
所属 職名 氏名

2019-2
メチルマロン酸血症・ホモシスチン尿症関連疾患群の新生児マススクリー
ニング試験研究

総合周産期
母子医療センター

主任部長 西村　裕 承認

2019-3
大腸神経内分泌腫瘍症例に対する多施設共同前向き症例登録追跡研
究

内科　 副部長 森藤　由記 承認

2019-4 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　 副部長 森藤　由記 承認

2019-5 当院における骨粗鬆症治療の現状調査 整形外科 部長 夏　恒治 承認

2019-6
20mm以下の十二指腸非乳頭部表在性腫瘍に対するUnderwater
Endoscopic Mucosal Resection (UEMR)の有効性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

2019-7
StageⅣ胃がんにおけるConversioｎ therapy（Adjuvant surgery) の意義に
関する国際多施設共同後ろ向き研究（CONVO-GC01）試験におけるサブ
グループ解析

外科 副部長 石田　道拡 承認

2019-8
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ver1.3

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郞 承認

2019-9
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ver1.3

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郞 承認

2019-10
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ver2.0

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郞 承認

2019-11
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ver2.1

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郞 承認

2019-12 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

2019-13 内視鏡治療時におけるプレセデックス
®
投与時に過度に血圧低下を生じ

るリスク因子の探索
薬剤部 薬剤師 山本　彩加 承認
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2019-14 脳卒中疑い患者における救急搬送の現状調査－登録研究 脳神経外科 主任部長 廣常　信之 承認

2019-15
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

2019-16
漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象とした大網切除に対す
る大網温存の非劣性を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験

外科　 部長
丁田　泰宏
石田　道拡

承認

2019-17 20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究 小児外科 部長 尾山　貴徳 承認

2019-18
心臓手術における急性腎障害の早期発見に、超音波ドップラーを用いた
Resistive Indexとの関連を調べる前向き観察研究

麻酔科・集中治療部 部長 大宮　浩揮 承認

2019-19
心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開
発のための心不全レジストリー

循環器内科 副部長 檜垣　忠直 承認

2019-20
上行・弓部大動脈人工血管置換術に対するランジオロール投与による周
術期心房細動抑制効果の検討

麻酔科・集中治療部 主任部長 鷹取　誠 承認

2019-21 結節性多発動脈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

2019-22
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 Ver.1.2

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-23
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 Ver.1.3

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-24

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.1.4

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-25

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.1.5

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-26
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 Ver.1.3

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-27
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 Ver.1.4

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-28 AJCC第8版によるT1膵癌のバリデーション試験と臨床病理学的特徴 外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

2019-29 オキサリプラチン末梢静脈投与による血管痛の発現因子の探索 薬剤部 薬剤師 伊藤　実里 承認

2019-30
両親の希望に寄り添うことでの予期悲嘆への支援～集中治療室という限
られた環境の中で～

看護部 看護師 奥水　史代 承認

2019-31 AYA世代のがん終末期患者との関わりを通して 看護部 看護師 加登岡　紗矢佳 承認

2019-32 家族が娘を穏やかに看取ることができた一事例 看護部 看護師 蔵満　志歩 承認

2019-33
アドバンス・ケア・プランニング準備教育を導入した心不全パンフレット使
用が、病棟看護師の心不全生活指導・緩和ケアにもたらす効果の有用性

看護部 看護師 中村　千穂 承認

2019-34
ICUと病棟が連携して行った終末期の子どもに対する支援－七五三を実
施して母親へのグリーフケアにつながった１事例－

看護部 看護師 平野　麻実子 承認

2019-35 周産期トータルサポートチー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

2019-36 脳卒中疑い患者における救急搬送の現状調査－登録研究 脳神経内科 部長 野村　栄一 承認
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2019-37 原発性線毛運動不全症の診断のための遺伝子解析
総合周産期

母子医療センター
主任部長 西村　裕 承認

2019-38
シスプラチン誘発性悪心・嘔吐に対するパロノセトロン、アプレピタント、オ
ランザピンによる3剤併用制吐療法の有効性および安全性を検討する多
施設共同第Ⅱ相試験

薬剤部 副部長 阪田　安彦 承認

2019-39

新規腎臓病診断マーカーおよび予後規定因子の開発～多施設共同　前
向き研究　I dentification of n ovel biomarkers for s creening, diagnosis,
and p redi ction of r enal prognosis in kidney diseases - Multicenter
prospective study - (INSPIRE study)～

