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多2016-023 第123回 循環器内科 矢加部　大輔 平成28年4月11日
ペースメーカー患者フォローアップにおける遠隔モニタリングと定期通院の
有効性と安全性の比較（atHome研究）[第3版]

平成28年4月15日

多2016-024 第123回 血液内科 前森　雅世 平成28年4月11日
網羅的遺伝子解析を用いた骨髄増殖性腫瘍の病態解明と診断治療法の開
発

平成28年4月15日

多2016-025 第123回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年4月11日 胸膜中皮腫患者のQuality of Lifeに関する調査 平成28年3月30日

多2016-026 第123回 心臓血管外科 山田　陽 平成28年4月11日 心血管病における心臓周囲脂肪ミトコンドリアの役割 平成28年4月15日

多2016-027 第123回 循環器内科 大本　泰裕 平成28年4月11日
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査（JAMIR前
向き研究）

平成28年4月15日

多2016-028 第123回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成28年4月11日
TORG1323：高齢者（75歳以上）進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るドセタキセル+ベバシズマブ療法とペメトレキセド+ベバシズマブ療法の無
作為化第Ⅱ相試験[ver1.3]

平成28年4月15日

自2016-029 第123回 眼科 加瀬　諭 平成28年4月11日
von Recklinghausen病１型（NF-1）の眼瞼下垂症手術における術後経過お
よび術中に採取された挙筋腱膜組織の病理組織学的所見についての報告

平成28年4月15日

自2016-030 第123回 視能訓練 遠藤　弘毅 平成28年4月11日 原発性翼状片から生じた炎症を伴った結膜上皮内癌の臨床病理学的研究 平成28年4月15日

多2016-031 第123回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年4月11日
大型肝細胞癌に対する球状塞栓物質を用いた肝動脈塞栓術　多施設共同
第Ⅱ相試験

平成28年4月15日

多2016-032 第123回 リウマチ科 勝俣　一晃 平成28年4月11日
関節リウマチ患者を対象としたメトトレキサートの週一括服用治療および週
分割服用治療の有効性と安全性に関する比較のための臨床研究

平成28年4月15日

多2016-033 第123回 リウマチ科 勝俣　一晃 平成28年4月11日
ステロイド性骨粗鬆症を合併する関節リウマチ患者を対象としたsodium
risedronateの骨密度に対する影響の検討（プラセボ対照多施設共同二重
盲検比較研究）[第4.0版]

平成28年4月15日

多2016-034 第123回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年4月11日
JACCRO GC-07：StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法とし
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[Ver2.2]

平成28年4月15日

多2016-035 第123回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年4月11日
HGCSG 1403：治癒切除不能な膵がんの一次治療に対する
Oxaliplatin+Irinotecan+S-1併用療法（OX-IRIS療法）の第Ⅰ相臨床試験

平成28年4月15日

多2016-036 第123回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年4月11日
UGT1A1遺伝子多型*28, *6ホモ接合体 または複合ヘテロ接合体を有する
進行膵癌患者におけるFOLFIRINOX療法の多施設共同観察研究

平成28年4月15日

多2016-037 第123回 消化器病センター 真口　宏介 平成28年4月11日 膵癌の早期診断確立のための実態調査　多施設共同研究 平成28年4月15日
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多2016-038 第123回 消化器内科 姜　貞憲 平成28年4月11日
B型慢性肝炎の治療における、テノホビルとPeg-IFNα2a併用療法の有用
性に関するパイロット試験

平成28年4月15日

多2016-039 第123回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成28年4月11日
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子
生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究[ver1.7]

平成28年4月15日

多2016-040 第123回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成28年4月11日
PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細
胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き
観察研究

平成28年4月15日

多2016-041 第123回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成28年4月11日
FGFR遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮癌の臨床病理
学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究[ver1.7]

平成28年4月15日

多2016-042 第123回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年4月11日
HGCSG1503：切除不能進行/再発結腸直腸癌に対するTAS-102の
Retrospective study

