
所属 職名 氏名

2020-1
中毒性表皮壊死性に対するTNF-α の阻害剤投与療法（保険外）
（治験）ONO-4538+CBDCA+PTX+Beva 治療中

皮膚科 主任部長 戸井　洋一郎 承認

2020-2
JCOG1907：cT1-2N0-2胃癌におけるロボット支援下胃切除術の
腹腔鏡下胃切除に対する優越性を検証するランダム化比較試験

外科 部長 石田　道拡 承認

2020-3
オーストラリア、中国、日本、韓国、シンガポール及び台湾の特定
の進行固形癌における高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-
H）又はDNAミスマッチ修復欠損（dMMR）の割合

外科 部長 丁田　泰宏 承認

2020-4
胸部動態撮影における呼吸器内科・呼吸器外科患者の肺機能診
断についての研究

放射線技術部
診療放射線

技師
伊藤　博美 承認

2020-5 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-6
再発高リスク消化管間質腫瘍に対する完全切除後の治療に関す
る研究(STAR ReGISTry)の追跡調査

外科 部長 石田　道拡 承認

2020-7
腹腔鏡下観音開き法再建の術後食道逆流防止における有効性と
安全性を検証する多施設共同前向き臨床研究

外科 部長 丁田　泰宏 承認

2020-8
ダ・ヴィンチXi手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下子宮全
摘手術の有用性と安全性の検討

婦人科 主任部長 児玉　順一 承認

2020-9
胆膵精査のEUSに上部消化管内視鏡検査を加えた食道胃胆膵同
時スクリーニングの有用性

内科 副部長 高田　斎文 承認

2020-10
血液培養検査におけるコンタミネーションに対するクロルヘキシジ
ンアルコールの有用性についての研究

薬剤部 副部長 菅原　隆文 承認

2020-11
保険薬局薬剤師を対象とした、病院薬剤師によるお薬相談窓口
の有効性

薬剤部 薬剤師 阿部　圭輔 承認

2020-13
「もっと早く言ってもらいたかった」と言い残し亡くなってしまった終
末期患者の意思決定支援

看護部 看護師 中村　良子 承認

2020-14
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
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2020-18 Japan Trevo Registry
脳神経外科・脳
血管内治療科

主任部長 廣常　信之 承認

2020-19
JCOG1902：早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の高齢
者適応に関する第Ⅲ相単群検証的試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-20 眼内リンパ腫に対するメトトレキサート硝子体内注入療法 眼科 部長 寺田　佳子 承認

2020-21
切除不能進行胃癌患者における予後予測因子に関する多施設共
同観察研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-22 大腸癌予後因子としてのD-dimerおよびCEAの検討 外科 部長 原野　雅生 承認

2020-23
ロボット支援手術、胸腔鏡下手術、胸腔鏡補助手術の安全性、有
用性の比較

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-24
乳房超音波診断における自動Strain Ratio計測システム（ASRS）
を用いた診断手法による良悪性鑑別の可能性の検証

乳腺外科 部長 伊藤　充矢 承認

2020-25 緩和ケア外来の現状と課題
緩和ケア科・緩
和ケアチーム

部長 岡部　智行 承認

2020-26
神経疾患における経皮的CO2モニターによる呼吸筋障害の検出
と転帰への影響

脳神経内科 副部長 内藤　裕之 承認

2020-27 AST担当薬剤師によるTAZ/PIPC適正使用への介入効果の検討 薬剤部 副部長 菅原　隆文 承認

2020-28
入院加療腎盂腎炎患者における経口抗菌薬 de-escalationへの
取り組み

薬剤部 副部長 吉川　明良 承認

2020-29
フォローアップ依頼書を活用したトレーシングレポート普及に対す
る効果

薬剤部 副部長 吉川　明良 承認

2020-30
病棟薬剤師による持参薬に含まれるせん妄誘発薬剤である睡眠
薬を周知した取り組みの評価

薬剤部 薬剤師 布施　菜々子 承認

2020-31
血液疾患における多項目自動血球分析装置XN-20の有用性につ
いての検討

臨床検査部 主任技師 河野　浩善 承認
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2020-32
転移性脳腫瘍に対するSRT期間中の腫瘍形態変化と計画変更に
よる脳照射体積変化の評価

