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平成25年1月15日 289
インフルエンザ感染症におけるペラミビルおよびオセルタミビルの比較
研究

呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成25年1月15日 290
慢性閉塞性肺疾患の増悪時におけるセフジトレンピポキシルの臨床効
果

呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成25年1月15日 291
膀胱癌の膀胱内再発予防を目的としたマイトマイシンC（MMC）とMMC+
キロサイド（Aｒａ-Ｃ）併用による膀胱内注入療法の無作為比較試験

泌尿器科 鶴﨑　俊文 承認

平成25年1月15日 292 肺切除術患者のリハビリテーションパス改正前と改正後の効果判定 リハビリテーション科 東　友美 承認

平成25年1月15日 293
成人Ｔ細胞性白血病リンパ腫に対するモガムリズマブ治療中の免疫モ
ニタリング研究

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成25年1月15日 294 ＫＷ-0761投与患者の長期予後解析研究 血液内科 城　達郎 承認

平成25年1月15日 295 成人Ｔ細胞性白血病リンパ腫（ＡＴＬ）の診断に関する研究 血液内科 城　達郎 条件付承認

平成25年3月18日 296
EGFR遺伝子変異陽性高齢者未治療進行非小細胞肺癌を対象としてゲ
フィチニブにより病勢コントロールが得られた後ゲフィチニブの継続投与
の意義を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科 福田　実 承認

平成25年3月18日 297 成人発症スチル病の発症・進展に関わる遺伝子多型の解析 リウマチ科 中島　宗敏 条件付承認

平成25年3月18日 298
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25年3月18日 299
進展型小細胞肺癌に対する予防的全脳照射の実施の有無を比較する
ランダム化比較第Ⅲ相試験

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成25年3月18日 300 婦人科腫瘍登録 婦人科 鮫島　哲郎 承認

平成25年3月18日 301 RT-PCR法によるALK融合遺伝子診断に基づくクリゾチニブ診療 呼吸器内科 福田　実 承認

平成25年3月18日 302
EGFR遺伝子変異陽性局所進行非小細胞肺癌に対するgefitinib導入治
療逐次胸部放射線+Docetaxel+Cisplatin同時併用療法の第Ⅱ相試験
LOGIK0902/OLCSG0905

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成25年6月17日 303
RET融合遺伝子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

呼吸器内科 福田　実 承認

平成25年6月17日 304
乳癌センチネルリンパ節生検におけるSemi-dry dot-blot(SDB)法の応
用

外科
柴田　健一

郎
承認

平成25年6月17日 305
非弁膜症性心房細動患者のリバーロキサバン服用症例について脳卒
中発症状況および出血事象の発生状況を集積・分析する

循環器内科 芦澤　直人 条件付承認

平成25年6月17日 306
滲出型加齢黄斑変性に対するアフリベルセプトの治療効果および安全
性の調査

眼科 脇山　はるみ 承認

平成25年6月17日 307 特定市販後調査 眼科 脇山　はるみ 承認

平成25年6月17日 308
欧州及び日本の進行非小細胞肺癌患者を対象としたEGFR遺伝子変異
検査に適した検体の種類を評価する調査

呼吸器内科 福田　実 条件付承認
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平成25年6月17日 309 早期胃癌に対する腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除術 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成25年8月19日 310
胸腺癌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
基づく適用外診療

呼吸器内科 福田　実 条件付承認

平成25年8月19日 311 関節リウマチ治療経過における画像変化の観察研究 リウマチ科 中島　宗敏 承認

平成25年8月19日 312
外来通院中の2型糖尿病男性患者4名へのインタビュー調査、診療記
録からの情報収集

長崎県立大学看護
栄養学部看護学科

島田　華衣 条件付承認

平成25年8月19日 313 糖尿病に影響する可能性がある嗜好品の調査 内科 上田　康雄 承認

平成25年8月19日 314
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 承認

平成25年8月19日 315

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
附随研究「治療効果と副作用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25年8月19日 316 プロピベリン塩酸塩の女性尿失禁に対する多施設共同研究（FRESH） 泌尿器科 今里　祐之 条件付承認

平成25年8月19日 317 肺切除術患者における術前後での運動後心拍回復速度の検討 リハビリテーション科 東　友美 条件付承認

平成25年8月19日 318 長崎原爆による放射線誘発白血病・骨髄異形成症候群の疫学研究 血液内科 城　達郎 承認

平成25年8月19日 319 就労中の乳がん患者に対するグループ介入の効果に関する研究 外科
畑地　登志

子
条件付承認

平成25年8月19日 320 特定市販後調査 眼科 脇山　はるみ 条件付承認

平成25年12月13日 321
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変異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

呼吸器内科 福田　実 承認

平成25年12月13日 322 ＫＷ-0761-003試験後の予後追跡調査 血液内科 城　達郎 承認

平成25年12月13日 323
欧州及び日本の進行非小細胞肺癌患者を対象としたEGFR遺伝子変異
検査に適した検体の種類を評価する調査

呼吸器内科 福田　実 承認

平成25年12月13日 324
「65歳以上の高齢者肺炎（NHCAP、誤嚥性肺炎を含む）に対するシタフ
ロキサシンの有効性」－シタフロキサシンとガレノキサシンの比較試験
－

呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成25年12月13日 325
慢性閉塞性肺疾患の増悪時におけるセフジトレンピポキシルの臨床効
果

呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成25年12月13日 326 肺炎球菌細胞壁抗原検出試薬の検出能評価試験 呼吸器内科 橋口　浩二 承認

平成25年12月13日 327 がん化学療法による手の末梢神経障害とADLとの関連 リハビリテーション科
壱岐尾　優

太
条件付承認

平成25年12月13日 328 内視鏡手術時における静脈麻酔プロポフォールの使用について 消化器内科
楠本　浩一

郎
承認
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平成25年12月13日 329 デノスマブの骨粗鬆症合併関節リウマチにおける有用性の評価 リウマチ科 中島　宗敏 承認

平成25年12月13日 330 Ｃ型慢性肝炎を対象としたシメプレビル3剤併用療法の有効性の検証 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成25年12月13日 331
ヨードによる食道色素内視鏡検査後の不快な症状を予防するためのチ
オ硫酸ナトリウム使用について

消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成25年12月13日 332
膝屈曲角度に制限がある患者における患者における立ち上がり動作の
比較

４階病棟 江口　志乃 承認

平成25年12月13日 333
所属病棟における2交代制勤務看護師の仮眠時間にシーダーウッド・
バージニアを使用することによって睡眠が得られるか明らかにする

５階西病棟 橋口　卓弥 承認
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