平成28年4月15日

自2016-043 第123回 消化器病センター 姜　貞憲 平成28年4月11日
B型慢性肝炎、自己免疫性肝疾患及び脂肪性肝疾患における肝組織線維
化代替指標に関する研究

平成28年4月15日

自2016-044 第123回 腫瘍内科 齋木　琢郎 平成28年4月11日 切除可能乳癌に対する術前補助化学療法の後ろ向き研究 平成28年4月15日

自2016-045 第123回 消化器病センター 松居　剛志 平成28年4月11日 HBVcccDNAと血中HBVマーカーとの関連性 平成28年4月15日

自2016-046 第124回 診療技術部 中野　聡 平成28年6月13日 乳房接線照射における患者固定方法の検討 未承認

多2016-047 第124回 泌尿器科 松本　隆児 平成28年6月13日
抗癌剤治療前後の尿路上皮癌における腫瘍血管内皮のP-glycoprotein発
現変化に関する研究

平成28年6月20日

多2016-048 第124回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年6月13日
JACCRO CC-09：抗EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS 遺伝子
野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニツム
マブ再投与の第Ⅱ相試験

平成28年6月20日

多2016-049 第124回 消化器病センター 金　俊文 平成28年6月13日
胆管内乳頭状腫瘍、粘液性嚢胞性腫瘍、乳頭型胆管癌に関する日韓共同
研究

平成28年6月20日

多2016-050 第124回 外科 高田　実 平成28年6月13日
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～

平成28年6月20日

自2016-051 第124回 はまなす訪問看護ステーション 佐々木　公美 平成28年6月13日 両親の思いに寄り添った支援を実現するために－作業療法士の役割－ 平成28年6月20日

自2016-052 第124回 はまなす訪問看護ステーション 佐々木　育奈 平成28年6月13日 自助具作成により痒みの訴え自体が消失したALSの一症例 平成28年6月20日
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自2016-053 第124回 はまなす訪問看護ステーション 畑　慶弥 平成28年6月13日
末期がんの診断を受けた利用者様が、自宅退院後ADLの改善を見せてい
る１例

平成28年6月20日

多2016-054 第124回 北海道大学病院　眼科 加瀬　諭 平成28年6月13日 ヒト眼瞼lid wiper部におけるムコスタ点眼液の病理学的変化 平成28年6月20日

多2016-055 第124回 消化器病センター 高橋　邦幸 平成28年6月13日 膵癌の感受性遺伝子に関する研究 平成28年6月20日

多2016-056 第124回 外科 武内　慎太郎 平成28年6月13日
SEREX※ 法による膵神経内分泌腫瘍 IgG 抗体型腫瘍マーカーの探索
※Serological identification of antigens by recombinant cDNA expression
cloning

平成28年6月20日

多2016-057 第124回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年6月13日
JACCRO GC-07 AR：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

平成28年6月20日

多2016-058 第124回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年6月13日
JACCRO CC-09AR：「抗EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS 遺
伝子野生型の切除不能進行・再発大腸癌に対する三次治療におけるパニ
ツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバイオマーカー研究

平成28年6月20日

多2016-059 第124回 脳神経外科 新保　大輔 平成28年6月13日
tPA静注療法不応の内頚動脈系主幹動脈閉塞例に対する血管内血栓除去
治療と簡易局所脳低温治療の併用についての探索的臨床研究

平成28年6月20日

他2016-060 第124回 小児科 衣川　佳数 平成28年6月13日 胎児心臓エコー･スクリーニング検査 平成28年6月20日

多2016-061 第124回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年6月13日
内分泌療法耐性エストロゲン受容体陽性転移乳がんに対する二次内分泌
療法のコホート研究

平成28年6月20日

多2016-062 第124回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年6月13日
HER2陰性転移・再発乳がん患者を対象にエリブリンとS1のhealth-related
quality of life(HRQoL)を比較するランダム化第III相試験

