
審査日 受付番号 審査医療行為 所属 申請者 判定

平成27年1月19日 368
ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトールとアルファ
カルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究

リウマチ科 中島　宗敏 承認

平成27年2月24日 369
肺がん患者におけるプラチナ製剤体制の可能性を確認するための残
存病理検体におけるERCC1発現解析

呼吸器内科 北﨑　健 承認

平成27年2月24日 370 検査 呼吸器内科 嶋田　緑 条件付承認

平成27年2月24日 371
FGFR遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮がんの臨
床病理学的、分子生物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 北﨑　健 条件付承認

平成27年2月24日 372
晩発性被爆者の分子疫学研究のための被爆・診療・健診情報と生体試
料を一括としたデータバンクの構築

病理部 重松　和人 条件付承認

平成27年2月24日 373

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発
大腸癌患者に対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用
療法を6サイクル施行後のmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-
FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無作為化比較試験

消化器内科 竹下　茂之 条件付承認

平成27年4月24日 374
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

外科 谷口　英樹 条件付承認

平成27年4月24日 375
関節リウマチ治療における生物学的製剤第2選択薬としてのインフリキ
シマブの可能性に関する研究

リウマチ膠原病内科 岡田　覚丈 条件付承認

平成27年4月24日 376
健診後、要精査通知を受けてから3か月以上経て、医療機関を受診し
外来通院中の2型糖尿病患者への面接調査

長崎県立大学大学
院

三浦　沙織 条件付承認

平成27年4月24日 377
安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリ
バーロキサバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）

循環器内科 芦澤　直人 承認

平成27年4月24日 378
ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトールとアルファ
カルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究

リウマチ膠原病内科 岡田　覚丈 承認

平成27年4月24日 379
関節リウマチの「ドラッグホリデー」を目指す治療ガイドラインの確立と
検証を目的とした研究（FREE-J試験）

リウマチ膠原病内科 岡田　覚丈 条件付承認

平成27年4月24日 380
口腔ケアの介助が必要な患者が退院後も継続した口腔ケアが実施で
きるよう退院指導を行ない、看護師としての関わりを明らかにする

5階西病棟
柿田　育実
田中　恵

高田　美香
承認

平成27年4月24日 381
成人T細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み
込んだ治療法に関する非ランダム化検証的試験

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成27年4月24日 382
高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄腫患者に対する
melphalan+prednisolone+bortezomib(MPB)導入療法のランダム化第Ⅱ
相試験

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成27年4月24日 383
成人T細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェロンα/ジドブジン併
用療法とWatchful Waiting療法の第Ⅲ相ランダム化比較試験

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成27年4月24日 386
成人T細胞性白血病/リンパ腫患者の免疫機能制御に関する解析及び
遺伝子細胞治療開発に関する基礎研究

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成27年4月24日 387

KRAS遺伝子野生型で化学療法未治療の治癒切除不能な進行・再発
大腸癌患者に対する一次治療におけるmFOLFOX6+パニツムマブ併用
療法を6サイクル施行後のmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法と5-
FU/LV+パニツムマブ併用療法の第Ⅱ相無作為化比較試験

消化器内科 竹下　茂之 承認

平成27年6月26日 388 残存検体を用いた肺癌予後因子の網羅的解析 呼吸器内科 北崎　健 承認

平成27年6月26日 389
化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対する
CBDCA+TS-1併用療法後のTS-1維持療法の無作為化第Ⅲ相試験

呼吸器内科 北崎　健 承認
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審査日 受付番号 審査医療行為 所属 申請者 判定

平成27年7月1日 - 甲状腺機能変動と血液成分変動の関連についての検討 長崎県立大学 森田　茂樹 承認

平成27年8月13日 391 病棟スタッフへのアンケートおよびテスト HCU 藤井　猛 条件付承認

平成27年6月26日 392
ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトールとアルファ
カルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究

リウマチ膠原病内科 岡田　覚丈 承認

平成27年6月26日 393 化学療法中の肺癌患者における低強度運動の効果 リハビリテーション科 石丸　将久 条件付承認

平成27年6月26日 394 SGLT2阻害薬による肝機能改善効果の検討試験 消化器内科
鶴田　正太

郎
承認

平成27年6月26日 395
がん告知を受けた患者が治療方針決定に至る過程での意思決定支援
に関わったことのある看護師3名への面接調査

長崎県立大学
看護栄養学部

看護学科
宮﨑　葉月 条件付承認

平成27年6月26日 396 無記名自記式質問紙調査と半構造化面接調査
長崎県立大学
看護栄養学部

看護学科
松武　沙織 条件付承認

平成27年8月13日 398 マイコプラズマ抗原迅速診断キットの検出能評価試験 感染症内科 橋口　浩二 条件付承認

平成27年8月13日 399
冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法ま
たは通常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL-CAD）

循環器内科 芦澤　直人 条件付承認

平成27年8月13日 400

治療切除不能進行・再発大腸癌に対する一次治療としてのカペシタビ
ン/LV5FU2+ベバシズマブ療法後のXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ逐
次療法とXELOX/FOLFOX+ベバシズマブ併用療法の他施設共同ランダ
ム化第Ⅲ相臨床試験

