
審査日 受付番号 審査医療行為 所属 申請者 判定

平成28年2月16日 430
「女性関節リウマチ患者のセルフマネジメントの実態とその促進
要因」について自記式質問紙による調査

長崎大学大学院 浜﨑　美和 条件付承認

平成28年2月16日 431 インドメタシンスプレーによる口腔粘膜炎の疼痛症状の緩和 麻酔科 後藤　慎一 条件付承認

平成28年2月16日 432
Japan Clinical Oncology Group 試験付随研究
JCOGバイオバンクプロジェクト（JCOG-BBJ連携バイオバンク共
通バンキング）

血液内科 城　達郎 条件付承認

平成28年2月16日 433
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28年2月16日 434 胸線カルチノイドのCT、MRI所見の検討 放射線科
大坪　まゆ
み

承認

平成28年2月16日 435
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 北﨑　健 承認

平成28年2月16日 436
高齢者化学療法未施行ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺がんに対するnab-
Paclitaxel+Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法のランダム
化第Ⅲ相試験

呼吸器内科 北崎　健 条件付承認

平成28年2月16日 437
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 北崎　健 承認

平成28年2月16日 438
PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有
する小細胞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 北崎　健 承認

平成28年2月16日 439
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 北﨑　健 承認

平成28年4月26日 441
潰瘍性大腸炎患者における唾液中サイトメガロウイルス測定の
ための唾液採取

消化器内科 卜部　繁俊 条件付承認

平成28年4月26日 445 特発性心筋症遺伝子解析 循環器内科 三浦　幸 条件付承認

平成28年4月26日 446 グルタラール（商品名ステリハイド）外用療法 皮膚科 宿輪　哲生 承認

平成28年4月26日 447 周術期患者における舌苔付着度の他施設共同研究
歯科口腔外科
（長崎大学病院）

五月女　さ
き子

条件付承認

平成28年4月26日 448 急性期病棟に勤務する看護職のリスク感性とその関連要因
長崎大学大学院
医歯薬学総合研
究科保健学専攻

武富　敦子 条件付承認

平成28年4月26日 450

RAS遺伝子（KRAS/NRAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の
切除不能進行再発大腸癌患者に対する mFOLFOX6+ベバシズ
マブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及
び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験

消化器内科 竹下　茂之 承認

平成28年4月26日 451

RAS遺伝子（KRAS/NRAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の
切除不能進行再発大腸癌患者に対する mFOLFOX6+ベバシズ
マブ併用療法とmFOLFOX6+パニツムマブ併用療法の有効性及
び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感
受性、予後予測因子の探索的研究

消化器内科 竹下　茂之 承認

平成28年6月28日 452 止血バルーン「DANGO」の開発 消化器内科
楠本　浩一
郎

平成28年8月30日 453 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患に関する研究
リウマチ・膠原病
内科

岡田　覚丈 条件付承認
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平成28年8月30日 454
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・膠原病
内科

鈴木　貴久 承認

平成28年6月28日 455 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術例に対する登録研究 呼吸器外科 佐野　功 承認

平成28年8月30日 458

アニサキス症の病態形成機構の解明と原因分子の同定に関す
る研究
　－アニサキス症の原因種の解明－
（大分大学医学部附属病院消化器内科主導研究への協力）

消化器内科 卜部　繁俊 条件付承認

平成28年10月31日 463
化学療法誘発性末梢神経障害(CIPN)患者の上肢機能に対する
手指運動プログラムの効果に関する検証

リハビリテーショ
ン科

壱岐尾　優
太

承認

平成28年10月31日 465

乳癌症例における循環癌細胞の単離とそのDNA修復活性の測
定法の確立
対象患者の手術時に腫瘍組織の一部を採取
対象患者に対する血液採取

外科 谷口　英樹 承認

平成28年10月31日 466 インフルエンザ検査として鼻腔ぬぐい液の二回採取
医療技術部検査
課

小丸　検造 承認

平成28年10月31日 467 マイコプラズマ検査の検討として咽頭ぬぐい液の同時二本採取
医療技術部検査
課

小丸　検造 承認

平成28年10月31日 468
成人侵襲性肺炎球菌感染症患者における肺炎球菌株の莢膜血
清型分布および薬剤感受性に関する他施設共同観察研究

感染症内科 橋口　浩二 承認

平成28年10月31日 469 EGFR陽性肺癌とALK陽性肺癌の画像所見に関する研究 呼吸器内科 北﨑　健 承認

平成28年10月31日 470

EGFR遺伝子変異陰性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するシ
スプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法後の維持療法
としてペメトレキセドとペメトレキセド+ベバシズマブを比較するラン
ダム化第Ⅱ相試験(TORG1321)

呼吸器内科 北﨑　健 条件付承認

平成28年10月31日 471
切除不能進行・再発非小細胞肺癌に対するPD-1免疫チェックポ
イント阻害剤効果予測因子の探索

呼吸器内科 北﨑　健 条件付承認

平成28年10月31日 472
単がん患者におけるがん免疫微小環境と宿主免疫応答の解析
～免疫チェックポイント阻害薬（ニボルマブ）投与患者におけるが
ん抗原特異的免疫応答の解析～

呼吸器内科 北﨑　健 条件付承認

平成28年10月31日 473
人工膝関節置換術における術後早期の効果的なトレーニング方
法の検討

リハビリテーショ
ン科

近藤　康隆 承認

平成28年12月27日 475
造血器腫瘍患者のギアチェンジの場面で体験する若手看護師の
ジレンマを明らかにする

７階東病棟 河原　健人 承認

平成28年12月27日 476
経験年数2年目以上の7階西病棟看護師を対象として、効率的な
静脈留置針の固定方法の検討を行う

７階西病棟 馬場　志織 承認

平成28年12月27日 477
入院患者の徘徊センサーや体動コールの使用によってもたされ
るADLの変更を知る

６階東病棟 村田　真理 承認

平成28年12月27日 478 看護師へのアンケート、聞き取り調査 ６階西病棟 松野　眞実 承認

平成28年12月27日 479
アンケート・インタビュー調査を行い、化学療法副作用の脱毛指
導に対する看護師の困惑感とその要因について明らかにする

５階東病棟
福田　祐梨
子

承認

平成28年12月27日 480
退院支援カンファレンスに参加する看護師の情報収集や情報共
有の実態を明らかにするために、退院支援カンファレンスに参加
した看護師を対象にアンケート調査を実施する

５階西病棟
三浦　穂奈
美

承認
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平成28年12月27日 481
本研究は、視覚的教材と動作訓練を用いた術前指導を行い、
THA後の制限ある動作に関する患者の理解度を調査するととも
に、術前指導内容や指導時期について分析する

４階病棟 神辺　幸子 承認

平成28年12月27日 482
慢性肝疾患患者におけるレボカルニチン投与がQOL、睡眠障害
に与える影響について（長崎大学医学部附属病院消化器内科主
導研究への協力）

消化器内科 重野　賢也 承認

平成28年12月27日 483

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28年12月27日 484
原発性骨粗鬆症におけるテリパラチド連日投与、テリパラチド週1
回投与、ビスホスホネート製剤の骨微細構造に及ぼす効果の比
較：HR-pQCTによる解析

整形外科 橋川　健 承認
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