
所属 職名 氏名

２７－１
Shear wave with Smart maps(SwSm)を用いた肝線維化度評価による慢性肝疾
患における肝癌・非代償性肝硬変の合併および発症予測に関する研究

内科 部長 詫間　義隆 条件付承認

２７－２
慢性肝疾患におけるShear wave with Smart maps(SwSm)を用いた肝線維化評
価に関する研究

内科 部長 詫間　義隆 条件付承認

２７－３
直腸癌側方リンパ節転移の術前診断能の妥当性に関する観察研究～
JCOG1410-A～

外科 部長 徳本　憲昭 承認

２７－４
末梢型cT1aN0M0肺扁平上皮癌における脈管侵襲の意義に関する調査（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

２７－５
高齢者と非高齢者における向精神薬の投与量の実際と副作用の発現状況（電
子カルテを用いた後方的な観察研究）

薬剤部 薬剤師 齋藤　綾 承認
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２７－６
未治療原発不明癌に対する次世代シークエンスを用いた原発巣推定に基づく治
療効果の意義を問う第Ⅱ相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２７－７ EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者の治療実態調査 腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２７－８
高度リンパ節転移を有するHER2陽性胃・食道胃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

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－９ 若年性脳卒中患者を対象としたファブリー病疫学研究 脳神経内科 部長 野村　栄一 承認

２７－１０ 若年性脳卒中患者を対象としたファブリー病遺伝子解析研究 脳神経内科 部長 野村　栄一 承認

２７－１１
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

２７－１２
頚動脈ステント留置術後の再狭窄に対するシロスタゾールの効果に関する多施
設共同無作為化比較試験

脳神経外科 部長 廣常　信之 承認

２７－１３
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の開腹幽門側胃切除に
対する非劣性を検証するランダム化比較試験

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１４ 観察研究　術後および集中治療での腎機能回復期における腎機能評価
麻酔科・

集中治療部
部長 上原　健司 承認

２７－１５
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 徳本　憲昭 承認

２７－１６ 股関節正面撮影における内旋角度の研究 放射線技術部
診療放

射線技師
上野　泰彦 承認

２７－１７
がん看護CNSは、和解できないがん終末期患者と家族、コンサルティの看護師
にどのように介入するか？

医療支援
センター

主任
看護師

仁井山　由香 承認

平成２７年第２回　（平成２７年５月１４日開催）
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２７－１８
非小細胞肺癌における次世代シークエンサーを用いたMultiplex体細胞遺伝子変
異解析と各種変異陽性例の予後解析研究

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２７－１９
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド＋シスプラチン併用
療法とビノレルビン＋シスプラチン併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験にお
ける付随バイオマーカー研究

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２７－２０
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab-パクリタキセルの
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

２７－２１ ありのままの感情を表出し続け一人で最期を迎えた１事例 看護部
主任

看護師
後　薫 承認

２７－２２
側方リンパ節転移が疑われる下部直腸癌に対する術前化学療法の意義に関す
るランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験～JCOG1310～

外科 部長 徳本　憲昭 承認

２７－２３ 子宮筋腫合併妊娠に関する臨床的研究 産科 主任部長 石田　理 承認

２７－２４ アルコール関連肝細胞癌の実態と特徴に関する調査 内科 部長 岩堂　昭太 承認

２７－２５
根治切除可能な大型３型・４型胃癌に対する術前TS-1+CDDP併用療法による第
Ⅲ相試験

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－２６ 当院でのアトバコン使用症例の有用性・安全性の検討 薬剤部 薬剤師 常友　盛勝 承認

２７－２７
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　インフォームド・コンセント
補助ビデオ使用について

産科・婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２７－２８ 観察研究　術中褥瘡発生率と褥瘡因子の検討
麻酔科・

集中治療部
医師 青山　文 承認

審査結果
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２７－２９
高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施設共同
前向き調査研究

呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

２７－３０ 骨髄増殖性腫瘍（MPN）の遺伝子診断研究 血液内科 主任部長 野田　昌昭 承認

２７－３１
遺伝性消化管腫瘍症候群（ポリポーシス及び関連癌を含む）における原因遺伝
子の同定と新たな原因候補遺伝子の探索

外科 部長 井谷　史嗣 承認

２７－３２
内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP)後膵炎におけるジクロフェナク坐剤に対
する硝酸イソソルビド併用による膵炎予防効果に関する多施設共同無作為比較
試験

内科 部長 小川　恒由 承認

２７－３３
肝門部悪性胆道閉塞に対する術前胆道ドレナ－ジにおけるインサイドステントの
有用性・安全性を検討する多施設共同単群試験

内科 部長 小川　恒由 承認

２７－３４
C型肝炎肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法後の直接作用型抗ウイルス薬の
有効性・安全性に関する検討

内科 部長 宮武　宏和 承認

２７－３５
Ｘ線乳房撮影装置を用いた造影剤マンモグラフィ検査の臨床における有用性の
検討

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－３６ 膵頭十二指腸切除術における慢性肝障害の影響に関する研究 外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

２７－３７ 全身麻酔管理中の人工呼吸器設定に関する観察研究
麻酔科・

集中治療部
主任部長 鷹取　誠 承認

２７－３８
早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除病変の長期予後と転移・再発
危険因子に関する検討

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２７－３９
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

２７－４０ 集中治療室における蛋白質投与量に関する多施設観察研究
麻酔科・

集中治療部
医師 上野原　淳 承認

２７－４１ フェンタニル貼付剤からのオピオイドスイッチングに関する調査 薬剤部 部長 岡井　由美子 承認

平成２７年第４回　（平成２７年７月２日開催）

出席者：二宮委員長　塩崎委員　西川委員　雑賀委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　森本委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖田委員　金山委
員　満足委員

研究等課題名
申請者

審査結果
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２７－４２
ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃癌ESD治癒切除後患者における、ピロリ
菌除菌による異時性胃癌抑制効果を証明するランダム化試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

２７－４３ パ－クロレイト放出試験（試験的臨床）
総合周産期

母子医療セン
ター

主任部長 西村　裕 承認

２７－４４
再発乳癌組織におけるepithelial-mesenchymal transition(EMT)マーカーに関す
る検討

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－４５ 乳がん骨転移におけるBone scan index の有用性に関するコホート研究 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－４６
遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(Hereditary Breast and Ovaratian Cancer
Syndrome;HBOC)の診断と個別化医療のためのBRCA1/2遺伝子検査

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－４７ 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 部長 石田　治 承認

２７－４８ 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

２７－４９
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

２７－５０ 大腸内視鏡検査を受けるに至るまでの経緯に関する調査研究 内科 部長 國弘　真己 承認

２７－５１
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試験
－JUST-STUDY登録症例における追加調査－

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－５２
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（試験登録期間延長）

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－５３
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－GOTIC002(LUFT)試験－

産科・婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２７－５４ 肝内胆管癌に対する予防的リンパ節郭清の意義に関する研究 外科 副部長 佐藤　太祐 承認

２７－５５
borderline resectable膵癌(BRPC)に対する術前治療(neoadjuvant therapy)の有
効性に関する研究

外科 副部長 佐藤　太祐 承認

２７－５６ 炭酸リチウム服用患者の血中濃度治療域内で生じる振戦の要因解析 薬剤部 薬剤師 齋藤　綾 承認

２７－５７
外来化学療法における薬剤師業務の評価（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

２７－５８
SP療法施行胃癌患者における副作用発現と血清アルブミン値との関連性の調
査

薬剤部 薬剤師 河村　勇介 承認

２７－５９ 虐待予防委員会の事例にみる医療ソーシャルワーカーの役割
医療支援
センター

主事 高木　成美 承認

２７－６０
JCOG1207:食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するステロイド併用EBDおよびス
テロイド併用RICのランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

