
Ｈ２２年度 区分 申請件数 承認 条件付承認

部会審査 3 3 0

迅速審査 52 52 0

未定 0 0 0
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15 001 診療部 循環器内科 中村　則人 腹腔動脈瘤ステントグラフト留置術 2015年4月1日 2015年4月1日 迅速審査 2015年4月1日 承認 無
至急の案件であり、
承認済み

15 002 診療部 小児科 阿部　裕樹 SCORCHスタディ 2015年4月1日 2015年4月8日 迅速審査 2015年4月8日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】
大阪市立総合医療
センター

15 003 看護部 4階南 中野　達夫 精神科病棟における教育プログラムの検討 2015年4月1日 2015年4月8日 迅速審査 2015年4月8日 承認 無

15 004 診療部 放射線診断科 高橋　直也 死亡時CTにおける腹部臓器の死後変化についての研究 2015年4月8日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無 ○
【共同臨床研究機
関】新潟大学医学部
保健学科

15 005 薬剤部 薬剤部 田中　裕子 当院でのタペンタドール塩酸塩投与症例に関する調査 2015年4月10日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無

15 006 診療部 心臓血管外科 中澤　聡 非生物由来製品使用による炎症反応抑制に関する臨床調査 2015年4月10日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】神戸市立医療セ
ンター中央市民病
院

15 007 薬剤部 薬剤部 田中　裕子 がん患者指導管理の普及・充実を目指して 2015年4月13日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無

15 008 診療部 脳神経内科 佐藤　晶 低髄液圧による頭痛23例の臨床像について 2015年4月13日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無

15 009 診療部 脳神経内科 五十嵐　修一
当科における可逆性大脳血管攣縮症候群；Reversible　cerebral
vasoconstriction　syndrome（RCVS）症例の解析

2015年4月13日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無

15 010 診療部 脳神経内科 五十嵐　修一
神経徴候を初発症状とした悪性リンパ腫の臨床的多様性に関す
る研究

2015年4月13日 2015年4月22日 迅速審査 2015年4月22日 承認 無

15 011 看護部 2階東（産科） 木屋　美穂子 高齢妊婦・産前入院からみた母乳育児支援の課題 2015年4月24日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無

15 012 診療部 整形外科 伊藤　拓緯 墜落・転落による頚椎頚髄損傷（ヒトはなぜ落ちるのか） 2015年4月24日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無

15 013 診療部 呼吸器内科 伊藤　和彦

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療
法としてのベバシズマブ+エルロチニブ併用療法とエルロチニブ
単剤療法を比較する非盲検無作為比較第Ⅲ相臨床試験
（NEJ026）

2015年4月28日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無 ○
【共同臨床研究機
関】宮城県立がんセ
ンター等

臨床研究申請一覧(平成27年9月末現在)
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15 014 診療部 呼吸器内科 伊藤　和彦
高齢者（75歳以上）進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対する
ドセタキセル+ベバシズマブ療法とペメトレキセド+ベバシズマブ
療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験（TORG1323）

2015年5月11日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無 ○

【共同臨床研究機関】
・四国がんセンター
・新潟大学医歯学総合
病院呼吸器・感染症内
科

15 015
医療技
術部

放射線技術科 小川　大介
ドパミントランスポータシンチグラフィ解析の術者間差の是正に
ついて

2015年5月12日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無

15 016
医療技
術部

放射線技術科 小川　大介
P-NET報告　心筋シンチにおける腕の影響について（各施設か
ら提出された腕挙げ・腕下げの臨床データより）

2015年5月12日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無

15 017
医療技
術部

放射線技術科 小川　大介
ドパミントランスポータシンチグラフィにおける解析手技の術者間
差が画像に与える影響について

2015年5月12日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無

15 018
医療技
術部

放射線技術科 小川　大介 ゼヴァリン療法の導入経験について 2015年5月12日 2015年5月13日 迅速審査 2015年5月13日 承認 無

15 019
医療技
術部

放射線技術科 小野塚　直樹 小児カテーテル検査における被曝低減の取り組み 2015年5月12日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無

15 020 診療部 小児外科 平山　裕
インドシアニングリーン（ICG）を用いた胆道閉鎖症術中
Navigationの試み

2015年5月14日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無

15 021
医療技
術部

診療技術科 永橋　暢子 自殺企図患者のアセスメント 2015年5月18日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無

