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研究 本会 R2019-01 4月25日 5月14日
肺癌手術症例における免疫関連遺伝子プロファイルと予後
の関係

市来　嘉伸 本研究の承認日 ～ 2021/04/30
呼吸器外科

医長
承認

研究 本会 R2019-02 4月25日 5月14日
肺癌における免疫チェックポイント阻害剤耐性メカニズム
の解明

市来　嘉伸 本研究の承認日 ～ 2021/03/31
呼吸器外科

医長
承認

研究 迅速 R2019-03 5月16日 5月21日
当病棟で継続的に救急シミュレーションを実施したことに
よる効果

菊島　さおり 本研究の承認日 ～ 2019/06/30
5Ａ病棟看護

師
承認

研究 迅速 R2019-04 5月22日 6月4日 抗菌薬の使用量と細菌の薬剤感受性率の検討 中谷  愛 本研究の承認日 ～ 2020/03/31 薬剤師
不承認

（再提出）

研究 迅速 R2019-04 6月6日 6月11日 抗菌薬均質度と細菌の薬剤感受性率の検討 中谷  愛 本研究の承認日 ～ 2020/03/31 薬剤師 承認

診療 迅速 R2019-05 6月14日 6月18日 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 碓井　真吾
消化器科医

長
承認

研究 本会 R2019-06 6月15日 7月4日
切除可能境界浸潤性膵管癌症例に対する導入化学療法およ
び放射線化学療法の有効性の検討-第Ⅱ相試験-（TOSPAC
03）

早津　成夫 本研究の承認日 ～ 2023/12/31 外科部長 承認

研究 本会 R2019-07 6月15日 7月4日
日本心臓血管データベース(Japan Cardiovascular Database)
カテーテルレジストリ研究(JCD-KiCS) 鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2020/12/31

臨床研究部
長

承認

研究 迅速 R2019-08 7月18日 7月23日

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（ＪＢＣＲＧ-Ｍ04（ＢＯＯ
ＳＴＥＲ）

小西　寿一郎 本研究の承認日 ～ 2020/06/30
乳腺セン
ター部長

承認

研究 迅速 R2019-09 7月19日 7月23日 小児における呼吸理学療法の効果について 小池　友和 本研究の承認日 ～ 2021/03/31 理学療法士 承認

研究 本会 R2019-10 8月13日 9月5日
メタボリックシンドロームを想定したマルチプルリスク
ファクター患者における高血圧薬の使用実態に関する研究
（第5部）

荒川　基記 本研究の承認日 ～ 2023/03/31 研究員 承認

研究 本会 R2019-11 8月13日 9月5日 糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の降圧効果に関する研究 荒川　基記 本研究の承認日 ～ 2023/03/31 研究員 承認

研究 本会 R2019-12 8月1日
9月5日
10月3日

施設間・地域連携が必要な疾患の急性期（一般）病棟にお
ける栄養管理～エビデンス構築のための全国調査～

田所　真紀子 本研究の承認日 ～ 2020/03/31
栄養管理室

長
保留（迅速）
承認（本会）

研究 本会 R2019-13 8月1日 9月5日
当院での亜全胃温存膵頭十二指腸切除術における血液型と
術中輸血量に関する後方視的検討

小金澤　実由 本研究の承認日 ～ 2020/06/30 麻酔科医師 承認

研究 本会 R2019-14 8月22日 9月5日
転移性および術後再発性浸潤性尿路上皮癌患者の予後解析
（多施設後方視的観察研究）

金井　邦光 本研究の承認日 ～ 2023/03/31
泌尿器科医

長
承認

研究 迅速 R2019-15 9月4日 9月10日
非認定施設で腹腔鏡技術認定医を実質2年間で取得できた
理由

藤岡　陽子 本研究の承認日 ～ 2019/09/15
産婦人科医

師
承認

研究 迅速 R2019-16 8月30日 9月10日
腹腔鏡下子宮全摘術に対して使用する抗菌薬の術後感染に
対する比較検討

和田　美智子 本研究の承認日 ～ 2019/09/30
産婦人科医

師
承認

研究 迅速 R2019-17 9月16日 9月24日
術後肝再生に注目した腹腔鏡下解剖学的肝切除の短期中期
成績に関する検討

早津　成夫 本研究の承認日 ～ 2020/04/30 外科部長 承認

研究 迅速 R2019-18 9月24日
9月24日
10月1日

脳卒中患者におけるトイレ動作関連因子の検討 竹田　恵利子 本研究の承認日 ～ 2021/03/31 作業療法士
保留（迅速）
承認（本会）

研究 迅速 R2019-19 9月16日 9月24日
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

岩佐　尚美 本研究の承認日 ～ 2024/06/30
産婦人科医

師
承認

研究 迅速 R2019-20 9月16日 9月24日
当院における胃内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)2か月後の潰
瘍閉鎖について