平成28年6月20日

多2016-063 第124回 外科 田本　英司 平成28年6月13日 食道癌手術症例におけるCD40，CD154蛋白発現と予後の検討 平成28年6月20日

自2016-064 第124回 麻酔科 草島　邦夫 平成28年6月13日 乳腺手術におけるPecs block（前胸壁ブロック）の有用性の検討 平成28年6月20日

自2016-065 第124回 消化器病センター 金　俊文 平成28年6月13日 膵腫瘍に対する集約的治療の有用性を検討する後ろ向き研究 平成28年6月20日

多2016-066 第124回 消化器病センター 姜　貞憲 平成28年6月13日
ウイルス性肝障害におけるcytokines, chemokines kinetics検討による肝障
害機序解析に関する研究

平成28年6月20日

多2016-067 第124回 消化器病センター 辻　邦彦 平成28年6月13日
数理モデルを用いた肝細胞癌（HCC）サーベイランスの有効性評価に関す
る疫学的研究

平成28年6月20日
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多2016-068 第124回 経営管理部　情報システムグループ 岡田　誠志 平成28年6月13日 がん診療ナビゲーションシステムのプロタイプ実証試験・評価 平成28年6月20日

自2016-069 第124回 診療技術部 板谷　春佑 平成28年6月13日 Dual energy CTを用いた肝臓における脂肪成分の評価 平成28年6月20日

多2016-070 第124回 循環器内科 大本　泰裕 平成28年6月13日
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査（JAMIR前
向き研究）

平成28年6月20日

多2016-071 第125回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年8月8日
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

平成28年7月22日

多2016-072 第125回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年8月8日 術前レトロゾール治療の効果予測因子としての再発スコア結果の検討 平成28年7月22日

多2016-073 第125回 病理診断科 篠原　敏也 平成28年8月8日 悪性腫瘍のゲノム解析・エピゲノム解析・遺伝子発現解析による病態解明 平成28年8月15日

自2016-074 第125回 リハビリテーション部 鈴木　貴広 平成28年8月8日 自己管理能力に影響を与えている因子の分析 平成28年8月15日

多2016-075 第125回 小児科 齋　秀二 平成28年8月8日
グロウジェクトのターナー症候群における特定使用成績調査（成人身長に
関する調査）

平成28年8月15日

多2016-076 第125回 北海道大学病院　眼科 加瀬　諭 平成28年8月8日 眼付属器リンパ増殖性疾患におけるフローサイトメトリの意義 平成28年8月15日

多2016-077 第125回 消化器病センター 矢根　圭 平成28年8月8日
膵癌術前化学療法施行例で閉塞性黄疸を呈する症例に対する術前ドレ
ナージとしてのPartially-covered WallFlex stentの有用性を検討する多施設
共同前向き観察研究

平成28年7月22日

多2016-078 第125回 消化器内科 高橋　邦幸 平成28年8月8日
HOPS症例をコホートとした局所進行・切除不能膵癌の観察研究（HOPS-
UR）

平成28年8月15日

多2016-079 第125回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年8月8日
JACCRO CC-11：切除不能進行・再発大腸癌におけるRAS遺伝子変異型に
対する一次治療FOLFOXIRI＋ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験[ver1.2]

平成28年8月15日

多2016-080 第125回 消化器病センター 矢根　圭 平成28年8月8日
10mm未満膵嚢胞性病変の多施設前向き研究：すべての膵嚢胞性病変は
積極的な管理を必要とするのか？

平成28年8月15日

多2016-081 第125回 消化器病センター 金　俊文 平成28年8月8日
胆管内乳頭状腫瘍、粘液性嚢胞性腫瘍、乳頭型胆管癌に関する日韓共同
研究

平成28年8月15日

多2016-082 第125回 消化器内科 田沼　徳真 平成28年8月8日
抗凝固薬服用症例におけるCold snare polypectomy の有用性を検証する
非盲検化ランダム化比較試験

平成28年8月15日
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多2016-083 第125回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年8月8日
JCOG1407：局所進行膵癌を対象としたmodified FOLFIRINOX療法とゲムシ
タビン＋ナブパクリタキセル併用療法のランダム化第II相試験

