
審査日 受付番号 審査医療行為 所属 申請者 判定

平成24年2月6日 225
「リュープリンSR注射用キット11.25」のQOLの改善効果および安全性な
どを確認する特定使用成績調査

外科 谷口　英樹 承認

平成24年2月6日 238
扁平上皮癌を除く進行非小細胞肺癌に対するBevacizumab療法の日常
診療における安全性と有効性のコホート研究

呼吸器内科 福田　実 承認

平成24年2月6日 239
未治療進行肺扁平上皮癌および肺扁平上皮癌の術後再発に対するア
ムルビシンとネダプラチン併用化学療法第Ⅱ相試験

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成24年2月6日 240
骨粗鬆症患者における椎体骨折又はすべり症等による脊椎固定（ある
いは椎体形成、後弯形成）術後の隣接椎体に発生する骨折に対するミ
ノドロン酸水和物の有用性検討

整形外科 末広　昌嗣 条件付承認

平成24年2月6日 241
在宅支援・退院調整が必要とされた呼吸器疾患患者を対象にどのよう
に医療者が関わるべきであったかを振り返る。

６階東病棟
塩谷　加奈

子
承認

平成24年2月6日 242
ドセタキセル化学療法中、または治療終了後に進行した前立腺がん患
者の治療実態調査（PROXIMA）

泌尿器科 鶴崎　俊文 承認

平成24年2月6日 243 当院における男性看護師の役割期待とは ７階西病棟 松本　一樹 条件付承認

平成24年2月6日 244
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（POTENT)

外科 谷口　英樹 条件付承認

平成24年5月28日 245
EGFR-TKIにより病勢コントロールが得られた非小細胞肺癌症例を対象
としたEGFR-TKI継続投与の意義を検討するランダム化第Ⅱ相試験

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成24年5月28日 246
承認済みの「臨床研究に関する倫理審査」の実施計画の一部変更
「審査受付番号第169号」
メトトレキサートの時間治療に関する二重盲検比較臨床試験

リウマチ科 中島　宗敏 承認

平成24年5月28日 247
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者へのコレステロール低下
療法

内科 上田　康雄 承認

平成24年5月28日 248
ＨＥＲ2陰性アンスラサイクリン系およびタキサン系薬剤既治療の進行・
再発乳癌患者に対するエリブリンの安全性および有効性に関する検討

外科 谷口　英樹 承認

平成24年5月28日 249
トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキシマブ
治療の有効性、安全性に関する検討（ＰＲＩSM Ｓtudy）

リウマチ科 中島　宗敏 条件付承認

平成24年5月28日 250
未治療高齢者非扁平非小細胞肺癌に対するペメトレキセド単独または
ペメトレキセド／ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成24年5月28日 251
変形性関節症患者の罹患前生活環境について実態調査及び分析結果
の提供

リハビリテーション科 小田　太史 条件付承認

平成24年5月28日 252
本院職員を対象として、認定看護師の活用度及び認知度の分析を行
う。

看護部
金澤　美弥

子
条件付承認

平成24年5月28日 253 切除不能な肝細胞癌に対するソラフェニブの安全性、有効性の検討 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年5月28日 254 潰瘍性大腸炎における便中ラクトフェリン測定の有用性の検討 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年5月28日 255
プロトンポンプ阻害薬（PPI）治療抵抗性逆流性食道炎に対するエソメプ
ラゾール20mg切り替えの有用性の検討

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年5月28日 256
B型慢性活動性肝炎に対するペグインターフェロンα-2ａ単独療法の有
効性および安全性に関する検討

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認
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平成24年5月28日 257
データマイニング法を用いた、Ｃ型代償性肝硬変に対するペグインター
フェロンアルファ-2ａ及びリバビリン併用治療の効果予測因子の解析

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年5月28日 258

切除不能進行性肝癌に対する分子標的治療薬の効果予測に係る
retrospectiveな観察研究
付随研究：切除不能進行肝癌に対する分子標的治療薬の効果予測に
係るbiomarkerの探索研究

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年7月30日 259
高齢者非小細胞肺癌完全切除後病理病期IB/II/IIIA期症例の術後補
助化学療法に対するS-1の連日投与法および隔日投与法のランダム化
第二相試験

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成24年7月30日 260
原爆被爆者における乳がん発生率（1950-2005年）および原爆被爆者
の乳がんのintrinsic subtypeに関する研究