放射線技術部
診療放射線

技師
工藤　剛吏 承認

2020-33
自動心肺蘇生器による有害事象に対する看護師の認識と看護の
実際

看護部 看護師 藤田　正美 承認

2020-34 当院川崎病パンフレットの効果と課題の検討 看護部 看護師 青木　千佳 承認

2020-35 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-36 非侵襲的核酸変異解析技術の開発 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-37
NSAID/ｱｽﾋﾟﾘﾝ起因性胃粘膜傷害と胃炎の京都分類との相関性
に関する研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-38
Triple negative 乳癌における、エリブリンメシル酸塩を用いた術前
化学療法多施設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験（JBCRG-22)付
随研究　生存観察研究

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2020-39
非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線治療後のデュルバルマ
ブ療法における間質性肺炎発症に対するリスク因子の検討

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-40
フィンゴリモド（FTY720）0.5 mg を服用した多発性硬化症患者にお
けるJC ウイルスに対する免疫応答を検討する18 ヵ月，多施設共
同，2 コホート，前向き観察研究

脳神経内科 副部長 杉本　太路 承認

2020-41
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 洲山　佳寛 承認

2020-42 我が国の小児CT検査で患児が受ける線量の実態調査(2018) 放射線技術部 主任技師 岡田　信子 承認

2020-15 COVID-19患者に対するファビピラビル、シクレソニドの投与 救急科 副部長 妹尾　和憲 承認

2020-16
ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患者の
背景因子と治療効果の検討（観察研究）

救急科 副部長 妹尾　和憲 承認

2020-17 COVID-19に関するレジストリ研究 救急科 副部長 妹尾　和憲 承認

委託-10
80歳以上の食道表在癌・早期胃癌患者に対する治療選択システ
ムの確立

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩
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2020-43
Droplet digital PCR法による治療前EGFR T790M陽性の非小細胞
肺癌におけるEGFR-TKIの有効性を検討する多施設共同後ろ向き
観察研究

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-44
日本人乳癌患者を対象とし仮想的市場評価法を用いて患者が考
える「生命」や「健康」に対する金銭的価値を支払い意思額
（Willingness to pay：WTP）として検証する前向き観察研究

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2020-45 大腸癌リンパ節転移に関する術前点墨の影響に関する研究 外科 副部長 矢野　琢也 承認

2020-46
インプラント乳房再建後の局所再発の特徴やリスク因子に関する
研究

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2020-47 病棟で引き起こされた薬剤に関連するIA報告の分析および考察 薬剤部 薬剤師 内藤　七海 承認

2020-48
ベンゾジアゼピン受容体作動薬内服患者における術後せん妄発
症のリスク因子に関する分析

薬剤部 薬剤師 森山　由瑛 承認

2020-49
入院中及び退院支援における居宅介護支援事業所からの情報提
供書利用に関する実態調査

看護部 看護師長 品川　佳子 承認

2020-50
ICU入室患者の不要な抑制減少に向けた取り組み
　- 抑制評価ツール導入後の動向の検証 -

看護部 看護師 紀川　知美 承認

2020-51 A県の小児看護に携わる看護師が看護実践で捉える困難の特徴 看護部 看護師 斉藤　志織 承認

2020-52 レクリエ－ションによる意欲改善を目指した取り組み 看護部 看護師 構井　ひかる 承認

2020-53 全身性エリテマトーデスに関する臨床的検討 リウマチ・膠原病科 主任部長 大岩　寛 承認

2020-54
トラスツズマブを初回投与量にて再投与した際の点滴時間につい
ての検討

薬剤部 薬剤師 荒目　俊明 承認
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2020-55

「原発不明癌に対するNivolumab（ONO-4538）の有効性を検討す
る第Ⅱ相試験」における附随研究
An Open Label Phase Ⅱ Study on the efficacy of Nivolumab
（ONO-4538）in Japanese Subjects with cancer of unknown
primary（CUP）（NivoCUP）Biomarker study

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

2020-56
大腸ESD後創部クリップ完全縫縮の遅発性偶発症予防効果を検
証する単盲検化ランダム化比較試験

内科 部長 森藤　由記 承認

2020-57 縮小手術後、残肺葉切除症例の検討 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-58
腹腔内アプローチによる腹腔鏡下超低位前方切除の限界、最近
の手技と成績