平成２７年第５回　（平成２７年８月１３日開催）

出席者：二宮委員長　西川委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　植松委員　森本委員　飯伏委員　沖田委員　金山委員　満足委員　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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２７－６１
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

２７－６２ 全身性エリテマトーデスに合併した血球貪食症候群の臨床的検討
リウマチ・
膠原病科

部長 大岩　寛 承認

２７－６３ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（チャーグ・ストラウス症候群）の臨床的検討
リウマチ・
膠原病科

部長 大岩　寛 承認

２７－６４ 肝硬変患者におけるレボカルニチン使用実態調査 薬剤部 薬剤師 中井　將人 承認

所属 職名 氏名

２７－６５
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検証する
第Ⅲ相臨床研究－ペルツズマブ再投与試験－

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－６６
高齢者肺癌患者（75歳以上）における標準縦隔リンパ節郭清と縮小リンパ節郭
清の第Ⅲ相試験

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２７－６７
慢性腎臓病（CKD）患者における前向き追跡検討とCKD・心血管疾患（CVD）診
療システムの開発に関する研究

内科 部長 木原　隆司 承認

２７－６８ 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 部長 石田　治 承認

２７－６９
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における初回治療ゲフィチニブ奏効後の増
悪を対象としたペメトレキセド追加療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 部長 金原　正志 承認

２７－７０ 高時間分解能乳房dynamicMRIによるリンパ節転移診断の検討 乳腺外科 部長 伊藤　充矢 承認

２７－７１
観察研究　末梢静脈挿入式中心静脈カテーテルのエコーによる先端位置異常
予防

麻酔科・
集中治療部

副部長 後藤　隆司 承認

２７－７２ 胃癌終末期患者の意思決定支援に難渋した一事例 看護部
主任

看護師
後　薫 承認

２７－７３ 長期集中治療後の摂食欲求が乏しい乳児への摂食支援アプローチへの一考察 看護部
主任

看護師
平野　麻実子 承認

平成２７年第６回　（平成２７年９月７日決裁）

出席者：二宮委員長　岡島副委員長　塩崎委員　西川委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　井谷委員　森本委員　杉山委員
開委員　飯伏委員　沖田委員　矢島委員　金山委員　満足委員

研究等課題名
申請者

審査結果

平成２７年第７回　（平成２７年１０月１日開催）

出席者：二宮委員長　塩崎委員　西川委員　雑賀委員　安井委員　森本委員　開委員　飯伏委員　沖田委員　矢島委員　金山委員　満足委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２７－７４ ニボルマブ（オプジーボ®）の肺癌への適応外投与について 呼吸器内科 副部長 益田　健 承認

平成２７年第８回　（平成２７年１０月８日開催）

出席者：二宮委員長　岡島副委員長　塩崎委員　雑賀委員　安井委員　森本委員　開委員　飯伏委員　沖田委員　矢島委員　金山委員　満足委員　加
藤委員　月村委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２７－７５ モビプレップ®配合内用剤による大腸内視鏡検査前処置時の服薬アドヒアランス
と洗浄効果の検討

内科 部長 國弘　真己 承認

２７－７６
重症心身障害児（者）の骨粗鬆症に対するアレンドロネート静注製剤の有効性、
安全性の検討

小児科 部長 越智　英明
変更後
再審査

２７－７７ 肝細胞癌の病態と予後に関する疫学調査 内科 部長 岩堂　昭太
変更後
再審査

２７－７８ 進行・再発乳癌を対象としたエリブリン/S-1併用療法の第Ⅱ相試験 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－７９
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 部長 金原　正志 承認

２７－８０
切除不能悪性腫瘍による胃通過障害に対する消化管ステント留置の有用性をカ
バーの有無により比較検討する多施設共同無作為比較試験

内科 部長 平尾　謙 承認

２７－８１
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助療法としてのTS-1+Docetaxel併用療
法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験(JACCRO GC-07(START-2))

