
◆新規申請

No 受付番号 研 究 名 部署名 職 結果

1 22030
胃癌に対する鏡視下手術と開腹手術の治療成績の比較検討
- A case control study -

消化器病センター 教授 承認

2 22031
腹腔鏡下大腸手術における腸管吊上げ法の有効性と安全性に関する
後向き調査

消化器病センター 准教授 承認

3 22032
慢性肝疾患患者に対するラクトフェリン配合食品の体脂肪低減効果の
検討比較試験

消化器病センター 准教授 承認

4 22033
食道静脈瘤治療後の症例を対象にしたカルベジロールまたはラベプラ
ゾール投与による出血予防を目的とした無作為比較試験

消化器病センター 助教 承認

5 22034
慢性膵炎における超音波内視鏡（EUS）によるstaging、及び成分栄養
療法の効果判定に関する研究

消化器病センター 助教 承認

6 22035
進行膵癌を対象としたゲムシタビン+プロシュア服用療法とゲムシタビ
ン単剤療法のランダム化第Ⅱ相試験

消化器病センター 特任助教 承認

7 22036
ストロングスタチンの急性冠症候群患者に対する冠動脈プラーク退縮
効果が長期予後に及ぼす影響（Extended JAPAN-ACS）

心臓血管センター 准教授 承認

8 22037
フィラデルフィア染色体陰性成人急性リンパ性白血病の初回再発後の
予後についての後方視的検討

血液内科 准教授 承認

9 22038
妊娠経過中に合併した急性白血病患者に関する後方視的臨床検討
- 多施設共同研究 -

血液内科 ｼﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 承認

10 22039
人工足趾関節における新規手術器械の使用による術後の人工関節
周囲の骨量変化について

ﾘｳﾏﾁ膠原病センター 准教授 保留

11 22040 関節リウマチ患者の転倒リスクに関する研究 ﾘｳﾏﾁ膠原病センター 指導診療医 承認

12 22041
黄斑剥離を伴う裂孔原性網膜剥離に対する極小切開硝子体手術の
施行時期と視力予後の相関に関する研究

眼科 准教授 承認

13 22042 網膜静脈閉塞症における眼内血管内皮細胞増殖因子濃度の変化 眼科 助教 承認

14 22043
乳癌におけるABC transporter発現と薬剤感受性および耐性獲得機序
の解析

乳腺・甲状腺外科 助教 承認

15 22044 小児の自殺企図の臨床的特徴に関する後方視研究 精神医療センター 助教 承認

16 22045
高齢者の術後せん妄予防対策としての術中脳内酸素飽和度測定に
関する研究

麻酔科 准教授 承認

17 22046 肺サーファクタント蛋白質分泌における術前禁煙の効果に関する研究 麻酔科 助教 条件付承認

18 22047
体外式超音波検査によるクローン病小腸病変の検出能と他検査との
比較研究

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認

19 22048
顆粒球吸着療法(商品名：アダカラム)至適用法決定試験
- アダカラム週1回と週2回法の無作為割付比較試験 -

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認

20 22049
早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・ピロリ除菌療
法に関する前向き臨床試験

内視鏡部 助教 承認

21 22050 神経難病患者における訪問看護導入の現状と導入時期の検討 神経内科 准教授 承認

22 22051 転倒転落防止の視点からの検査室環境の改善 安全管理指導者 准教授 承認

23 22052
当院入院患者におけるClostridium difficile関連下痢症の発症要因の
分析および治療薬の使用頻度の調査

薬剤部 0 承認

24 22053
在宅で医療処置を行いながら生活する子どもと家族を対象とした看護
外来の試行

看護部 師長 承認

25 22054 A病棟での抗がん剤曝露による環境汚染状況 13-2病棟 師長 承認

26 22055 心不全再入院理由の実態調査 8-1病棟 師長 承認

27 22056
腹部大動脈瘤手術時の大動脈遮断前マンニトール静注による腎保護
効果

集中治療部 助教 保留

28 22057 重症患者の甲状腺機能と甲状腺ホルモン補充療法の効果 集中治療部 助教 保留

29 22058
GICU・HCUにおいて抜管後のルーティンの胸部単純X線写真は必要
か？

集中治療部 助教 条件付承認

◆実施計画の変更

№ 受付番号 研究名及び変更内容 担当科等 職 結果
前回承認日・
承認番号

開催日時

出席委員

平成22年度 第2回 センター病院研究倫理委員会 申請一覧表

平成22年7月22日（木） 18時15分～

田中（臨床研究推進センター部長）、森田（臨床統計・疫学教授）、鈴木（高度救命救急センター部長）、佐藤（看護部長）、高井（学
外学識経験者）、川上（学外学識経験者）、橋本（副薬剤部長）、加藤（総務課長）【事務局：岸田、竹内】

審議案件

審議結果

新規29件。 実施計画の変更6件。

下記のとおり



No 受付番号 研 究 名 部署名 職 結果

30 22059

脊髄損傷完全麻痺におけるスルホ化グロブリンの有用性に関する研
究
◆研究責任者変更
◆研究分担者変更

高度救命救急センター 助教 承認 0

31 22060
心肺停止患者に対する心肺蘇生補助装置等を用いた高度救命処置
の効果と費用に関する多施設共同研究
◆実施期間の延期

高度救命救急センター 助教 承認 92

32 22061
体外式消化管超音波検査による炎症性腸疾患の病態評価の研究
◆手術切除腸管の超音波検査および病理組織との対比

炎症性腸疾患（IBD）セ
ンター

准教授 承認 0

33 22062

受動喫煙防止条例施行前後での急性冠症候群発症の推移に関する
調査研究
◆分担研究者
◆データの保存・管理方法

心臓血管センター 准教授 承認 0

34 22063

進行・再発乳がんに対するgemcitabineの有効性と安全性の検討に関
する多施設共同前向きコホート研究
◆第1号様式・3号様式 追加項目
◆年齢対象の変更

乳腺・甲状腺外科 准教授 承認 22018

35 22064
人工膝関節置換術における術中バランサーの使用と術後膝機能・靱
帯バランスとの関連の検討
◆研究費にかかる費用の項目

整形外科 准教授 承認 0