外科 部長 吉満　政義 承認

2020-59 骨盤内臓全摘術の治療成績と腹腔鏡下手技 外科 部長 吉満　政義 承認

2020-60 ハルトマンリバーサルの短期成績に関する後ろ向き研究 外科 副部長 矢野　琢也 承認

2020-61
心疾患患者におけるSGLT２阻害薬による血糖改善に及ぼす影響
因子

薬剤部 薬剤師 柳井　優里 承認

2020-62 救急救命センターにおける摂食機能療法への取り組み 看護部 看護師 増田　和美 承認

2020-63 退院支援の早期介入に関して救急外来看護師の意識変容 看護部 看護師 田中　陽子 承認

2020-64

高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期
IA(T1bN0M0)/IB/II/IIIA期症例の術後補助化学療法に対する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
(SLCG1201)付随研究
「治療効果と副作用に関する分子マーカーの解析」

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-65

高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期
IA(T1bN0M0)/IB/II/IIIA期症例の術後補助化学療法に対する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
(SLCG1201)付随研究
「治療効果と副作用に関する分子マーカーの解析」

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-66

高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期
IA(T1bN0M0)/IB/II/IIIA期症例の術後補助化学療法に対する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
(SLCG1201)付随研究
「治療効果と副作用に関する分子マーカーの解析」

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-67 家族性肺癌家系における原因遺伝子異常の解明 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-68
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 部長 臺　和興 承認

2020-69
カンジダ血症におけるミカファンギン投与量と有効性についての検
討

薬剤部 薬剤師 洲山　佳寛 承認
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2020-70
多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観
察研究　Providing Multidisciplinary ILD diagnoses （PROMISE）
study

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-71
ダ・ヴィンチXi手術システムを用いたロボット支援下膵頭十二指腸
切除術・膵体尾部切除術の妥当性と安全性の検討

外科 部長 松川　啓義 承認

2020-72
脳血管塞栓症用の血栓回収カテーテルをdistal access catheter
として使用した脳動静脈奇形（AVM）、頭蓋内硬膜動静脈瘻
（dAVF）に対する塞栓物質Onyxを用いた経動脈的塞栓術

脳神経外科・脳
血管内治療科

部長 村岡　賢一郎 不承認

2020-74
精神科救急トリアージ＆スクリーニング尺度の臨床適用に関する
観察研究

精神科 主任部長 和田　健 承認

2020-75
電気けいれん療法における発作増強法としての右片側刺激切り
替えの有用性に関する症例研究

精神科 主任部長 和田　健 承認

2020-76
頭頚部癌および食道癌に対する治療歴が肺悪性腫瘍の外科切
除症例に与える影響に関する後方視的調査

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-77 孤立性右室低形成の原因究明と予後調査 循環器小児科 部長 片岡　功一 承認

2020-78 アナフィラキシーに関する多施設前向き観察研究 救急科 副部長 柏　健一郎 承認

2020-79

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 部長 臺　和興 承認

研究等課題名
申請者

審査結果

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）
令和２年度第５回（令和２年９月１０日開催）
出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　井口委員　安井委員　植松委員　井谷委員　瀬良委員　高魚委員　坂田委員　竹本委員
三村委員　山岡委員　金本委員

審査番号



所属 職名 氏名

2020-80
がん幹細胞系マーカー及びTumor mutation burdenと術後再発の
関連性を評価する後ろ向き観察研究

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

2020-81

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小
細胞肺癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多
施設共同前向き観察研究
J-TAIL-2：Japanese-Treatment with Atezolizumab In Lung
Cancer-2

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-82

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブ
MDD診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの創
出
-AI診断システムと新規バイオマーカーの開発-

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-83
菌株遺伝子情報、薬剤感受性サーベイランス情報、DPCデータを
用いた薬剤耐性腸内細菌科細菌が臨床に及ぼす影響に関する
研究

