
所属 職名 氏名

２５－１
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取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 部長 金澤　卓 承認

２５－２
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

外科 部長 金澤　卓 承認

２５－３
KPAFレジストリー　関西を中心とした多施設による心房細動アブレーション
の前向きレジストリー

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２５－４
心房細動に対するアブレーションの長期成績向上を目的とした薬理学的アプ
ローチの有用性を検討する多施設前向き無作為化試験（KPAF試験）

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２５－５
若年者胆道癌の発症要因に関する研究
－日本肝胆膵外科学会プロジェクト委員会　胆04研究－

外科 主任部長 塩崎　滋弘 承認

２５－６
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

２５－７
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 部長 岩本　康男 承認

２５－８
致死性不整脈の既往を有する冠攣縮性狭心症症例における致死性不整脈
の再発ならびにその予測因子に関する後ろ向き多施設共同臨床研究

循環器内科 部長 嶋谷　祐二 承認

所属 職名 氏名

２５－９
腹膜播種に基づく腸管狭窄により経口摂取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（アンケート内容含む）

外科 部長 金澤　卓 承認

２５－１０
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（アンケート内容含む）

外科 部長 金澤　卓 承認

２５－１１
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 部長 金澤　卓 承認

２５－１２
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期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 部長 岩本　康男 承認

２５－１３
未治療ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺癌に対するゲムシタビン＋プラチナ併用療法施
行後のゲムシタビン維持療法第Ⅱ相試験

呼吸器内科 部長 金原　正志 承認

２５－１４
深在性真菌症（外科・集中治療領域）の経験的治療におけるミカファンギン
の有用性に関する多施設共同研究

外科 部長 松川　啓義 承認

２５－１５ 全身麻酔における抜管時の気管内吸引の観察研究
麻酔科・

集中治療部
部長 上原　健司 承認

２５－１６ 瀬戸内乳がんコホート研究 乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２５－１７ アロマターゼ阻害剤抵抗性の進行・再発乳癌を対象とした高用量クエン酸ト
レミフェンとフルベストラントの無作為化比較試験

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２５－１８ 非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対する
リバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究

循環器内科 副部長 大井　邦臣 承認

２５－１９ 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

２５－２０ 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 承認

２５－２１
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三相試験

腫瘍内科 部長 岩本　康男 承認

２５－２２
既治療非扁平上皮・非小細胞肺癌に対するS-1+Bｅｖａｃｉｚｕｍａｂ療法を検討
する第Ⅱ相試験

腫瘍内科 部長 岩本　康男 承認

２５－２３

上皮成長因子受容体遺伝子変異が陰性または不明である非扁平上皮非小
細胞肺がんに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療
法施行後、維持療法として、ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法をベバシ
ズマブ単剤と比較する第Ⅲ相臨床試験

腫瘍内科 部長 岩本　康男 承認

２５－２４
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

２５－２５ MRIガイド下乳腺吸引生検術 放射線科 主任部長 浦島　正喜 承認
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出席者：石田委員長　二宮委員　檜垣委員　岡島委員　松浦委員　武田委員　高松委員　柳田委員　黒川委員　開委員　藤田委員　満足委員
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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　林谷委員　水野委員　松浦委員　元山委員　杉山委員　開委員　柳田委員　黒川委員
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２５－２６
気分安定薬ラモトリギンによる統合失調感情障害に対する効果に関する症
例報告

精神科 部長 岩本　祟志 承認

２５－２７ ステージⅢ胃癌に対する術前診断の妥当性についての研究 外科 副部長 丁田　泰宏 条件付承認

２５－２８
ＲＳウイルス気道感染予防によるアトピー型喘息発症抑制効果に関する研
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

２５－２９ 小児先天性心疾患の術後血糖管理の後ろ向き疫学研究
麻酔科・

集中治療部
部長 上原　健司 承認

２５－３０
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 部長 岩本　康男 承認

２５－３１
局所進行子宮頸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）

婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２５－３２
ＳＰＭを用いたパーキンソン病と進行性核上性麻痺の比較による特徴的な
血流低下の検出

放射線科
診療放射線
主任技師

原田　権吾 承認

２５－３３
パーキンソン病における¹²³I-MIBG心筋シンチグラフィを用いた心臓交感神経
障害の評価  ----Ｈ/Ｍ比低下症例の測定値の再現性について----