腎臓内科 主任部長 木原　隆司 承認

2019-40 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 副院長 塩崎　滋弘 承認

2019-41
ダ・ビンチ手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下直腸切除術・切断
術の導入と妥当性、安全性の検討

外科 主任部長 井谷　史嗣 承認

2019-42
日本人新生児を対象とした脊髄性筋萎縮症マス・スクリーニングのパイ
ロット研究：SMN1遺伝子欠失の検出を目的とした新しいマス・スクリーニ
ングシステムの確立

総合周産期
母子医療センター

主任部長 西村　裕 承認

2019-43
日本人新生児を対象とした脊髄性筋萎縮症マス・スクリーニングのパイ
ロット研究：SMN1遺伝子欠失の検出を目的とした新しいマス・スクリーニ
ングシステムの確立

総合周産期
母子医療センター

主任部長 西村　裕 承認

2019-44
肺癌診療の実態及び治療の有用性を明らかにするための前向き観察研
究

呼吸器内科 主任部長 庄田　浩康 承認

2019-45
尿中糖鎖プロファイリングによるIgA腎症の診断法の開発～EXcreTed
urinary glycans ANalysis and diagnosis of kidney desease without renal
Tissue specimens (Extant) 研究 - 多施設共同　前向き研究 - ～

腎臓内科 主任部長 木原　隆司 承認

2019-46
経カテーテル大動脈弁植込み術症例における大動脈弁狭窄症の病型な
らびにその予後に関する調査

臨床検査部 非常勤医師 正岡　佳子 承認

2019-47
クリティカル領域でDNARとなった患者の家族ニーズの認識と看護実践の
比較～救命センター配属2年目以上の看護師の実態調査より～

看護部 看護師 小川　亜希子 承認

2019-49
蜂窩織炎で入院したHIV感染患者の一例～HIV感染患者を取り巻く環境
の複雑さを感じた症例報告

看護部 看護師 湯藤　眞子 承認

29-117 子宮体がんに対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術 婦人科 部長 依光　正枝 承認
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2019-50
「感染症及び食中毒起因菌の汚染実態に関する研究」のうち－エルシニ
ア抗体価測定等によるエルシニア感染症及び川崎病の研究－

循環器小児科 副部長 石口　由希子 承認

2019-51
6mm以下の非乳頭十二指腸腺腫に対する切除を意図した生検（Cold
Forceps Polypectomy）による完全切除に関する有効性、安全性に関する
前向き介入研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-52
直接作用型経口抗凝固薬内服者における内視鏡的粘膜下層剥離術後
出血の薬理学的予測因子の探索的研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-53
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
する非ランダム化検証的試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-54
食道癌術後再建胃管癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の有用性と臨
床病理学的特徴の検討：多施設後ろ向き観察研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-55 内視鏡治療における術前評価の検討 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-56 消化管腫瘍に対する内視鏡的治療の有効性・偶発症・予後 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-57 下部消化管出血に対する内視鏡的治療の有効性・偶発症・予後 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-58
NSAID/アスピ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

2019-59 多発性筋炎・皮膚筋炎の臨床的検討 リウマチ・膠原病科 主任部長 大岩　寬 承認

2019-60 肝細胞癌切除後ミラノ基準内再発症例に対する再肝切除の有用性 外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

2019-61 十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関する研究 外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