平成28年8月15日

他2016-084 第125回 泌尿器科 熊谷　章 平成28年8月8日
前立腺がん治療によって生じる排泄・性機能障害に伴う精神的負担感に関
連する要因

平成28年8月15日

多2016-085 第125回 循環器内科 湯田　聡 平成28年8月8日
European Infective Endocarditis Registry （ヨーロッパ感染性心内膜炎登録
研究）

平成28年8月15日

自2016-086 第125回 産婦人科 山本　泰廣 平成28年8月8日
当院での卵管妊娠に対するMethotrexate局注療法を併用した腹腔鏡下卵
管線状切開術の検討

平成28年8月15日

自2016-087 第125回 整形外科 相澤　哲 平成28年8月8日
超高齢者の大腿骨近位部骨折の機能予後・生命予後に影響を及ぼす因子
の検討

平成28年8月15日

多2016-088 第125回 泌尿器科 松本　隆児 平成28年8月8日 Bladder Cancer Index(BCI)日本語版の開発 平成28年8月15日

多2016-089 第125回 泌尿器科 柏木　明 平成28年8月8日
da Vinciサージカルシステム（DVSS）による腎部分切除術が施行された腎
腫瘍患者を対象とした後ろ向き大規模観察研究

平成28年8月15日

自2016-090 第125回 産婦人科 和田　真一郎 平成28年8月8日
Screening for uterine fibroids by MRI grading system [MRIのグレーディン
グによる子宮筋腫のスクリーニング]

平成28年8月15日

多2016-091 第126回 循環器内科 大本　泰裕 平成28年10月11日
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査（JAMIR前
向き研究）

平成28年10月13日

多2016-092 第126回 消化器内科 姜　貞憲 平成28年10月11日
B型慢性肝炎の治療における、テノホビルとPeg-IFNα2a併用療法の有用
性に関するパイロット試験

平成28年8月22日

多2016-093 第126回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年10月11日
JACCRO GC-07 AR：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[Ver1.3]

平成28年8月31日

多2016-094 第126回 消化器病センター 真口　宏介 平成28年10月11日
十二指腸液研究：十二指腸液中タンパク質濃度測定による膵癌早期発見
法の開発 [Ver1.2]

平成28年9月14日

自2016-095 第126回 看護部 中田　優子 平成28年10月11日
意識レベルの違いがくも膜下出血患者家族のニードに及ぼす影響について
～CNS-FACEを用いて～

平成28年10月13日

多2016-096 第126回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成28年10月11日
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコアバリ
デーションスタディ

平成28年10月13日

自2016-097 第126回 麻酔科 相澤　茉莉子 平成28年10月11日 全身麻酔後患者におけるPM1000Nの正確性の検討 平成28年10月13日
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多2016-098 第126回 外科 横山　新一郎 平成28年10月11日 腹腔鏡下手術の安全実施に関わる知識の断面調査 平成28年9月21日

多2016-099 第126回 消化器病センター 矢根　圭 平成28年10月11日
JCOG1202：根治切除後胆道癌に対する術後補助療法としてのS-1療法の
第III相試験[ver1.3]

平成28年10月13日

多2016-100 第126回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年10月11日
HGCSG1601：局所進行膵癌に対する一次治療としてのGemcitabine/nab-
Paclitaxel併用療法のRetrospective study

平成28年10月13日

多2016-101 第126回 リウマチ科 勝俣　一晃 平成28年10月11日
ステロイド性骨粗鬆症を合併する関節リウマチ患者を対象としたsodium
risedronateの骨密度に対する影響の検討（プラセボ対照多施設共同二重
盲検比較研究）[第5.0版]

平成28年10月13日

自2016-102 第126回 看護部 佐藤　真弥美 平成28年10月11日 骨粗鬆症自己注射治療を継続できている実態 平成28年10月13日

多2016-103 第126回 小児科 小杉山　清隆 平成28年10月11日
マイコプラズマ抗原検査キットの残り液を用いた肺炎マイコプラズマのマク
ロライド耐性率の地域差に関する研究