放射線科
診療放射線技

師
釜須　広行 承認

２５－３４ ＤＳＡを用いた内頚動脈狭窄症に対する頭蓋内血流動態の検討 放射線科
診療放射線技

師
本城　圭祐 承認

所属 職名 氏名

２５－３５ せん妄の治療に関するランダム化臨床試験 精神科 主任部長 和田　健 条件付承認

２５－３６
高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル単剤療法とカル
ボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセド維持療法のランダム化比較
第Ⅲ相試験

腫瘍内科 部長 岩本　康男 承認

２５－３７ 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 小林　功幸 承認

２５－３８ 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法時のステロイド併用効果の検証 内科 部長 岩堂　昭太 条件付承認

２５－３９ ＨＴＬＶ-１抗体陽性妊婦からの出生児のコホート研究
総合周産期母子

医療センター
主任部長 西村　裕 承認

２５－４０ ＨＴＬＶ-１検査で判定保留となった妊婦におけるＷｅｓｔｅｒｎ　Ｂｌｏｔ　法再検討
ならびにＰＣＲ法による感染の有無とウイルス量の定量に関する研究

産科 部長 石田　理 承認

２５－４１ 血清中抗腫瘍抗体と悪性腫瘍患者の予後との関連についての検討 内科 部長 小川　恒由 承認

２５－４２ ＨＥＲ２陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパク
リタキセルの併用療法の有用性を検討する観察研究

乳腺外科 部長 大谷　彰一郎 承認

２５－４３ ロボット支援下前立腺摘出術中の眼圧変化 麻酔科 医師 松山　薫 承認

２５－４４ 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

２５－４５ ＤＳＡにおける健常群の頭蓋内血流動態解析の検討 放射線科 診療放射線技
師

高波　宏和 承認

２５－４６ 血液培養検査から検出されるカンジダ属に対する抗真菌薬の有効性評価 薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

２５－４７ 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

平成２５年第３回　（平成２５年６月６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　松浦委員　杉山委員　柳田委員　黒川委員　藤田委員　金山委員　満足委
員
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平成２５年第４回　（平成２５年７月４日開催）
出席者：二宮委員長　檜垣委員　石田委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　林谷委員　松浦委員　元山委員　杉山委員　開委員　柳田委員　黒川委員
　金山委員　満足委員
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２５－４８ 膵切除術後乳び腹水に対するmilk test の有用性に関する研究 外科 主任部長 塩崎　滋弘 条件付承認

２５－４９ 既治療の高齢者進行非小細胞肺癌患者に対するTS-1隔日投与法の実施
可能性試験

呼吸器内科 部長 金原　正志 承認

２５－５０ 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 部長 岩本　康男 承認

２５－５１ リバーロキサバンの使用状況調査と適正使用への検討 薬剤部 薬剤師 石田　翔 承認

２５－５２ 救急外来におけるＪＴＡＳ導入に向けての検討
～非緊急患者の事後検証を通じて～

救急科 看護師 板原　容子 承認

２５－５３ NSTによる脂肪乳剤適正使用のためのサポートについて 薬剤部 副部長 渡辺　美和 承認

所属 職名 氏名

２５－５４ 非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対する
リバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究

神経内科 主任部長 山脇　健盛 承認

２５－５５ 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

２５－５６ 双極性障害患者に対するラモトリギンの使用実態調査 薬剤部 薬剤師 吉川　明良 承認

２５－５７ ＳＰＭを用いた健常群と進行性核上性麻痺の比較による血流低下の検討 放射線科 診療放射線主
任技師

原田　権吾 承認

２５－５８ 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フラクタル解
析の検討----心臓縦隔比とフラクタル次元の関係----

放射線科 診療放射線主
任技師

原田　権吾 承認

２５－５９
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交感神経終末
の消失の定量化に向けて
----フラクタル次元を利用したパーキンソン病への応用----

放射線科 診療放射線主
任技師

原田　権吾 承認

２５－６０ ICU入室中にせん妄を発症した患者の家族ニードに焦点を当てた看護実践
の検討

看護部 看護師長 石本　やえみ 承認

所属 職名 氏名

２５－６１ 子宮体癌根治手術における外側大腿鼠径リンパ節温存による術後下肢リン
パ浮腫改善に関する検討（多施設一重盲検無作為割付臨床試験）

婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２５－６２ 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

外科 部長 小島　康知 承認

２５－６３ 急性胆道炎のベストプラクティス探求に関する日本台湾国際共同研究：急性
胆嚢炎、急性胆管炎

外科 主任部長 塩崎　滋弘 承認

２５－６４ 重症敗血症／敗血症性ショック有病率に関する一日世界的横断研究
麻酔科・

集中治療部
部長 上原　健司 承認

２５－６５ 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル（ＰＩＣＣ）の先端の位置の予測 麻酔科・
集中治療部

