネダプラチン
療法の安全性

薬剤部 薬剤師 阿部　圭輔 承認

２６－１０９ テアの実態調査
医療支援
センター

主任
看護師

石橋　千代美 承認

２６－１１０
NICU・GCUに入院した児の両親の親性
～入院時と退院時の比較からみた育児介入効果の検証～

看護部 看護師 田崎　菜津未 承認

所属 職名 氏名

２６－１０５
敗血症患者の重症度に対するサイトカインレベルでのリスク評価とPMX療法による治療
効果の検討

麻酔科・
集中治療部

医師 上野原　淳 条件付承認

２６－１１１
PS2-3のEGFR遺伝子変異陽性進行非小細胞肺癌に対するエルロチニブ＋ベバシズマブ
療法の第Ⅱ相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－１１２
EGFR遺伝子変異陽性・進行再発肺腺癌に対するアファチニブ療法における、digital PCR
法を用いたバイオマーカー研究(第Ⅱ相試験)

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－１１３ せん妄の出現予測と予防に関する研究Ⅱ 精神科 主任部長 和田　健 承認

２６－１１４

治癒切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビン/LV5FU2+ベバ
シズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐次療法とXELOX/FOLFOX+ベバシ
ズマブ併用療法の多施設共同ランダム化第Ⅲ相臨床試験における治療効果予測分子生
物学的機構の探索的研究～C-prime(C')Study～

外科 部長 徳本　憲昭 承認

２６－１１５ 大動脈破綻に関する先制診断を目的とする血管内視鏡を用いたレジストリー研究 循環器内科 副部長 臺　和興 承認

２６－１１６
助産師の分娩期の技能に関する研究－児頭第３回旋における後頭結節滑脱と助産師の
判断について－

看護部 看護師 森田　智子 条件付承認

２６－１１７ 膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登録研究 外科 主任部長 塩崎　滋弘 承認

２６－１１８
膵頭十二指腸切除術後膵液瘻gradeCの危険因子の同定－前向き観察多施設共同研究
－

外科 部長 松川　啓義 承認

２６－１１９
非弁膜症性心房細動を有する虚血性脳卒中の急性期脳卒中再発および出血合併症に
関する多施設共同前向き登録による観察研究－HARP AF研究－

神経内科 部長 野村　栄一 承認

２６－１２０ 人工呼吸患者における酸素投与と酸塩基平衡変化に関する多施設観察研究
麻酔科・

集中治療部
部長 上原　健司 承認

２６－１２１
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

２６－１２２
乳癌患者のサバイバーシップを支えるトランスレーションナースとしてのOCNSの現状と課
題

医療支援
センター

主任
看護師

仁井山　由香 承認

２６－１２３ 標準予防策に関する看護師の知識とゴーグル着用の態度・実践の研究 看護部 看護師 藤井　由美 承認

２６－１２４ 心臓血管外科術後の患者の退院を困難にさせる要因の分析 看護部 看護師 世良　美代 承認

平成２６年第１０回　（平成２６年１２月１０日）

出席者：二宮委員長　檜垣委員　石田委員　岡島委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　林谷委員　水野委員　井谷委員　南波委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　藤田委員
金山委員　満足委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

平成２６年第１２回　（平成２７年２月５日開催）

出席者：二宮委員長　石田委員　岡島委員　雑賀委員　鷹取委員　井谷委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　満足委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

平成２６年第１１回　（平成２７年１月８日開催）

出席者：二宮委員長　石田委員　岡島委員　雑賀委員　児玉委員　水野委員　井谷委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　黒川委員　藤田委員　金山委員　満足委員　加藤委員　月村委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２６－１２５ 非小細胞肺癌患者に対するRe-biopsyの実態調査 腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－１２６ ダ・ビンチS手術システムを用いた、ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 泌尿器科 主任部長 雑賀　隆史 承認

２６－１２７
心房細動アブレーションを施行予定の非弁膜症性心房細動患者を対象に、心房細動アブ
レーション周術期におけるダビガトランの安全性及び有効性をワルファリンを対照薬として
比較する前向き、多施設共同、並行群間試験

循環器内科 部長 三浦　史晴 条件付承認

２６－１２８
エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使用症例における口内炎
予防のための歯科介入無作為第Ⅲ相試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－１２９ 新規敗血症重症度マーカーの開発
麻酔科・

集中治療部
医師 宮本　将 承認

２６－１３０
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相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２６－１３１
「新生児マススクリーニングのコホート体制、支援体制、および精度向上に関する研究」、
ブラインドサンプルを用いた精度管理の研究

総合周産期母子
医療センター

主任部長 西村　裕 承認

２６－１３２
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 小島　康知 承認

２６－１３３
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

２６－１３４
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダム化比較第Ⅲ相試
験（POTENT）

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２６－１３５ 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

２６－１３６ がん患者指導管理料算定に伴う乳腺外科医師とがん看護専門看護師の取り組みの成果
医療支援
センター

主任
看護師

仁井山　由香 承認

２６－１３７
妊娠期の妻への夫の支援の実際
～妊娠期の妻への夫の関わり満足感尺度を使用して～

看護部
主任

看護師
石川　めぐみ 承認

２６－１３８
胃瘻ボタンより流動食栄養を行っている小児に対する、JMS胃瘻ボタン「ジェイフード　ペ
グロック」の有効性

小児外科 副部長 佐伯　勇 承認
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