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－８２
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後予測因子お
よび副作用発現の危険因子についての探索的研究(JACCRO GC-07AR)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－８３ 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

２７－８４
早産児における左房容積および動脈管評価（介入を伴わない、前方視的多施設
共同研究）

新生児科 副部長 本田　茜 承認

２７－８５
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

２７－８６
肝細胞癌とアルコール大量摂取が起因する肝細胞癌症例の後ろ向き観察研究
（アンケート調査）

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２７－８７
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試験
－JUST-STUDY登録症例における追加調査－

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－８８ 転移性膵腫瘍に関する後ろ向き多施設共同研究 内科 部長 平尾　謙 承認

２７－８９
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（多施設共同後方視的解析）

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２７－９０ 心臓カテーテル検査におけるステント強調表示機能の評価 放射線技術部
診療放射線

技師
工藤　匡 承認

２７－９１
臨床看護師の「ワークライフ・バランス」とその影響要因に関する研究「ワークカ
ルチャー」「個人の仕事習慣・信念」「個人特性」との関連性

看護部 看護師長 光吉　康子 承認

２７－９２ 最期まで支えた、苦悩し続けた再発胃癌の一例
医療支援
センター

主任看護師 仁井山　由香 承認

２７－９３ 慢性疾患をもち入退院を繰り返す学童期の子どもの思い 看護部 看護師 竹川　和美 承認

平成２７年第９回　（平成２７年１１月５日開催）

出席者：二宮委員長　岡島副委員長　塩崎委員　西川委員　雑賀委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　井谷委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖
田委員　金山委員　満足委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２７－９４
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腎部分切除術の有用
性と安全性の検討

泌尿器科 主任部長 雑賀　隆史 承認

２７－９５
救急医療領域における生体侵襲と生体反応の病態解明とその臨床応用に関す
る多施設共同研究

救急科 主任部長 内藤　博司 承認

２７－９６
肺炎球菌・レンサ球菌・黄色ブドウ球菌による重症敗血症の多施設共同観察研
究

救急科 主任部長 内藤　博司 承認

２７－９７
重症心身障害児（者）の骨粗鬆症に対するアレンドロネート静注製剤の有効性、
安全性の検討

小児科 部長 越智　英明 承認

２７－９８
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～前向き
多施設共同研究～

外科 部長 松川　啓義 承認

２７－９９ 脾全摘患者に対する前向き実態調査 外科 部長 松川　啓義 承認

２７－１００
無償提供により測定されたMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体（M2BPGi）測定値の
臨床応用と臨床観察研究・臨床横断研究への応用

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２７－１０１ 乳房再建用ティッシュ・エキスパンダーと被膜形成に関する多施設間研究 形成外科 部長 身原　弘哉 承認

２７－１０２
肝機能障害を伴った小腸機能不全患児に対するω ３系脂肪製剤（Omegaven）の
使用

総合周産期
母子医療
センター

副部長 隅　誠司 承認

２７－１０３ Amplatzer vascular plag(AVP)を用いた動脈管塞栓術 循環器小児科 副部長 石口　由希子 承認

２７－１０４
消化管・肝胆膵原発の切除不能・再発神経内分泌癌(NEC)を対象としたエトポシ
ド/シスプラチン(EP)療法とイリノテカン/シスプラチン（IP）療法のランダム化比較
試験

外科 医師 三宅　聡一郎 承認

２７－１０５ ニューモシスチス肺炎予防・治療におけるアトバコン母集団薬物動態解析 薬剤部 薬剤師 常友　盛勝 条件付承認

２７－１０６
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

２７－１０７ 切除不能混合型肝癌に対する治療の後向き研究 内科 部長 岩堂　昭太 承認

２７－１０８
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助療法としてのTS-1+Docetaxel併用療
法とTS-1単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験(JACCRO GC-07(START-2))