部長 上原　健司 承認

２５－６６ 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 部長 岩本　康男 承認

２５－６７ 化学療法未施行ⅢB／Ⅳ期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 部長 岩本　康男 承認

２５－６８ 寛解気分障害患者におけるベンゾジアゼピン系薬剤の投与状況に関する調
査研究

精神科 主任部長 和田　健 承認

平成２５年第７回　（平成２５年１０月３日開催）

出席者：二宮委員長　檜垣委員　石田委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　松浦委員　元山委員　杉山委員　開委員　柳田委員　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 審査結果

平成２５年第５回　（平成２５年８月１日開催）

出席者：二宮委員長　石田委員　雑賀委員　児玉委員　鷹取委員　林谷委員　松浦委員　元山委員　杉山委員　柳田委員　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 審査結果

平成２５年第６回　（平成２５年９月５日開催）

出席者：檜垣委員　石田委員　岡島委員　雑賀委員　松浦委員　元山委員　開委員　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 審査結果



所属 職名 氏名

２５－６９ 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

２５－７０ TIGRIS:心筋梗塞後安定期冠動脈疾患患者における長期リスク、臨床管理
及び医療資源の利用に関する研究

循環器内科 部長 西岡　健司 承認

２５－７１ 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
法におけるweekly Nab-paclitaxel/CBDCA療法の忍容性試験

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２５－７２ 「先天性冠動脈瘻:治療後の血栓形成、狭窄症及び心筋潅流欠損に焦点を
置いた長期的フォローアップ」研究

循環器小児科 部長 中川　直美 承認

２５－７３ 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

２５－７４ 非乳頭十二指腸腺腫・腺癌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

２５－７５
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またはペメトレキセド単剤療法とドセタキセルまた
はペメトレキセド・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 承認

２５－７６ 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 部長 岩本　康男 承認

２５－７７ 開窓型フォンタン型手術後症例に対するバルーン閉鎖試験、及びcoilを用い
た開窓閉鎖術に関する検討

循環器小児科 部長 中川　直美 承認

２５－７８ 三次元自動関心領域解析を用いた内頸動脈閉塞における脳血流SPECTの
検討

放射線科 診療放射線
主任技師

原田　権吾 承認

２５－７９ 特異的疾患支援診断システムを用いた内頸動脈狭窄症の脳血流SPECTの
検討

放射線科 診療放射線技
師

釜須　広行 承認

２５－８０ サポートブックを活用して３世代の親子の心をつないだ１事例 看護部 主任看護師 仁井山　由香 承認

所属 職名 氏名

２５－８１ 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

２５－８２ 小腸癌の治療成績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

２５－８３ 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 部長 岩本　康男 承認

２５－８４
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

２５－８５
TC(ドセタキセル／シクロホスファミド）療法における皮疹に対するデキサメタ
ゾンの有効性

薬剤部 薬剤師 阿部　圭輔 承認

２５－８６ 入院中の乳がん患者における同病者の存在が与える影響 看護部 看護師 柏原　尚子 承認

２５－８７
進行再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試
験

腫瘍内科 部長 岩本　康男 承認

２５－８８
オキサリプラチンによるアレルギー発現状況調査
-再投与症例について-

薬剤部 薬剤師 妹尾　啓司 承認

２５－８９
広島地域における大腸ＥＳＤの有効性と安全性に関する多施設共同研究
（前向きコホート研究と後向きアンケート調査）

内科 部長 國弘　真己 条件付承認

２５－９０
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 条件付承認

２５－９１
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

２５－９２ 脳神経外科医療の可視化に関する研究 脳神経外科 主任部長 西野　繁樹 承認

２５－９３ 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての多施設観察研究 麻酔科・
集中治療部

医師 後藤　隆司 承認

平成２５年第８回　（平成２５年１１月７日開催）

出席者：二宮委員長　岡島委員　児玉委員　鷹取委員　松浦委員　元山委員　杉山委員　開委員　柳田委員　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２５年第９回　（平成２５年１２月５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　鷹取委員　松浦委員　杉山委員　開委員　柳田委員　黒川委員 藤田委員　金山委員　満足委員
         　加藤委員　吉岡委員

審査番号 研究等課題名 申請者 審査結果



所属 職名 氏名

２５－９４
ディスペプシア症状を訴えるヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に対する除菌治
療と、プロトンポンプ阻害剤(PPI)、消化管運動機能改善剤(Prokinetic)の組
み合わせ治療による症状改善効果の検討