臨床検査部 主任技師 木村　公重 承認

2020-84
脳神経外科疾患における患者因子と予後、診断、治療の効果・安
全性、臨床病理学的な特性等に関する研究

脳神経外科・脳
血管内治療科

救命救急セ
ンター長

西野　繁樹 承認

2020-85
フィンゴリモド（FTY720）0.5 mg を服用した多発性硬化症患者にお
けるJC ウイルスに対する免疫応答を検討する18 ヵ月，多施設共
同，2 コホート，前向き観察研究

脳神経内科 副部長 杉本　太路 承認

2020-86 大腸T1癌の予後に関する多施設共同前向きコホート研究 内科 部長 森藤　由記 承認

2020-87
StageD壮年期心不全患者家族への退院支援で困難を感じた１事
例を振り返る

看護部 看護師 杉町　英子 承認

2020-88 慢性心不全患者に対する終末期の医療と看護ケアの検討 看護部 看護師 大城　桃子 承認

2020-89 膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術の手術手技と治療成績 外科 部長 松川　啓義 承認

2020-90 巨大食道裂孔ヘルニア（typeⅢ/Ⅳ）に対する腹腔鏡下修復術 外科 主任部長 井谷　史嗣 承認

出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　井口委員　安井委員　井谷委員　瀬良委員　高魚委員　開委員　坂田委員
三村委員　山岡委員　金本委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）
令和２年度第６回（令和２年１０月１日開催）



所属 職名 氏名

2020-91

JGOG-ToMMo バイオバンキング事業
（JGOG3024 BRCA1/2遺伝子バリアントとがん発症・臨床病理学
的特徴および発症リスクを明らかにするための卵巣がん未発症を
対象としたバイオバンク・コホート研究）

産科・婦人科
上席

主任部長
児玉　順一 承認

2020-92
直腸癌手術における適切なCircumferential resection margin
（CRM）とDistal Margin（DM）に関する多施設前向き観察研究

外科 部長 吉満　政義 承認

2020-93
エリブリンの有用性に影響を及ぼす因子を検討する前向き観察研
究 KBCSG-TR2018

乳腺外科 医師 上野　彩子 承認

2020-94 当院救急外来における、血液培養陽性に関わる因子の検討 救急科 部長 大谷　尚之 承認

2020-95
経食道心エコー（TEE）挿入方法の違いによる術後声帯麻痺発生
率の比較検討

麻酔科 医師 米澤　みほこ 承認

2020-96
HIV診療ブロック拠点病院におけるHIV感染症治療薬の処方動向
調査研究

薬剤部 副部長 菅原　隆文 承認

2020-97
JGOG3024 BRCA1/2遺伝子バリアントとがん発症・臨床病理学的
特徴および発症リスクを明らかにするための卵巣がん未発症を対
象としたバイオバンク・コホート研究

産科・婦人科
上席

主任部長
児玉　順一 承認

2020-98
多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観
察研究
Providing Multidisciplinary ILD diagnoses （PROMISE）study

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-99
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌を対象としたDroplet digital
PCR法によるEGFR-TKI治療前のEGFR T790M検出の意義を検討
するための多施設共同研究（WJOG13119L）

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-100
大腸ESD後創部クリップ完全縫縮の遅発性偶発症予防効果を検
証する単盲検化ランダム化比較試験

内科 部長 森藤　由記 承認

2020-101
筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の生活を支援する家族への退院
指導の課題と支援のあり方の検討

看護部 看護師 西下　那津美 承認

2020-102
HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象とした化学療法
の有用性を検討する多施設共同後方視的観察研究（Real World
Data Analysis）

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2020-103
神経疾患における経皮的CO2モニターによる慢性呼吸障害の検
出と転帰への影響

脳神経内科 副部長 内藤　裕之 承認

委託-5 胃消化管間葉系腫瘍のFDG-PET検査所見に関する解析 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩

委託-6 胃底腺型胃癌の特徴に関する研究 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）
令和２年度第７回（令和２年１１月５日開催）
出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　井口委員　安井委員　植松委員　井谷委員　大谷委員　瀬良委員　高魚委員　開委員
坂田委員　竹本委員　三村委員　山岡委員　金本委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

委託-7
抗凝固薬内服継続下（治療当日のみ休薬した場合を含む）に行っ
た胃内視鏡的粘膜下層剥離術の後出血リスク：多施設後ろ向き
観察研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩

委託-12
国内完結型個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル
検査研究
（新規マルチプレックス遺伝子パネル検査の臨床性能研究）

病理診断科 主任部長 市村　浩一

委託-2（3）
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

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎

審査番号 研究等課題名
申請者



所属 職名 氏名

2020-104
濾胞性リンパ腫におけるobinutuzumabの効果・耐性に関わる臨床
分子病理学的検討

血液内科 部長 塩手　康弘 承認

2020-106
実臨床での小児ダニ舌下免疫療法の継続率および効果に関する
調査

外科 部長 吉川　知伸 承認

2020-107
HER2陰性進行再発乳癌におけるPaclitaxel+Bevacizumab（PB）療
法の臨床効果と組織免疫関連シグネチャーの関連性を検討する
多施設共同・後方視的トランスレーショナル研究

乳腺外科 医師 上野　彩子 承認

2020-108
濾胞性リンパ腫におけるobinutuzumab治療に関連した血小板減
少の観察研究

血液内科 部長 塩手　康弘 承認

2020-109 重症大動脈弁狭窄症患者に大腿ヘルニア手術を施行した１症例 麻酔科 後期研修医 加藤　光晴 承認

2020-110
乳児の巨大縦隔腫瘍の緊急摘出手術において体外循環離脱に
難渋した１例

麻酔科 後期研修医 田口　郁也 承認

2020-111
A病院における緊急入院患者の転倒転落と急性症状の関連性お
よびアセスメントシートの予測精度の検証

看護部 看護師 羽田野　かずみ 承認

2020-112
新型コロナ感染予防による面会制限中の母親の育児不安につい
て

看護部 看護師 上田　貴美 承認

2020-113
乳房切除後腹直筋皮弁術後の同一体位による患者の思いや苦
痛を明らかにし、効果的な看護介入、看護実践につなげていく。

看護部 看護師 川尻　智美 承認

2020-114
切除不能・進行再発胃癌に対するNivolumabの効果・予後予測因
子の検討

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-115
アジアの特定の進行固形癌における高頻度マイクロサテライト不
安定性（MSI-H）又はDNAミスマッチ修復欠損（dMMR）の割合

外科 部長 丁田　泰宏 承認

2020-116
JCOG1907：cT1-2N0-2胃癌におけるロボット支援下胃切除術の
腹腔鏡下胃切除に対する優越性を検証するランダム化比較試験

外科 部長 石田　道拡 承認

2020-117 中四国ライブのビデオセッション 循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 承認

2020-118 ANCA関連血管炎に関する臨床的検討 リウマチ・膠原病科 主任部長 大岩　寛 承認

2020-119 大型血管炎に関する臨床的検討 リウマチ・膠原病科 主任部長 大岩　寛 承認

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）
令和２年度第８回（令和２年１２月１０日開催）
出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　井口委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　井谷委員　瀬良委員　高魚委員　開委員
坂田委員　竹本委員　三村委員　山岡委員　金本委員

審査番号 研究等課題名
申請者
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2020-120
自己免疫性脳炎およびその類縁疾患における自己抗体測定系の
開発と新規抗原の同定に関する研究

脳神経内科 副部長 杉本　太路 承認

2020-121
脳卒中レジストリを用いた広島の脳卒中診療実態の把握（HARP
Study）

脳神経内科 主任部長 野村　栄一 承認

2020-122
「観音開き法」食道残胃吻合を施行した噴門側胃切除術後の残胃
癌の発生と予後を検証する多施設共同後ろ向き観察研究（rD-
FLAP-rGC Study）

外科 部長 石田　道拡 承認

2020-123 胃原発NEC切除後症例を対象とした多施設共同後方視的研究 外科 部長 石田　道拡 承認

2020-124
筋萎縮性側索硬化症診断における反復刺激試験漸減応答と神経
伝導検査所見の有用性に関する検討

脳神経内科 副部長 杉本　太路 承認

2020-125
重症筋無力症患者における速効治療時のプレドニゾロンの影響
に関する検討

脳神経内科 副部長 杉本　太路 承認

2020-126
心臓大血管手術周期の周術期高血糖と術後臓器不全の関連性
について

麻酔科 副部長 松本　森作 承認

2020-127 高齢者膵癌における膵頭十二指腸切除術の成績に関する検討 外科 医師 大倉　友博 承認

2020-128 パーキンソン病に合併したせん妄の薬物療法的マネジメント 精神科 後期研修医 藤井　淳人 承認

2020-129
デスカンファレンスから分析したアドバンス・ケア・プランニングの
あり方の検討～患者・代理決定者のニーズに沿った医療・ケア・
選択支援の体制確立に向けて～