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１０９
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後予測因子お
よび副作用発現の危険因子についての探索的研究(JACCRO GC-07AR)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１１０ CDDP後発医薬品の安全性評価　－腎機能障害について－ 薬剤部 薬剤師 妹尾　啓司 承認

２７－１１１ BEP療法施行患者におけるG-CSF投与時期の検討 薬剤部 薬剤師 村上　礼隆 承認

２７－１１２
心臓カテーテル検査での短期入院患者に対する効果的な生活指導方法～パン
フレットの見直しを行って～

看護部 看護師 濱口　裕子 承認

２７－１１３
人工膝関節置換術患者のリハビリオリエンテーションについて
～動画の効果と有用性～

看護部
看護師長
看護師

岩田　祐子
山西　李奈

承認

２７－１１４ 両眼性眼球運動障害に対する定量的ひき運動検査の有用性 眼科 視能訓練士 古川　真二郎 承認

平成２７年第１０回　（平成２７年１２月３日開催）

出席者：二宮委員長　岡島副委員長　塩崎委員　西川委員　雑賀委員　鷹取委員　安井委員　森本委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖田委員　矢
島委員　金山委員　満足委員　加藤委員　月村委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２７－１１５ 大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験（無作為二重盲検試験） 内科 部長 東　玲治 承認

２７－１１６ 肝内胆管癌に対するリンパ節郭清範囲の標準化：完全郭清vsサンプリング 外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

２７－１１７ 肝細胞癌ラジオ波焼灼療法後患者における予後予測nomogramの有用性 内科 部長 詫間　義隆 承認

２７－１１８
高齢にて発症した肝細胞癌常習飲酒家のキサンチンオキシダーゼ（XO）阻害剤
内服症例の予後検討：当該単施設検討

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２７－１１９
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 部長 金原　正志 承認

２７－１２０ 急性腹症患者における腹部CT（腸管気腫症・門脈ガス症）に関する疫学研究 救急科 副部長 市場　稔久 承認

２７－１２１ 腹部分枝動脈解離（上腸間膜動脈解離、腹腔動脈解離）に関する疫学研究 救急科 副部長 市場　稔久 承認

２７－１２２ CDTM導入によるベバシズマブ誘発性の蛋白尿に関する調査 薬剤部 薬剤師 北本　真一 承認

２７－１２３ TAVI専用解析ソフトの計測精度の検討 放射線技術部
診療放射線

技師
高波　宏和 承認

２７－１２４ 進行・再発乳癌患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの実施
医療支援
センター

主任看護師 仁井山　由香 承認

２７－１２５
救急車で来院した患者家族のニーズと、救急外来の看護師の家族に対する看
護の現状を知り、看護師に求められる家族看護のあり方を明らかにする

看護部 看護師 多田　恭子 承認

２７－１２６ NRSとSTAS-J評価ツールを併用した疼痛評価による効果 看護部 看護師 廣瀬　聡美 承認

２７－１２７ EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者の治療実態調査 腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２７－１２８
進行度（病理分類）Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の骨密度変化に関する前向き
コホート研究

外科 副部長 石田　道拡 承認

２７－１２９ 化学療法を行う患者に対する口腔マネジメントの質の向上を目指した取り組み 看護部 看護師 柳井　慶子 承認

平成２７年第１１回　（平成２８年１月７日開催）

出席者：二宮委員長　岡島副委員長　塩崎委員　西川委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　森本委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖田委員　矢
島委員　金山委員　満足委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２７－１３０
高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋エトポシド併用療法（CE
療法）とカルボプラチン＋イリノテカン併用療法（CＩ療法）のランダム化比較第Ⅱ/
Ⅲ相試験