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 条件付承認

２５－９５ アイサートマイクロ２５５挿入後の安全性を前向きに調査する多施設共同の
疫学研究

眼科 主任部長 原　和之 承認

２５－９６ StageⅢ高齢者(８０歳以上)大腸癌症例に対するUFT/LV術後補助化学療法
の安全性および有用性試験～HiSCO 03 試験～

外科 部長 徳本　憲昭 承認

２５－９７

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

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２５－９８
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

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

２５－９９ 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

２５－１００ Attain Success Japan 循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２５－１０１
集中治療患者の発熱に対する解熱療法の多国間多施設ランダム化比較試
験(第Ⅱb相)

麻酔科・
集中治療部

部長 上原　健司 承認

２５－１０２
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 部長 岩本　康男 承認

２５－１０３
医療的ケアを必要とする子どもたちの災害時に必要な備えについての家族
の思い
在宅で医療的ケアを行う患児・家族へのアンケート調査

看護部 主任看護師 奥野　和子 承認

２５－１０４
精神科入院患者の現状認知を促す関わりが退院の受け入れに与える影響
～患者用看護計画書を用いた計画的な説明を実施して～

看護部 看護師 高橋　久美子 承認

２５－１０５ 放射線治療を受けている患者の不安の検証 看護部 看護師 三原　友吾 承認

２５－１０６
頭頚部領域に化学放射線療法を受ける患者の放射線皮膚炎に対するセル
フケアの現状

看護部 看護師 浅野　ひろみ 承認

所属 職名 氏名

２５－１０７
KPAFレジストリー　関西を中心とした多施設による心房細動アブレーション
の前向きレジストリー

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２５－１０８
心房細動に対するアブレーションの長期成績向上を目的とした薬理学的アプ
ローチの有用性を検討する多施設前向き無作為化試験（KPAF試験）

循環器内科 部長 三浦　史晴 承認

２５－１０９
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

外科 副部長 丁田　泰宏 承認

２５－１１０ せん妄の薬物療法における第一および第二選択薬の後方視的検討 精神科 主任部長 和田　健 承認

２５－１１１
脳卒中患者の膀胱留置カテーテル抜去後の対応方法の検討（プロトコール
作成後の実践と評価）

看護部 看護師 清水　宏子 承認

２５－１１２ 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

２５－１１３ 中国四国地方におけるＡｐｐｌｅ－ｐｅｅｌ型小腸閉鎖に対する後方視的研究 小児外科 部長 今治　玲助 承認

２５－１１４ 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法時のステロイド併用効果の検証 内科 部長 岩堂　昭太 承認

平成２５年第１０回　（平成２６年１月１６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　鷹取委員　松浦委員　杉山委員　開委員　柳田委員　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 審査結果

平成２５年第１１回　（平成２６年２月６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　鷹取委員　松浦委員　杉山委員　開委員　柳田委員　黒川委員 藤田委員　満足委員

審査番号 研究等課題名 申請者 審査結果



所属 職名 氏名

２５－１１５
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(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 小谷　一敏 承認

２５－１１６
抗凝固薬・抗血小板薬内服中の軽症頭部外傷患者における遅発性頭蓋内
出血に関する臨床研究

救急科 副部長 市場　稔久 承認

２５－１１７ 術中門脈圧測定に関する研究 外科 副部長 佐藤　太祐 承認

２５－１１８ 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

２５－１１９
卵巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としての
Paclitaxel+Carboplatin(TC)療法とIrinotecan+Cisplatin(CPT-P)療法のラン
ダム化比較試験(Randomized Phase Ⅲ Trial)

婦人科 副部長 依光　正枝 承認

２５－１２０ がん診療相談室に従事するＯＣＮＳのがん相談の現状と課題
医療支援
センター

主任看護師 仁井山　由香 承認

２５－１２１ 当院救急外来における保安員２４時間配置で得られた効果 看護部 看護師 長光　貴子 承認

２５－１２２ 内服自己管理アルゴリズムを使用した自己管理確立への援助 看護部 看護師 若林　貴司 承認

２５－１２３ 心内リード抜去術における未承認機器：メカニカルシースセットの使用 循環器内科 部長 嶋谷　祐二 承認

平成２５年第１２回　（平成２６年３月６日開催）

出席者：二宮委員長　石田委員　岡島委員　水野委員　杉山委員　開委員　柳田委員　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