2019-62
非小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の効果予測因子に関
する検討

呼吸器内科 副部長 高山　裕介 承認

2019-63 心臓大血管手術周術期の高クロライド血症と術後急性腎障害の関連 麻酔科 副部長 松本　森作 承認

2019-64 静脈血栓塞栓症に対するDOACの使用状況調査 薬剤部 薬剤師 洲山　佳寬 承認

2019-65 整形外科入院患者における高K血症誘発因子に関する調査 薬剤部 薬剤師 柿原　聡美 承認

2019-66
重症筋無力症患者に対するステロイドパルス施行時の副作用傾向の調
査

薬剤部 薬剤師 布施　奈々子 承認

2019-67
ゲムシタビン不応S-1施行切除不能および再発胆道癌患者における予後
因子の検討

薬剤部 薬剤師 中井　將人 承認

2019-68 帯状疱疹ウイルスによる眼球運動障害の検討 眼科 視能訓練士 古川　真二郎 承認

2019-69 当院ICUにおける敗血症患者の早期離床への取り組みについて 看護部 看護師 宮本　美佳 承認

2019-70
心臓血管外科術後患者における早期離床への取り組み－病棟チーム活
動：早期離床への取り組み導入前後での比較検証－

看護部 看護師 貸川　雄介 承認

2019-71
災害初動対応力向上への取り組み
－インストラクショナルデザインを踏まえた災害トリアージ研修の実施とそ
の効果－

看護部 主任看護師 板原　容子 承認

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（平成３１年度）

出席者：岡島委員長　塩崎委員　岡本委員　安井委員　植松委員　井谷委員　森本委員　瀬良委員　開委員　坂田委員　吉崎委員　山岡委員
        　 金本委員

研究名

平成３１度第４回　（令和元年７月１１日開催）



所属 職名 氏名

2019-72
内視鏡下甲状腺切除術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘術の有用性と安
全性の検討

耳鼻咽喉科
上席主任

部長
井口　郁雄 承認

2019-73
切除不能又は転移性HER2陽性乳癌に対する抗HER2抗体を用いた標準
治療後の薬物療法に関する後方視的レジストリ研究（KBCSG-TR 1917）

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2019-74
安定型冠動脈疾患における包括的な画像診断戦略の医療経済学的評
価

循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 承認

2019-75
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

2019-76
乳がん患者の再発不安・恐怖に対するスマートフォン問題解決療法およ
び行動活性化療法の有効性：無作為割付比較試験

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎
変更後
再審査

2019-77
ARIA(Alliance for Revolution and Interventional Cardiology
Advancement)2019でPCI（冠動脈インターベンション治療）ライブセッショ
ンでの当科からのPCIライブ放映

循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 承認

2019-78
腸閉塞と超音波診断：メッケル憩室・腸回転異常症例における超音波検
査についての検討

小児外科 主任部長 今治　玲助 承認

2019-80
本邦における院外心停止患者に対するExtracorporeal Cardiopulmonary
Resuscitation(ECPR)に関する多施設後ろ向き観察研究(SAVE-J Ⅱ
study）

救急科 部長 大谷　尚之 承認

2019-81
小児重症患者、急性期の栄養管理目標と手段を探る ～当ICUの現状と
対策

麻酔科・集中治療部 副部長 宮本　将 承認

2019-82
ホスアプレピタント、パクリタキセル併用による薬物相互作用が及ぼす影
響について

薬剤部 薬剤師 島田　薫 承認

2019-83 小さな目標達成を繰り返すことで自宅退院へ至った事例の振り返り 看護部 看護師 髙橋　文代 承認

2019-84
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

2019-85
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

2019-86
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

2019-87
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

2019-88
6mm以下の非乳頭十二指腸腺腫に対する切除を意図した生検（Cold
Forceps Polypectomy）による完全切除に関する有効性、安全に関する前
向き介入研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-89 肺切除後肺静脈断端の血栓形成に関する前向き観察研究 呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

委託-1-2
JCOG1604：臨床病期 IA 食道癌の深達度診断における超音波内視鏡の
有用性に関する非ランダム化検証的試験

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩
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2019-90 救急医療における薬物中毒患者の薬物体内動態の解明 麻酔科・集中治療部 副部長 宮本　将 承認

2019-91
筋萎縮側索硬化症（ALS）患者の生活を支援する家族の退院指導の課題
と支援のあり方の検討

看護部 看護師 西下　那津美 承認

2019-92 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

2019-93
先進医療としての腹腔鏡下広汎子宮全摘術の再発のリスク因子の後方
視的検証

産科・婦人科 部長 依光　正枝 承認

2019-94 85歳以上の肺癌手術症例の予後に関する検討 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-95
HER2陰性進行性再発乳癌における化学療法の効果予測因子に関する
多施設共同後方視的観察研究

乳腺外科 医師 上野　彩子 承認

2019-96 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術および開腹手術の予後の検討 産科・婦人科 医師 植田　麻衣子 承認

2019-97 血液培養陽性患者における感染臓器と糖尿病の関連性の後方視的検討 総合診療科 医師 永田　健 承認

2019-98 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

2019-99
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 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2019-101
循環器系疾患を有する患者に対するアンケートによる服薬アドヒアランス
評価とアドヒアランス向上に向けた取り組み

薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

2019-102
BZD系睡眠薬常用患者の脳外科手術施行時にせん妄発症率をあげる要
因の調査

薬剤部 薬剤師 宮嵜　純治 承認

2019-103
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

委託-4
集中治療室における「せん妄」評価に関する実態調査～多施設共同前向
き観察研究～

麻酔科 副部長 後藤　隆司
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2019-104
維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観
察研究（ETERNAL Study）

腎臓内科 主任部長 木原　隆司 承認

2019-105 膝前十字靱帯再建術の臨床成績に関する多施設共同研究 整形外科 主任部長 曽田　是則 承認

2019-106
複雑腹壁ヘルニアに対するTAR(Transversus abdominis muscle release)
法を用いた修復術

外科 主任部長 井谷　史嗣 承認

2019-107 前縦隔成熟型奇形腫に対する至適な手術アプローチ方法の検討 呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-108 当院における前置癒着胎盤症例の検討 産科・婦人科 部長 上野　尚子 承認

2019-109 食道胃接合部の解剖に基づいた腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術 外科 副部長 久保田　哲史 承認

2019-110 心臓手術後の血圧管理に関する多施設レジストリ 麻酔科・集中治療部 副部長 木戸　浩司 承認

2019-111 救急相談センター広島広域都市圏#7119の検証 救急科 副部長 瀬良　聡 承認

2019-112 結節性多発動脈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

2019-113
肺野末梢小型非小細胞肺癌に対する肺葉切除と縮小切除（区域切除）の
第Ⅲ相試験Ver1.8（JCOG0802／WJOG4607L）

呼吸器外科 部長 藤原　俊哉 承認

2019-114 RevMateⓇ薬剤師外来導入と薬剤交付運用手順変更による有益性につ
いての業務評価

薬剤部 薬剤部 河村　勇介 承認

2019-115 メトホルミンとプロトンポンプ阻害薬併用が血糖管理に及ぼす影響 薬剤部 薬剤師 石田　翔 承認

2019-116 肝門部胆管癌の術前胆管ドレナージの検討 内科 副部長 高田　齋文 承認
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2019-117 先天奇形症候群における遺伝的要因の探索
総合周産期

母子医療センター
主任部長 西村　裕 承認

2019-118 先天性血小板減少症の遺伝子解析およびレジストリ構築 血液内科 部長 塩手　康弘 条件付承認

2019-119
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

婦人科 部長 依光　正枝 承認

2019-120
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

2019-121
レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関す
る研究

循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 承認

2019-122
肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症と身体拘束の実態に関する後ろ向き調
査

精神科 主任部長 和田　健 承認

2019-123 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入期の成績と課題 外科・手術室 主任部長 松川　啓義 承認

2019-124 抗血栓薬服用者における胃ESD後出血リスクに関する検討 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-125
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

2019-126
弓部人工血管置換術における急性腎障害を来す原因を探索する後方視
的観察研究

麻酔科・集中治療部 部長 大宮　浩揮 承認

2019-127
小児手術における術後早期せん妄のリスクファクターに関する後方視的
研究

麻酔科 副部長 松本　森作 承認

2019-128
心臓血管外科手術におけるケタミン使用が術後疼痛に与える影響：後ろ
向き研究

麻酔科 副部長 松本　森作 承認

2019-129 肺拡散能(DLCO)と術後呼吸器合併症(PPC)の関連 麻酔科 後期研修医 田中　悠登 承認

2019-130
切除不能又は転移性HER2陽性乳癌に対する抗HER2抗体を用いた標準
治療後の薬物療法に関する後方視的レジストリ研究（KBCSG-TR 1917）

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎 承認

2019-131
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研究(version3.5)

循環器内科 部長 臺　和興 承認

2019-132
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研究(version3.6)

循環器内科 部長 臺　和興 承認

2019-133
ペムブロリズマズ使用患者における自己免疫疾患関連副作用出現因子
の後方視的多施設共同研究

薬剤部 薬剤師 水上　皓喜 承認

2019-134 オキサリプラチン末梢静脈投与時の血管痛に対する輸液増量の効果 薬剤部 薬剤師 伊藤　実里 承認

2019-135
広島県内の新鮮凍結血漿の使用状況とその患者予後の検証のための
多施設共同研究

臨床検査部 主任技師 佐々木　富美江 承認

2019-136
1・2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント血栓症に関するレトロスペ
クティブ多施設レジストリー（Ver.5.0）