15 022 診療部 総合診療内科 矢部　正浩 当院における梅毒症例の検討 2015年5月18日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無

15 023 診療部 呼吸器内科 伊藤　和彦
術後呼吸不全リスク指数を用いた食道癌術前スクリーニングの
呼吸器合併症予防効果の検討

2015年5月19日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無

15 024 看護部
患者総合支援セ
ンター

斉藤　弘子 新潟県ＮＩＣＵ入院児退院調整ガイドブック活用の効果の検証 2015年5月19日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無 ○
【共同臨床研究機
関】新潟大学医学部
保健学科

15 025 診療部 心臓血管外科 中澤　聡
Ｇｌｏｂａｌ　Ａｎｔｉｃｏａｇｕｌａｎｔ　Ｒｅｇｉｓｔｒｙ　in　the　FIELD　observing
treatment　and　outcomes　in　patients　with　treated　acute
Venous　Thromboembolic　Events　in　the　real　world

2015年5月21日 2015年5月27日 迅速審査 2015年5月27日 承認 無 ○
【共同臨床研究機
関】三重大学大学院

15 026 薬剤部 薬剤部 中下　愛実 テイコプラニン投与中に血小板減少を生じた3症例 2015年5月25日 2015年6月10日 迅速審査 2015年6月10日 承認 無

15 027 看護部 2階西 熊倉　三恵 育児指導外来の現状と今後の課題 2015年5月28日 2015年6月10日 迅速審査 2015年6月10日 承認 無

15 028
医療技
術部

放射線技術科 本間　謙治 CT画像を用いたローゼンバーグ撮影法の入射角度の検討 2015年5月29日 2015年6月10日 迅速審査 2015年6月10日 承認 無
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15 029 診療部 消化器外科 山崎　俊幸
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の
臨床的有用性に関する研究

2015年5月29日 2015年6月10日 迅速審査 2015年6月10日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】
がん集学的治療研
究財団

15 030 診療部 消化器内科 五十嵐　健太郎 蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬膵局所動注療法 2015年6月4日 2015年6月22日 部会審査 2015年6月22日 承認 無

15 031 看護部 4階南 清水　祐一
臨床心理検査を活用した対患者コミュニケーションの有用性とは
なにか

2015年6月8日 2015年6月10日 迅速審査 2015年6月10日 承認 無

15 032 診療部 血液内科 新國　公司 血液型抗原減弱例の背景解析とその臨床的対処法の検討 2015年6月11日 2015年7月8日 迅速審査 2015年7月8日 承認 無 ○

【共同臨床研究機関】
新潟大学医歯学総合
病院生命科学医療セ
ンター輸血部・再生医
療部門

15 033 診療部 救急科 廣瀬　保夫 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査（2015） 2015年6月15日 2015年6月24日 迅速審査 2015年6月24日 承認 無 ○

至急の案件であり、倫
理的な問題がなかった
ため、許可済とし、事
後報告するもの。
【共同臨床研究機関】
・日本救急医学会熱中
症に関する委員会
・昭和大学医学部救急
医学講座

15 034 診療部 整形外科 伊藤　拓緯
転移性脊椎腫瘍に対する手術治療と放射線治療の有効性の比
較－前向き観察研究による検討－

2015年6月22日 2015年7月8日 迅速審査 2015年7月8日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】新潟県立がんセ
ンター新潟病院　整
形外科

15 035 看護部
検査・放射線科・
急患外来

安中　登美子 急患外来での緊急内視鏡検査の現状と課題 2015年6月26日 2015年7月8日 迅速審査 2015年7月8日 承認 無

15 036 診療部 血液内科 新國　公司
骨髄異形成関連の変化を有する急性骨髄性白血病患者におけ
る初回化学療法後ビダーザ治療への移行の有用性

2015年6月29日 2015年7月8日 迅速審査 2015年7月8日 承認 無

15 037 診療部 呼吸器内科 伊藤　和彦
再発非小細胞肺癌患者に対するAbraxane単剤療法の第Ⅱ相試
験

2015年6月30日 2015年7月8日 迅速審査 2015年7月8日 承認 無 ○
【共同臨床研究機
関】　新潟大学呼吸
器感染症内科

15 038 薬剤部 薬剤部 藤田　詩織
使用済みフェンタニルパッチのフェンタニル残存量に影響を及ぼ
す臨床因子の研究

2015年7月7日 2015年7月8日 迅速審査 2015年7月8日 承認 無

15 039
医療技
術部

リハビリテーション
技術科

稲月　辰矢 頚髄損傷後に除脈を呈し、理学療法中に洞停止を来した一例 2015年7月10日 2015年7月22日 迅速審査 2015年7月22日 承認 無

15 040 診療部 整形外科 伊藤　拓緯 最小侵襲側方椎体間固定術（XLIF,OLIFなど）の合併症調査 2015年7月14日 2015年7月22日 迅速審査 2015年7月22日 承認 無 ○