消化器内科 竹下茂之 承認

平成27年8月13日 401
転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を併用した低線量全脳照射：
他施設共同第Ⅱ相臨床試験

放射線治療科 林　靖之 条件付承認

平成27年8月13日 402 化学療法中の肺癌患者における低強度運動の効果 リハビリテーション科 石丸　将久 条件付承認

平成27年10月23日 405 生物学的製剤使用患者に対するリハビリテーション効果の検討 リハビリテーション科
吉田　果央

梨
承認

平成27年10月23日 406
「水痘生ワクチン接種が成人T細胞性白血病／リンパ腫患者（ATLL)に
おいて抗腫瘍免疫を誘導するか検証する臨床試験」に関する臨床研究

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成27年10月23日 407
「長崎県の骨髄系腫瘍における臨床的特徴および予後についての観察
研究」に関する臨床研究

血液内科 城　達郎 承認

平成27年10月23日 408
「JCOG1305:Interium PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対す
るABVD療法及びABVD/増量BEACOPP療法の非ランダム化検証的試
験」に関する臨床治療

血液内科 城　達郎 承認

平成27年10月23日 409
「未治療CCR4陽性高齢者ATLに対するモガムリズマブ併用CHOP-14
のⅡ相試験」に関する臨床研究

血液内科 城　達郎 承認

平成27年10月23日 410 製造販売後調査（リクシアナ錠　特定使用成績調査） 循環器内科 芦澤　直人 条件付承認

平成27年10月23日 411 自記式質問紙調査と身体機能の測定、カルテからの血液データ提供
長崎県立大学
看護栄養学部

看護学科

吉田　恵理
子

承認

平成27年10月23日 412 内科系学会社会保険連合「説明と同意」実態調査への協力 放射線治療科 林　靖之 条件付承認
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平成27年12月11日 413 呼吸器感染症迅速診断法の有用性の検証 呼吸器内科 橋口　浩二 条件付承認

平成27年12月11日 414
二度気管内挿管を受けた患者に対し医療チームと連携して栄養管理を
行った一事例

6階西病棟 田中　賢 承認

平成27年12月11日 415
「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27年12月11日 416
ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトールとアルファ
カルシドールの単独投与を比較するランダム化臨床研究

リウマチ膠原病内科 岡田　覚丈 承認

平成27年12月11日 417
院内看護研究における支援者としての研究委員の学びと委員からみた
研究支援活動の評価

看護部
金澤　美弥

子
承認

平成27年12月11日 418
安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリ
バーロキサバン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE Study）

循環器内科 芦澤　直人 承認

平成27年12月11日 419
病棟スタッフへのシミュレーションのビデオ録画とチェックリスト、アン
ケートの実施

HCU 林　真紀 承認

平成27年12月11日 420
今後の新人看護師と先輩看護師の効果的な関わりを見出すための資
料とすることを目的とする。

7階東病棟
岩満　彩乃、
大田　ありさ

条件付承認

平成27年12月11日 421 日本赤十字社長崎原爆病院に勤務する看護師への質問紙調査 7階西病棟 宮崎　葵 条件付承認

平成27年12月11日 422
入院放射線療法を受ける患者の有害事象に対するセルフケア能力の
変化　―患者のセルフケア能力向上のために病棟看護師が出来ること
―

6階東病棟 尾崎　貴章 条件付承認

平成27年12月11日 423
転倒・転落アセスメントスコアシート活用の現状とスコアシートに対する
スタッフの捉え方を調査し課題を明らかにする。

6階西病棟 梅本　めぐみ 条件付承認

平成27年12月11日 424

PNS導入期における看護師間の相互研鑽に関して、PNSに伴い、互い
から学んでいること、ペアで看護を行う上で大切にしていること等をアン
ケート用いて調査する。ペアで看護を行うことで、お互いに相互研鑽へ
結びついているか、相互研鑽の内容について明らかにすることを目的
に研究を行う。

5階東病棟 久世　響子 条件付承認

平成27年12月11日 425
地域包括ケア病棟へ転棟して患者の心理状況を明らかにするために、
転棟した患者を対象に半構成的面接を行う。

5階西病棟
本山　知佳、
岩永　弘美、
増田　由紀

承認

平成27年12月11日 426
患者・看護師へアンケート調査を行い、接遇に対する実態調査を行い、
現状を分析する。

4階病棟

前田　恵美、
松田　かす

み、小渕　真
梨

条件付承認

平成27年12月11日 427
当院における脊椎後方手術時の皮膚障害予防に対する外回り看護師
の抱く悩みの内容と程度についてアンケート調査を行い明らかにする。

手術室 松尾　翔太 条件付承認

平成27年12月11日 428
放射線治療終了後自宅療養をしている患者のQOLと急性有害事象の
対処行動を明らかにする。

外来 西村　宏実 条件付承認
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