循環器内科 部長 臺　和興 承認

2019-137
1・2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント血栓症に関するレトロスペ
クティブ多施設レジストリー（Ver.6.0）

循環器内科 部長 臺　和興 承認

2019-138
1・2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント血栓症に関するレトロスペ
クティブ多施設レジストリー（Ver.7.0）

循環器内科 部長 臺　和興 承認

2019-139
1・2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント血栓症に関するレトロスペ
クティブ多施設レジストリー（Ver.8.0）

循環器内科 部長 臺　和興 承認
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2019-140
左側結腸・直腸手術における近赤外線光を用いた非侵襲的腸管組織酸
素飽和度測定に関する多施設共同前向き観察研究

外科 副院長 岡島　正純 承認

2019-141 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

2019-142 梨状窩瘻に対する電気焼灼法による経口的瘻孔焼灼術 小児外科 主任部長 今治　玲助 承認

2019-143
RALP施行患者におけるエコーを用いた骨盤底筋群体操の指導効果の検
証

看護部 看護師 橋本　薫 承認

2019-144 全国胆道癌の後方視的観察研究 外科 副院長 塩崎　滋弘 承認

2019-145
身体合併症を有する精神疾患患者の入院治療に関する実態
－一般病棟、救命救急センター、精神科病棟での比較－

精神科 主任部長 和田　健 承認

2019-146 肝動脈接触局所進行膵癌に対する集学的治療と肝動脈合併切除の成績 外科・手術室 主任部長 松川　啓義 承認

2019-147 膵頭十二指腸切除後の膵液瘻に関する検討 外科 部長 佐藤　太祐 承認

2019-148 高度進行胃癌に対するConversion Sergeryの検討 外科 部長 石田　道拡 承認

2019-149 胃癌術後腸閉塞症例の検討 外科
部長
医師

石田　道拡
髙橋　政史

承認

2019-150 観音開き法再建を用いた腹腔鏡下噴門側胃切除後の機能評価 外科 副部長 久保田　哲史 承認

2019-151 胃全摘R-Y再建後の拳上空腸盲端拡張に伴う通過障害の1例 外科 副部長 久保田　哲史 承認

2019-152 小腸悪性腫瘍プロジェクト研究 外科 副部長 矢野　琢也 承認

2019-153 膵全摘術後の短期、長期成績に関する研究 外科 医師 今岡　洸輝 承認

2019-154 病期分類および組織分類に基づいた胸腺腫手術症例の臨床的検討 呼吸器外科 医師 久保　友次郎 承認

2019-156 精神疾患患者における分娩状況と産後の不安、愛着形成の関連 看護部 看護師 佐藤　真子 承認

2019-157 結節性多発動脈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

2019-158 サイトメガロウイルス網膜炎に対するデノシンⓇ硝子体内注入療法 眼科 部長 寺田　佳子 承認

2019-159
循環器系疾患を有する患者の服薬アドヒアランスに関するアンケート調
査

薬剤部 薬剤師 菅原　隆文 承認

2019-160 救急外来における年間パートナー導入後の現状と課題 看護部 看護師 柴田　聖子 承認

2019-161
先進医療としての腹腔鏡下広汎子宮全摘術の再発のリスク因子の後方
視的検証

産科・婦人科 部長 依光　正枝 承認
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2019-162
WJOG12319LTR
切除可能非小細胞肺癌II-IIIA期における血漿検体を用いた可溶性免疫
因子のバイオマーカー研究