看護部 看護師 佐伯　志桜里 承認

2020-130
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 部長 向井　亘 承認

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）
令和２年度第９回（令和３年１月７日開催）
出席者：岡島委員長　岡本委員　井口委員　鷹取委員　安井委員　植松委員　井谷委員　瀬良委員　高魚委員　開委員
坂田委員　竹本委員　三村委員　山岡委員　金本委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果



所属 職名 氏名

2020-131

転移性腎細胞癌患者における治療パターン、治療アウトカム及び
医療資源利用状況に関する観察研究：Patterns of treatment and
Outcomes Evaluation in Metastatic Renal Cell Carcinoma
Patients in Japan(POEM)

泌尿器科 主任部長 江原　伸 承認

2020-132 Cryo AFグローバルレジストリ研究 循環器内科 部長 末成　和義 承認

2020-133
内視鏡切除後pT1a-MMかつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌の
長期予後に関する多施設共同後向き観察研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2020-134
肝癌薬物療法のリアルワールドデータを活用したオールジャパン
研究

内科 部長 岩堂　昭太 承認

2020-135 ロボット支援下食道悪性腫瘍手術導入による臨床的成果の検討 外科 部長 白川　靖博 承認

2020-136
肺門型の左上葉肺癌に対する、肺動脈形成を伴う肺葉切除術と
肺全摘術の手術成績と予後に関する検討

呼吸器外科 部長 牧　佑歩 承認

2020-137 大腸癌術後合併症に関する探索的研究 外科 副部長 矢野　琢也 承認

2020-138
IPMN悪性予測モデルは市中病院での治療方針決定に有用か、
経過観察症例を中心とした検討

内科 副部長 高田　斎文 承認

2020-139
８０歳以上の高齢うつ病患者に対する抗うつ薬療法の有効性、安
全性に関する検討

精神科 医師 川下　芳雄 承認

2020-140
挿管時に声門下狭窄および抜管困難が疑われた小児気管憩室
症

麻酔科 医師 武末　美幸 承認

2020-141 周術期に巨大陰性T派を呈した左心低形成症候群の小児２症例 麻酔科 医師 武末　美幸 承認

2020-142
経尿道的ホルミニウムヤグレーザー前立腺切除術で気道浮腫を
契機に診断した灌流生理食塩水血管内吸収による高クロール性
アシドーシスの１例

麻酔科 医師 武末　美幸 承認

2020-143
脳血管疾患患者における経管栄養中の下痢改善に向けての看
護の振り返り

看護部 看護師 東　沙織 承認

2020-144
医療関係者の職業被ばくに影響を与える要因に関する後向き研
究

放射線技術部 主任技師 西原　精人 承認

2020-145
濾胞性リンパ腫におけるobinutuzumabの効果・耐性に関わる臨床
分子病理学的検討

血液内科 部長 塩手　康弘 承認

2020-146
フィンゴリモド（FTY720）0.5 mg を服用した多発性硬化症患者にお
けるJC ウイルスに対する免疫応答を検討する18 ヵ月，多施設共
同，2 コホート，前向き観察研究

脳神経内科 副部長 内藤　裕之 承認

令和２年度第１０回（令和３年２月４日開催）
出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　井口委員　安井委員　植松委員　井谷委員　瀬良委員　高魚委員　開委員
坂田委員　竹本委員　三村委員　山岡委員　金本委員

審査番号 研究等課題名
申請者

審査結果

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）



所属 職名 氏名

2020-148

高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期
IA(T1bN0M0)/IB/II/IIIA期症例の術後補助化学療法に対する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
(SLCG1201)付随研究
「治療効果と副作用に関する分子マーカーの解析」

