
Ｎｏ 申請日 申請名称 申請者 審査 結果 承認番号

1 平成30年4月17日 腸瘻を介したLCIC療法患者へのケアに１事例
看護部
　安光　正敏

簡易 承認 201801-3

2 平成30年4月23日
病院脳外科病棟における看護師の倫理的感受
性向上への取り組み

看護部
　吉岡　瑞子

簡易 承認 201802-3

3 平成30年5月7日
プロピオン酸ベクロメタゾン散剤・腸溶性カプセルの院内製
剤化一腸管の急性移植片対宿主病（GHVD）に対するプロ
ピオン酸ベクロメタゾン製剤の投与

血液・腫瘍内科
　酒井　俊郎

迅速
条件付き

承認
201803-2

4 平成30年5月11日
緊急入院によりせん妄を起こした認知症高齢者
への看護支援

看護部
　高橋　淳子

簡易 承認 201804-3

5 平成30年5月15日
家族が医療者に怒りを向けた終末期がん患者・
家族への看護支援

看護部
　岸本　友加里

簡易 承認 201805-3

6 平成30年6月18日
「救急搬送され入院となった誤嚥性肺炎患者の
中で、入院中に食事を開始できなかった患者と
開始できた患者の要因を明らかにする。」

看護部
　松本　有気

簡易 承認 201806-3

7 平成30年7月4日
パーキンソン患者におけるイストラデフィリンの
ジスキネア発現に対する臨床介入（介入研究）

脳神経内科
　吉田　一人

簡易 承認 201807-3

8 平成30年7月6日 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査
救命救急センター長
　小林　巌

迅速 承認 201808-2

9 平成30年7月19日
慢性心不全患者の療養行動と自己効力感との
関連

看護部
　長谷川　浩美

簡易 承認 201809-3

10 平成30年7月20日
プラーク性状に基づいた内頚動脈軽度狭窄症
（50％未満）の予後と外科治療の意義

脳神経外科
　瀧澤　克己

簡易 承認 201810-3

11 平成30年7月23日
肺がん患者へのがん患者指導管理料Ⅰにおけ
る現状と課題

看護部
岸本　友加里、米山
香世

簡易 承認 201811-3

12 平成30年7月28日
胃内視鏡観察時における院内特殊製剤「ピオ
クタニン」による診断

消化器内科
　藤井　常志

迅速 承認 201812-2

13 平成30年8月3日
ICU・CCU病棟における、定時間化配置理学療
法士導入による成果と今後の展望

リハビリテーション科
　福田　航

簡易 承認 201813-3

14 平成30年8月20日
利尿剤抵抗性の腹水患者における集学的治療
の現状に関する多施設共同研究

消化器内科
　長谷部　千登美

迅速 承認 201814-2

15 平成30年8月20日
水利尿薬反応例におけるループ利用薬の肝・
腎機能に与える影響に関する多施設共同研究

消化器内科
　長谷部　千登美

迅速 承認 201815-2

16 平成30年8月21日
がん治療による性機能障害に対する看護者の
関わりの実態調査

看護部
　蟹谷　和子

簡易 承認 201816-3

17 平成30年8月28日
急性期虚血性脳卒中の再開通療法における施
設間医療連携に関する調査研究

脳神経外科
　櫻井　寿郎

迅速 承認 201817-2

18 平成30年8月31日
眼窩吹き抜け骨折の術式の改良と治療・効果
についての研究

耳鼻咽喉科
　高林　宏輔

迅速 承認 201818-2

19 平成30年9月4日
顔面神経麻痺に伴い発症した病的共同運動に
対するボツリヌス毒素・ミラーバイオフィードバッ
ク併用療法の実施

耳鼻咽喉科
　長峯　正泰

迅速 承認 201819-2
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20 平成30年9月5日
多発性硬化症患者における血清ビタミンＤ濃度
の季節的変動と臨床症状に関する研究

脳神経内科
　浦　茂久

迅速 承認 201820-2

21 平成30年8月31日
鼻副鼻腔手術が睡眠の質に及ぼす影響を調
査する

耳鼻咽喉科
　高林　宏輔

簡易 承認 201821-3

22 平成30年9月18日
急性期病院における医療依存の高い意識障害
患者家族の退院支援の１例

看護部
　武藤　環

簡易 承認 201822-3

23 平成30年9月26日

前立腺がんおよび転移性腎がんにおける再吸
収阻害関連顎骨壊死（ARONJ；Anti-resorptive
agents‐related ONJ）の発生頻度に関する後ろ
向き観察研究

泌尿器科
　堀田　裕

迅速 承認 201823-2

24 平成30年9月28日
HbA1c以上低値症例における異常ヘモグロビ
ン血症の検討

糖尿病・内分泌内科
　森川　秋月

迅速 承認 201824-2

25 平成30年10月1日

キャノンメディカルシステムズ株式会社（旧東芝
メディカル）の急性期脳梗塞診断アプリケーショ
ンの共同開発における匿名化された患者デー
タの提供

麻酔科
　住田　臣造

簡易 承認 201825-3

26 平成30年10月5日 遊離核酸を用いた膵腫瘍の低侵襲診断
消化器内科
　藤井　常志

迅速 承認 201826-2

27 ############### 炭酸ガス造影の実施について
心臓血管外科
　小山　基弘

簡易 承認 201827-3

28 平成30年11月2日
非血縁者間骨髄・末梢血管細胞移植における
検体保存事業について

血液・腫瘍内科
　酒井　俊郎

簡易 承認 201828-3

29 ###############
内視鏡治療後の食道狭窄予測法・予防法の新
規開発

消化器内科
　藤井　常志

迅速 承認 201829-2

30 ###############
破裂内頸動脈前壁血豆状動脈瘤の治療方法
と予後に関する全国実態調査

脳神経外科
　瀧澤　克己

簡易 承認 201829-3

31 ###############
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

消化器内科
　藤井　常志

迅速 承認 201830-2

32 ############### 外来待ち時間のストレス軽減対策の検討
看護部
　石田　悦子

簡易 承認 201831-3

33 ###############
帯状疱疹の統計学的解析：後方視野的観察研
究

皮膚科
　木ノ内　基史

簡易 承認 201832-3

34 ###############
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及
び再発抑制に対するリバローキサバンの有効
性及び安全性に関する登録観察研究

心臓血管外科
　上山　圭史

簡易 承認 201833-3

35 平成31年1月9日 ＢＲＣＡ１/２遺伝子検査
外科
　平　康二

迅速 承認 201834-2

36 平成31年1月15日
マイクロサテライト不安定性（ＭＳＩ）検査につい
て

消化器内科
　藤井　常志

迅速 承認 201834-2

37 平成31年1月21日
パーキンソン患者におけるイストラデフィリンの
ジスキネア発現に対する臨床介入（介入研究）

脳神経内科
　吉田　一人

簡易 承認 201836-3

38 平成31年2月8日
心筋血流SPECT検査と冠動脈CT検査も用い
たFusionソフトウェアの加発

循環器内科
　西宮　孝敏

簡易 承認 201837-3
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39 平成31年2月18日 Ｐｒｏ-CTCAETMに基づく自己チェックシート活用
の推進

薬剤部
　近藤　智幸

簡易 承認 201838-3

40 平成31年2月18日
転移性尿路上皮癌に対するペンブロリズマブ
治療の多施設共同後ろ向き観察研究

泌尿器科
　堀田　裕

簡易 承認 201839-3