平成28年10月13日

多2016-104 第126回 歯科口腔外科 針谷　靖史 平成28年10月11日 口腔疾患に対する禁煙の効果：多施設共同研究 平成28年10月13日

自2016-105 第126回 看護部 東谷　朗子 平成28年10月11日 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術を受けた患者の退院後の生活の実態 平成28年10月13日

自2016-106 第126回 看護部 岸本　弘美 平成28年10月11日
内視鏡的逆行性胆道造影（ERCP）における熟練看護師の思考分析～状況
の認識と行動を探る～

平成28年10月13日

自2016-107 第126回 産婦人科 常松　梨紗 平成28年10月11日
当院における、過去14年間の腹腔鏡下卵巣腫瘍手術後に判明した、悪性
腫瘍および境界悪性腫瘍の頻度とその特徴

平成28年9月30日

自2016-108 第127回 栄養部 田中　智美 平成28年12月12日 当院外来透析患者の栄養評価の実施 平成28年12月14日

自2016-109 第127回 総合内科・感染症科 高松　茜 平成28年12月12日 ムコイド型肺炎球菌による侵襲性肺炎球菌感染症7症例の検討 平成28年10月18日

自2016-110 第127回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成28年12月12日
Efficacy of LDL apheresis in the treatment of refractory nephrotic
syndrome　難治性ネフローゼ患者におけるLDL-アフェレシスの効果

平成28年10月18日

自2016-111 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 シングルマーカーマイクロカテーテルによるデタッチャブルコイル塞栓術 平成28年10月18日

自2016-112 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 肺縦隔腫瘍に対するDEB-TACEの実現可能性の検討 平成28年10月18日
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多2016-113 第127回 心臓血管外科 山田　陽 平成28年12月12日
心房筋ミトコンドリアをターゲットにした心房細動の発症機序解明のための
研究（AFMITO Study）

平成28年12月14日

自2016-114 第127回 リハビリテーション部 川浪　志乃 平成28年12月12日 婦人科がん術後の下肢筋力低下の経時的変化と、社会参加に関する調査 平成28年12月14日

他2016-115 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 動脈内投与が明記されていない抗癌剤の動脈内投与 平成28年12月20日

自2016-116 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 外傷性脾損傷TAE後の再TAEのリスクの検討 平成28年12月14日

自2016-117 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 鉗子型カテーテルを用いた異物除去 平成28年12月14日

自2016-118 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 深大腿動脈瘤に対する塞栓術 平成28年12月14日

自2016-119 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 HCCの多血性と、DEB-TACEの治療効果に関する検討 平成28年12月14日

自2016-120 第127回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成28年12月12日 橈側皮静脈穿刺によるCVポート留置の試み 平成28年12月14日

自2016-121 第127回 看護部 川村　竜 平成28年12月12日 一次外来受診患者における、患者満足度調査 平成28年12月6日

自2016-122 第127回 総合内科・感染症科 高松　茜 平成28年12月12日
Clinical characteristics and mortality of mucoid and non-mucoid
Streptococcus pneumoniae bacteremia : a retrospective cohort study

平成28年11月24日

多2016-123 第127回 消化器内科 田沼　徳真 平成28年12月12日 食道胃接合部癌の臨床病理学的特徴を解明するための多施設共同研究 平成28年12月14日

多2016-124 第127回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成28年12月12日
HOT1302：間質性肺炎を合併した切除不能進行・再発非小細胞肺癌に対す
るCBDCA+nab-Paclitaxel併用療法の第Ⅱ相臨床試験[ver1.6]

平成28年11月30日

多2016-125 第127回 呼吸器内科 菅谷　文子 平成28年12月12日
TORG1323：高齢者（75歳以上）進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るドセタキセル+ベバシズマブ療法とペメトレキセド+ベバシズマブ療法の無
作為化第Ⅱ相試験[ver1.4]