腫瘍内科 主任部長 岩本　康男 承認

2019-163 腹腔鏡下直腸癌術後性機能障害に関する多施設前向き観察研究 外科 副院長 岡島　正純 承認

2019-166
第１回CARP(Choshu Aki Regional PCI)Live Demonstrationでの当科から
のPCIライブ放映

循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 承認

2019-167
発作性心房細動を有する徐脈頻脈症候群患者における心房リード移植
の必要性の検討

循環器内科 主任部長 塩出　宣雄 承認

2019-168
TKA術後荷重下動態解析－膝３次元運動解析ソフトウエアを用いた検討
－

整形外科 部長 中村　光宏 承認

2019-169 血腫を伴う破裂脳動脈瘤に対する急性期治療戦略と周術期管理
脳神経外科・

脳血管内治療科
部長 村岡　賢一郎 承認

2019-170
高齢者StageⅢ大腸癌に対する術後補助化学療法の現状調査
（多施設共同観察研究）

外科 副部長 矢野　琢也 承認

2019-171
進行・再発乳癌に対するエリブリン・カペシタビンの治療効果と、リンパ球
絶対数・好中球リンパ球比の関連についての後ろ向き観察研究

乳腺外科 医師 上野　彩子 承認

2019-172 先天性心疾患の子どもの終末期におけるきょうだいへの支援 看護部 看護師 斉藤　志織 承認

2019-173
ダ・ビンチ手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下直腸切除術・切断
術の導入と妥当性、安全性の検討

外科 主任部長 井谷　史嗣 承認

2019-174
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
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2019-175
切除不能進行性又は転移性の胆管癌患者におけるFGFR2の頻度を調査
する観察研究

外科 部長 松川　啓義 承認

2019-176
特発性血気胸手術症例における輸血に関する実態調査：多施設共同後
方視的研究

呼吸器外科 主任部長 松浦　求樹 承認

2019-177
大腸SSA/Pの境界診断における酢酸散布下NBI観察の有用性に関する
後ろ向き観察研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-178 当院における特発性血気胸症例の検討 呼吸器外科 副部長 岡田　真典 承認

2019-179
期待以上の効果を発揮し得るCDK4/6阻害薬投与後のエリブリンの有効
性の検討

乳腺外科 医師 金　敬徳 承認

2019-180 人工心肺中の灌流圧と術後せん妄に関する後方視的研究 麻酔科 医師 吉田　翼 承認

2019-181 入院支援室における薬剤師業務の評価 薬剤部 薬剤師 伊藤　実里 承認

2019-182 Candida菌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　佳寬 承認

2019-183
レボドパ/カルビドパ経腸用液導入前後のパーキンソン病薬併用薬の違
いによる投与量の変化

薬剤部 薬剤師 栗　彩華 承認

2019-184
高度急性期病院における看護師の血液透析に関する知識調査
～病棟と透析室の情報共有と連携の在り方の検討～

看護部 主任看護師 中村　麻里子 承認

2019-185
6mm以下の非乳頭十二指腸腺腫に対する切除を意図した生検（Cold
Forceps Polypectomy）による完全切除に関する有効性、安全に関する前
向き介入研究

内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-186
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

2019-187
漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象とした大網切除に対す
る大網温存の非劣性を検証するランダム化比較第Ⅲ相試験
（JCOG1711Ver.1.1.0）

外科　 部長 丁田　泰宏 承認
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2019-188 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

2019-189 食道胃接合部癌・食道腺癌に対する診断・治療・予後 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-190 重症筋無力症患者における転帰に関する検討 脳神経内科 副部長 杉本　太路 承認

2019-191
左側結腸・直腸手術における近赤外線光を用いた非侵襲的腸管組織酸
素飽和度測定に関する多施設共同前向き観察研究

外科 副院長 岡島　正純 承認

2019-192 早期胃癌に対する外科的切除と内視鏡的切除の予後 内視鏡内科 主任部長 中川　昌浩 承認

2019-193
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

2019-194
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 承認

2019-195
空腸投与用レボドパ・カルビドパ水和物配合剤（LICG）導入８例を経験後
の効果的な指導方法の検討

看護部 看護師 真川　渚 承認

2019-196 末期心不全患者の一例を通して考える多職種の中での看護師の役割 看護部 看護師 中村　千穂 承認

2019-197 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

2019-198 当院で経験した先天性疾患合併妊娠症例についての検討 産科・婦人科 部長 上野　尚子 承認

委託-2-2
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

委託-3-2
JCOG1607： 高齢者HER2陽性進行乳癌に対するT-DM1療法とペルツズ
マブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法のランダム化比較第III相試験

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎

委託-3-3
JCOG1607： 高齢者HER2陽性進行乳癌に対するT-DM1療法とペルツズ
マブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法のランダム化比較第III相試験

乳腺外科 主任部長 大谷　彰一郎
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2019-199 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 整形外科 主任部長 曽田　是則 承認
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