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

２７－１３１
グルタールアルデヒドを用いて処理した自己心膜、またはウシ心膜を用いた大動
脈弁再建術

心臓血管外科 部長 久持　邦和 条件付承認

２７－１３２ 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

２７－１３３
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

２７－１３４
超音波ガイド下肝生検58例のASQ:Acoustic Structure Quantificationと背景の比
較

内科 部長 岩堂　昭太 承認

２７－１３５ リトドリン塩酸塩の使用実施ならびに副作用に関する調査への参加 産科・婦人科 部長 上野　尚子 承認

２７－１３６ 小児循環器患者に対する携帯型酸素濃縮装置（ハイサンソポータブルα
Ⓡ）を用

いた在宅酸素療法（HOT）
循環器小児科 医師 岡田　清吾 承認

２７－１３７ 超急性期脳卒中患者に対する救急外来での初期対応の取り組み 看護部 看護師 宇城　幸恵 承認

２７－１３８ デスカンファレンスからみえる小児病棟看護師の思い 看護部 看護師 竹川　和美 承認

２７－１３９ 重症CHD児の成長発達の支援－保育記録と看護記録からの見解－ 看護部 看護師 竹川　和美 承認

平成２７年第１２回　（平成２８年２月４日開催）

出席者：二宮委員長　岡島副委員長　塩崎委員　西川委員　雑賀委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　杉山委員　開委員　飯伏委員　沖田委員　矢
島委員　金山委員　満足委員

研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

２７－１４０
慢性膵炎に対する外科治療の実態調査と普及への課題解析
－多施設共同後向き観察研究－

外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

２７－１４１
慢性膵炎による難治性疼痛に対する外科治療施行症例の検討
－多施設共同後向き観察研究－

外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

２７－１４２
脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究(J-ASPECT
Study)
平成27年度「レセプト等情報を用いた脳卒中救急疫学研究」

脳神経外科 主任部長 西野　繁樹 承認

２７－１４３
JCOG0603大腸癌肝転移切除患者を対象としたフルオロウラシル/Ⅰ-ロイコボリ
ンとオキサリプラチン併用補助化学療法（mFOLFOX6）vs.手術単独によるランダ
ム化Ⅱ/Ⅲ相試験

外科 部長 小島　康知 承認

２７－１４４
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(JCOG1018:RESPECT)

外科 部長 小島　康知 承認

２７－１４５
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(ver1.1)

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－１４６
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(ver1.3)

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－１４７
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

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－１４８
再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップとインテンシブフォローアップ
の比較第Ⅲ相試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２７－１４９
高度リンパ節転移(Bulky N2もしくは臨床的N3)を伴う進行胃癌におけるhuman
epidermal growth factor receptor(HER2)の発現陽性割合に関する研究(ver1.1)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５０
病理学的ＳｔａｇeⅡ胃癌に対するＳ-1術後補助化学療法の期間短縮の意義を検
討するランダム化比較第Ⅲ相試験(ver1.3)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５１
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(ver1.1)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５２
深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切除の意義に関するランダム化比
較第Ⅲ相試験(ver1.3)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５３
高度リンパ節転移を伴う進行胃癌に対する術前Docetaxel+CDDP+S-1の第Ⅱ相
試験(ver1.1)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５４
治療切除不能進行胃癌に対する胃切除術の意義に関するランダム化比較第Ⅲ
相試験(ver1.5)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５５
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(ver2.4)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５６
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
(ver2.0)

外科 部長 丁田　泰宏 承認

２７－１５７ 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

２７－１５８
上腸間膜動脈解離と上腸間膜動脈血栓塞栓症に関する電子カルテデータベー
スを用いた網羅的疫学研究　後ろ向き観察研究

救急科 副部長 市場　稔久 承認

２７－１５９
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 承認

２７－１６０ 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

２７－１６１ 上行大動脈ステントグラフト内挿術 心臓血管外科 部長 柚木　継二 条件付承認

平成２７年第１３回　（平成２８年３月３日開催）
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