平成28年11月30日

多2016-126 第127回 消化器病センター 金　俊文 平成28年12月12日
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）切除後再発危険因子の同定：多施設共同
研究

平成28年12月14日

多2016-127 第127回 血液内科 酒井　基 平成28年12月12日 急性白血病における遺伝子変異と治療反応性・白血病発症機序の解明 平成28年12月14日
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多2016-128 第127回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年12月12日
中等度催吐性化学療法における5-HIAAおよびサブスタンスPの血中濃度と
嘔気・嘔吐との関連に関する研究

平成28年12月14日

多2016-129 第127回 リウマチ科 勝俣　一晃 平成28年12月12日
ステロイド性骨粗鬆症を合併する関節リウマチ患者を対象としたsodium
risedronateの骨密度に対する影響の検討（プラセボ対照多施設共同二重
盲検比較研究）[第6.0版]

平成28年12月14日

多2016-130 第127回 血液内科 酒井　基 平成28年12月12日 疫学調査「血液疾患登録」 平成28年12月14日

自2016-131 第127回 看護部 石岡　道子 平成28年12月12日 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RARP）後の退院後の実態調査 平成28年12月14日

多2016-132 第127回 腫瘍内科 石黒　敦 平成28年12月12日
HGCSG1601：局所進行膵癌に対する一次治療としてのGemcitabine/nab-
Paclitaxel併用療法のRetrospective study[第1.4版]

平成28年12月14日

多2016-133 第127回 外科 成田　吉明 平成28年12月12日
低線量CTによる肺がん検診の精度および死亡減少効果評価のための個
人単位ランダム化比較試験（JECS study）

平成28年12月14日

自2016-134 第127回 看護部 松本　美奈 平成28年12月12日
緩和ケアチーム初回介入時点の疼痛管理からみる基本的緩和ケア浸透に
おける活動の評価と課題

平成28年12月14日

他2016-135 第127回 胸部外科 加藤　弘明 平成28年12月12日 院内特殊製剤新規依頼書：チラージン（注射剤）　L-チロキシンナトリウム 平成28年12月14日

多2016-136 第127回 腎臓内科 後町　結 平成28年12月12日 透析患者の貧血管理における季節性変動 平成28年12月14日

自2016-137 第127回 臨床研修部 南　亮輔 平成28年12月12日
緊急帝王切開患者に対し現行抗菌薬治療にアジスロマイシンを追加投与
し、術後感染症の減少が見られるかどうかの検討

平成28年12月14日

他2016-138 第127回 看護部 田中　いずみ 平成28年12月12日 身体拘束に関する方針と規準 平成28年12月14日

自2016-139 第128回 外科 木ノ下　義宏 平成29年2月13日
大動脈浸潤を疑う食道癌根治手術に対して予防的大動脈ステントグラフト
挿入

平成28年12月29日

自2017-001 第128回 総合内科・感染症科 高松　茜 平成29年2月13日 バシラスセレウスによる末梢カテーテル関連血流感染症に関する研究 平成29年1月6日

多2017-002 第128回 消化器病センター 矢根　圭 平成29年2月13日
抗凝固薬内服中患者における超音波内視鏡下穿刺吸引法の安全性を検
討する多施設共同前向き観察研究

平成29年1月13日

多2017-003 第128回 消化器内科 高橋　邦幸 平成29年2月13日 膵癌切除例に対するS-1補助化学療法の実態調査（HOPS-S1） 平成29年1月26日
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自2017-004 第128回 リハビリテーション部 秋元　健太郎 平成29年2月13日 当院における大血管リハビリテーションの介入状況 平成29年2月15日

自2017-005 第128回 リハビリテーション部 秋元　健太郎 平成29年2月13日 当院における大血管疾患の心臓リハビリテーションの効果 平成29年2月15日

多2017-006 第128回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年2月13日
HGCSG1601：局所進行膵癌に対する一次治療としてのGemcitabine/nab-
Paclitaxel併用療法のRetrospective study[第1.5版]