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-149 家族性肺癌家系における原因遺伝子異常の解明 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2020-150 家族性肺癌家系における原因遺伝子異常の解明 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

委託-13 全身化学療法を受けた肝細胞癌患者の予後に関する観察研究 内科 主任部長 植松　周二

審査結果審査番号 研究等課題名
申請者



所属 職名 氏名

2020-151
メラトニン受容体作動薬の時間薬理学的な不眠・せん妄予防効果
に関するランダム化比較試験

精神科 主任部長 和田　健 承認

2020-152
CARP Study
Chugoku ALS Retrospective Prospective Study
筋萎縮性側索硬化症の病態解明に関する研究

脳神経内科 副部長 内藤　裕之 承認

2020-153
脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効
性等の検証のための研究

脳神経外科・脳
血管内治療科

主任部長 廣常　信之 承認

2020-154 全身性エリテマトーデスに関する臨床的検討
リウマチ・
膠原病科

主任部長 大岩　寛 承認

2020-155
院外心停止蘇生後患者における頭部CTの予後予測に関する検
討：灰白質/白質比率（GWR：grey-white matter ratio）の取得時間
と精度に関しての多施設後ろ向き観察研究

救急科 部長 市場　稔久 承認

2020-156 虫垂炎術後合併症に関する探索的研究 外科 副部長 矢野　琢也 承認

2020-157
食道癌術後胃管潰瘍に穿通した胸部下行大動脈仮性瘤に対して
短期間に両側開胸手術を施行し救命した１例

麻酔科 後期研修医 田口　郁也 承認

2020-158
非小細胞肺癌に対する根治的化学放射線治療後のデュルバルマ
ブ療法における間質性肺炎発症に対するリスク因子の検討

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2020-159
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 部長 臺　和興 承認

2020-160
胸部動態撮影における呼吸器内科・呼吸器外科患者の肺機能診
断についての研究

放射線
技術部

診療放射線
技師

伊藤　博美 承認

2020-161
カンジダ血症におけるミカファンギン投与量と有効性についての検
討

薬剤部 薬剤師 洲山　佳寛 承認

2020-162
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 川崎　賢祐 承認

2020-163
日本人乳癌患者を対象とし仮想的市場評価法を用いて患者が考
える「生命」や「健康」に対する金銭的価値を支払い意思額
（Willingness to pay：WTP）として検証する前向き観察研究

乳腺外科 部長 川崎　賢祐 承認

2020-164
エリブリンの有用性に影響を及ぼす因子を検討する前向き観察研
究 KBCSG-TR2018

乳腺外科 部長 伊藤　充矢 承認

2020-165
HER2陰性進行再発乳癌におけるPaclitaxel+Bevacizumab（PB）療
法の臨床効果と組織免疫関連シグネチャーの関連性を検討する
多施設共同・後方視的トランスレーショナル研究

乳腺外科 部長 伊藤　充矢 承認

委託-9
高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する機能評価
（Geriatric Assessments）の有用性を検討するクラスターランダム
化第３相比較臨床試験

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康

広島市立広島市民病院倫理審査委員会審査一覧(令和２年度）
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出席者：岡島委員長　塩崎委員　井口委員　安井委員　植松委員　井谷委員　瀬良委員　高魚委員　開委員　坂田委員
竹本委員　金本委員
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委託-9(2)
高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する機能評価
（Geriatric Assessments）の有用性を検討するクラスターランダム
化第４相比較臨床試験

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康

委託-10(2)
80歳以上の食道表在癌・早期胃癌患者に対する治療選択システ
ムの確立（E-STAGE trial）

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩

委託-12(2)
国内完結型個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル
検査研究（新規マルチプレックス遺伝子パネル検査の臨床性能研
究）

病理診断科 主任部長 市村　浩一

委託-12(3)
国内完結型個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル
検査研究（新規マルチプレックス遺伝子パネル検査の臨床性能研
究）

病理診断科 主任部長 市村　浩一

委託-12(4)
国内完結型個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子パネル
検査研究（新規マルチプレックス遺伝子パネル検査の臨床性能研
究）

病理診断科 主任部長 市村　浩一

委託-14
呼吸器外科手術成績の向上を目指した多施設共同データベース
の構築

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉

審査番号 研究等課題名
申請者