【共同臨床研究機関】
日本脊椎脊髄病学会
新技術評価検証委員
会

15 041 看護部 5階東 結城　昌彦
慢性硬膜下血腫血腫除去術クリニカルパス運用における当院
の現状報告

2015年7月17日 2015年7月22日 迅速審査 2015年7月22日 承認 無

至急の案件であり、倫
理的な問題がなかった
ため、許可済とし、事
後報告するもの。

15 042 看護部 5階東 平野　奈保子
当院脳神経外科病棟における体幹抑制具を使用した抑制の現
状

2015年7月17日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無
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15 043 診療部
総合周産期母子
医療センター

永山　善久 小児在宅医療に関する実態調査 2015年7月17日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無 ○

【共同臨床研究機関】
新潟県福祉保健部医
務薬事課　地域医療
係

15 044 診療部 小児外科 飯沼　泰史
ヒルシュスプルング病根治術前腸管管理法としての経肛門的減
圧チューブ留置の有効性の検討

2015年7月23日 2015年9月15日 部会審査 2015年9月15日 承認 無

15 045
医療管
理部

治験管理室 小澤　文恵
市民病院で医師主導治験を実施してみました～「自らさん」を支
援することになった治験管理室の問題～

2015年7月30日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無

15 046 看護部
患者総合支援セ
ンター

土田　美智子 退院調整部門における退院支援看護師の取り組みの評価 2015年8月5日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無

15 047 診療部 消化器内科 古川　浩一 経皮経脾的門脈側副路塞栓術PTO+部分脾動脈塞栓術PSE 2015年8月18日 2015年8月19日 迅速審査 2015年8月19日 承認 無

15 048 診療部 消化器外科 山崎　俊幸

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

2015年8月18日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】
東京医科歯科大学
医学部附属病院
国立がん研究セン
ター

15 049 診療部 消化器外科 山崎　俊幸

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
PARADIGM　study　（PAnitumumab　and　RAS.　DIagnostically-
useful　Gene　Mutation　for　mCRC）

2015年8月18日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】愛知県がんセン
ター中央病院
国立がん研究セン
ター東病院

15 050 診療部 消化器内科 古川　浩一

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

2015年8月20日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】
東京医科歯科大学
医学部附属病院
国立がん研究セン
ター

15 051 診療部 消化器内科 古川　浩一

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
PARADIGM　study　（PAnitumumab　and　RAS.　DIagnostically-
useful　Gene　Mutation　for　mCRC）

2015年8月20日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無 ○

【共同臨床研究機
関】愛知県がんセン
ター中央病院
国立がん研究セン
ター東病院

15 052 診療部 消化器内科 和栗　暢生 膵十二指腸動脈瘤に対する経カテーテル的塞栓術 2015年8月24日 2015年8月26日 迅速審査 2015年8月26日 承認 無

15 053 看護部 2階東（産科） 飯島　静子
妊娠中に行う乳頭ケアの有用性に関する調査-初産婦の実施状
況と乳頭トラブル発症との関連-

2015年8月31日 2015年9月30日 迅速審査 2015年9月30日 承認 無 ○

至急の案件であり、倫
理的な問題がなかった
ため、許可済とし、事
後報告するもの。
【共同臨床研究機関】
日本母乳の会
富山県立中央病院

15 054 診療部 循環器内科 土田　圭一
急性心不全におけるサルコぺニア肥満の病態と意義について
の検討

2015年9月7日 2015年9月15日 部会審査 2015年9月15日 承認 無
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共同
研究

備考

15 055 薬剤部 薬剤部 山田　徹 検査前朝禁食指示にともなう糖尿病薬投与の取り決めの作成 2015年9月24日 2015年9月30日 迅速審査 2015年9月30日 承認 無

至急の案件であり、倫
理的な問題がなかった
ため、許可済とし、事
後報告するもの。
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