平成29年2月15日

多2017-007 第128回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年2月13日
HGCSG1404（SNOW study）：切除不能・再発胃癌に対するS-1，Nab-
paclitaxel，Oxaliplatin併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験

平成29年2月15日

他2017-008 第128回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成29年2月13日 下大静脈狭窄/閉塞に対するステント留置術 平成29年2月15日

多2017-009 第128回 胸部一般外科 加藤　弘明 平成29年2月13日
エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使用症例に
おける口内炎予防のための歯科介入無作為化第Ⅲ相試験

平成29年2月15日

多2017-010 第128回 消化器内科 姜　貞憲 平成29年2月13日 慢性肝疾患鑑別における自己抗体有用性の検討 平成29年2月15日

多2017-011 第128回 循環器内科 佐々木　俊輔 平成29年2月13日
健常高齢者における心エコー図計測値の基準値を確立するための多施設
前向き研究

平成29年2月15日

自2017-012 第128回 看護部 竹本　有紀 平成29年2月13日 胃内視鏡的粘膜下層剥離術を受けた患者の退院後の生活の実態 平成29年2月15日

多2017-013 第128回 血液内科 林　敏昭 平成29年2月13日 多発性骨髄腫の発がんや進展に関与するエピジェネティクス異常の解析 平成29年2月15日

多2017-014 第128回 腎臓内科 滝沢　英毅 平成29年2月13日
わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総
合データベース構築に関する研究

平成29年2月15日

自2017-015 第128回 血液内科／総合内科 永井　友基 平成29年2月13日
ナイトフロートシステムの導入による初期研修医の研修時間の適正化の検
討／ナイトフロートシステムの導入による患者安全性及び初期研修の質に
関する研究

平成29年2月15日

自2017-016 第128回 看護部 澤田　小百合 平成29年2月13日 多職種協働の手術前サポートが手術待機患者にもたらす効果 平成29年2月15日

他2017-017 第128回 外科 木ノ下　義宏 平成29年2月13日 院内特殊製剤新規依頼書：１％ヨード液 平成29年2月15日

多2017-018 第128回 消化器病センター，胸部一般外科真口　宏介，加藤　弘明平成29年2月13日
がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究（Cancer-
VTE Registry）

平成29年2月15日
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自2017-019 第128回 看護部 若林　佐緖理 平成29年2月13日 ERAS導入の大腸癌手術患者への入院前カウンセリングと患者の実態調査 平成29年2月15日

自2017-020 第128回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成29年2月13日 骨盤膿瘍に対する経腹部アプローチと経殿筋アプローチの差の検討 平成29年2月15日

自2017-021 第128回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成29年2月13日 CVポート留置時の筋肉穿刺のリスクの検討 平成29年2月15日

自2017-022 第128回 放射線診断科 児玉　芳尚 平成29年2月13日 バルーン閉塞下肝動脈化学塞栓療法（B-TACE）時の血流動態変化 平成29年2月15日

自2017-023 第128回 看護部 惣田　隆之亮 平成29年2月13日
クリティカル領域で勤務する看護師の蘇生チーム構成員としての判断と行
動～CPAに至った患者へ対応した看護師の語りから～

平成29年2月15日

自2017-024 第128回 看護部 飛岡　和樹 平成29年2月13日 睡眠計を用いてICU入室患者の睡眠状況や睡眠障害因子を明らかにする 平成29年2月15日

多2017-025 第128回 歯科口腔外科 針谷　靖史 平成29年2月13日 口腔疾患と禁煙に関するアンケート調査 平成29年2月15日

多2017-026 第129回 腎臓内科 後町　結 平成29年4月10日 透析患者の貧血管理における季節性変動[第六版] 平成29年2月16日

多2017-027 第129回 腫瘍内科 石黒　敦 平成29年4月10日
KSCC1603：regorafenib投与後の画像変化と治療効果に関する後方視的コ
ホート研究

平成29年2月16日

2017.9.1 倫理委員会事務局 作成