病理部 重松　和人 承認

平成24年7月30日 261
転移性・再発乳癌を対象とした化学療法にゾレドロン酸追加併用の有
用性の検討
多施設共同オープン無作為化比較第Ⅱ相試験（KBCSG-0902）

外科
柴田　健一

郎
条件付承認

平成24年7月30日 262

非小細胞肺癌完全切除術病理病期II/IIIA期症例の術後補助化学療法
におけるS-1+CBDCA 併用療法とS-1単剤継続維持療法の認容性試
験（SLCG1001）附随研究「治療効果及び毒性に関する分子マーカーの
解析」

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成24年7月30日 263
2型糖尿病例におけるDPP-4阻害薬ビルダグリプチンの投与前後にお
ける治療の有用性を検討する。

循環器内科 芦澤　直人 条件付承認

平成24年7月30日 264 患者満足度調査 ５階東病棟 花岡　ふみ 条件付承認

平成24年7月30日 265 アンケート調査 看護部 白木　直美 承認

平成24年7月30日 266 Loopamp
®
レジオネラ検出試験キットCの検出能評価試験 呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成24年7月30日 267 Loopamp®マイコプラズマP検出試験キットの検出能評価試験 呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成24年7月30日 268 MRSA肺炎診断・治療の実態調査 呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成24年7月30日 269
一般病棟に勤務する終末期看護経験のある看護師へのインタビュー調
査

長崎県立大学看護
栄養学部看護学科

尾花　綾 承認

平成24年7月30日 270 研究調査のための患者へのインタビュー
長崎県立大学看護
栄養学部看護学科

古谷　香 条件付承認

平成24年7月30日 271 Ｃ型慢性肝炎を対象としたテラプレビルの有効性の検証 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年7月30日 272

切除不能進行性肝癌に対する分子標的治療薬の効果予測に係る
prospectiveな観察研究
付随研究：切除不能進行肝癌に対する分子標的治療薬の効果予測に
係るbiomarkerの探索研究

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年7月30日 273 各種甲状腺ホルモン値による栄養状態の把握法の検討 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年7月30日 274 肝臓病に影響する可能性がある嗜好品の調査 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年7月30日 275 硬膜外自己血パッチ術 麻酔科 後藤　慎一 承認

平成24年10月2日 276
抗コリン薬による効果不十分な女性過活動膀胱患者に対するベタニス
®錠への切替投与の臨床試験

泌尿器科 鶴﨑　俊文 承認
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平成24年10月2日 277
KRAS野生型の治癒切除不能進行・再発大腸癌に対するIrinotecan+S-
1+Cetuximab(IRIS/Cet)併用療法の第Ⅱ相試験

消化器内科 竹下茂之 承認

平成24年10月2日 278
悪性中皮腫に対する国立総合がんネットワーク（NCCN）診療ガイドライ
ンに基づく適応外診療

呼吸器内科 福田　実 承認

平成24年10月2日 279
既治療進行非小細胞肺癌の癌性髄膜炎に対するエルロチニブ第Ⅱ相
試験

呼吸器内科 福田　実 承認

平成24年10月2日 280 関節リウマチ患者のB型肝炎ウイルス再活性化に関する観察研究 リウマチ科 中島　宗敏 承認

平成24年10月2日 281 人工膝関節全置換術患者に対する持続的他動運動時間の検討 リハビリテーション科 小田　太史 条件付承認

平成24年10月2日 282
本院看護師全員を対象として、スケール測定用紙による職務満足度調
査

看護部 高倉　雅子 条件付承認

平成24年11月26日 283
原爆被爆者及び日本人における甲状腺癌関連遺伝子群の発症関与解
析

病理部 重松　和人 承認

平成24年11月26日 284
未治療高齢者局所進行非扁平非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+
胸部放射線同時併用療法の第Ⅰ・Ⅱ相試験

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成24年11月26日 285
HTLV-1感染に関する非ATL非HAM希少疾患の実態把握と病態解明
（他施設共同研究）

リウマチ科 中島　宗敏 条件付承認

平成24年11月26日 286
トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキシマブ
治療の有効性、安全性に関する検討（ＰＲＩSM Ｓtudy）　第249号の内容
一部変更

リウマチ科 中島　宗敏 承認

平成24年11月26日 287
肝硬変患者におけるLate Evening Snack（LES）としての適正カロリー量
の検討

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成24年11月26日 288
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者へのコレステロール低下
療法

内科 上田　康雄 承認
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