倉持　みずき 本研究の承認日 ～ 2021/12/31
消化器内科

医長
承認

研究 本会 R2019-21 9月20日 10月3日
PICC自己抜去予防への取り組み～末梢静脈留置針における
自己抜去対策を活かして～

田中　啓一郎 本研究の承認日 ～ 2019/10/31 診療看護師 承認

研究 迅速 R2019-22 9月25日 10月15日
第37回日本ストーマ・排泄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会総会への症例
報告

渡邉　由木子 本研究の承認日 ～ 2020/02/08 副看護師長 承認

研究 迅速 R2019-23 9月17日 10月15日
ストーマセルフケアの再獲得が困難な進行性脊髄性筋萎縮
症患者への退院支援の一例

狩俣　早紀 本研究の承認日 ～ 2019/11/08 看護師 承認

研究 迅速 R2019-24 10月15日 11月26日
肝胆膵領域の腫瘍性病変についての多施設共同後方視的臨
床研究 (診療及び予後調査のためのレジストリ研究)

藤田　優裕 本研究の承認日 ～ 2022/12/31 外科医師 承認

診療 迅速 R2019-25 10月29日 11月5日
ランバート・イートン症候群に対する3,4ジアミノピリジ
ンによる治療効果の評価

石川　晴美
倫理委員会
承認後

～ 2020/05/31
脳神経・認
知症セン
ター部長

承認

診療 迅速 R2019-26 10月30日 11月5日
PARP阻害薬（オラパリブ）適応判定のためのBRCA遺伝子
検査

石塚　裕人
倫理委員会
承認後

～ 期限無し
統括診療部

長
保留

診療 本会 R2019-26 10月30日 11月12日
PARP阻害薬（オラパリブ）適応判定のためのBRCA遺伝子
検査

石塚　裕人
倫理委員会
承認後

～ 期限無し
統括診療部

長
承認
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研究 迅速 R2019-27 11月18日 11月26日
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

森澤　妥 本研究の承認日 ～ 2029/02/28
整形外科部

長
承認

研究 迅速 R2019-28 11月21日 11月26日
前立腺癌に対する放射線治療の治療成績及び有害事象に関
する多施設共同・後ろ向き観察研究

酒寄　正範 2017/07/06 ～ 2021/03/31
放射線科医

師
承認

研究 本会 R2019-29 11月21日 12月5日
前立腺癌放射線治療においてハイドロゲルスペーサーが与
える影響の研究（後ろ向き観察研究）

酒寄　正範 本研究の承認日 ～ 2022/03/31
放射線科医

師
承認

研究 迅速 R2019-30 12月12日 12月24日 小児有熱性尿路感染症の疫学的研究 上牧　勇 本研究の承認日 ～ 2022/03/31
小児・周産
期センター

部長
承認

研究 迅速 R2019-31 12月16日 12月24日
胃ESD後の人工潰瘍閉鎖におけるボノプラザンフマル酸塩
3週間投与の8週間投与に対する非劣性を検証するランダム
化比較試験

倉持　みずき 本研究の承認日 ～ 2023/03/31
消化器内科

医長
承認

研究 本会 R2019-32 12月18日 1月9日
胃内視鏡治療2か月後の潰瘍閉鎖症例と非閉鎖症例の胃液
酸性度の比較試験

倉持　みずき 本研究の承認日 ～ 2024/03/31
消化器内科

医長
保留

研究 迅速 R2019-33 1月6日 1月21日
心房細動治療の診療および予後調査のためのレジストリ研
究

鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2022/09/30
臨床研究部

長
承認

研究 迅速 R2019-34 1月30日 2月4日 全国胆道癌の後方視的観察研究 藤田　優裕 本研究の承認日 ～ 2022/12/31 外科医師 承認

研究 迅速 R2019-35 2月14日 決裁
頭部外傷による高次脳機能障害を呈した患者の行動変容の
事例（1症例報告）

菊池　英子 本研究の承認日 ～ 2020/03/06 看護師長 承認

研究 本会 R2019-36 3月5日 3月5日
多施設共同後方視的研究「特発性血気胸手術症例における
輸血に関する実態調査」

後藤　英典 本研究の承認日 ～ 2021/11/30
呼吸器外科

医師
承認

研究 迅速 R2019-37 3月16日 3月24日 心房細動の診療および予後調査のためのレジストリ研究 鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2022/09/30
臨床研究部

長
承認

研究 迅速 R2019-38 3月16日 3月24日 当院人工膝関節置換術後患者における退院判断基準の検討 小池　友和 本研究の承認日 ～ 2021/03/31 理学療法士 承認

研究 迅速 R2019-39 3月16日 3月24日 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 細田　泰雄 本研究の承認日 ～ 2021/06/30 副院長 承認
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