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2013-01 平成25年4月24日 承認 片岡　　敏 神経内科
非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバロキサバンの有
効性と安全性に関する登録観察研究

2013-02 平成25年4月24日 承認 沖田　進司 機能脳神経外科
頚部頸動脈狭窄プラーク性状の臨床的な意義の検討
－病理、MRI,エコー画像と脳血流との関連性―

2013-03 平成25年5月14日 条件付承認 守屋　　尚 内視鏡科 肝外転移を伴う進行肝細胞癌に対するTS-1/CDDP療法

2013-04 平成25年5月14日 条件付承認 久賀　祥男 内科
局所進行胃癌に対するダウンステージングを目標とする術前化学療法について
（DCS療法）

2013-05 平成25年5月29日 条件付承認 竹田　克明 薬剤部 ダビガトランの血中濃度測定による有効性と安全性の研究

2013-06 平成25年5月29日 承認 篠藤　ひとみ
勤労者予防医療
センター

職場の喫煙対策の実態と労働者の喫煙に関する意識調査

2013-07 平成25年6月26日 条件付承認 本藤　達也 循環器内科
非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサバンの
有効性と安全性に関する登録観察研究

2013-08 平成25年6月26日 条件付承認 守屋　　真 小児科 ムコ多糖症（MPS）－１型患者の国際的観察プログラム　MPS-1レジスリー

2013-09 平成25年6月26日 承認 内藤　　晃 放射線科 ＩＶＲ症例web登録

2013-10 平成25年6月26日 承認 江藤　高陽 外科 新たな診療・治療方法や技術導入に際しての基本方法

2013-11 平成25年6月26日 承認 江藤　高陽 外科 脳死判定医の退職に伴う「中国労災病院脳死判定有資格者一覧」の訂正

2013-12 平成25年7月24日 条件付承認 上田　晃嗣 泌尿器科 腎腫瘍に対するラジオ波焼却術

2013-13 平成25年7月24日 承認 溝上　慶子 看護部
生命危機状況にある患者の意思決定を支える看護師のかかわり
～ホリスティックケアに焦点をあてて～

2013-14 平成25年7月24日 条件付承認 溝上　慶子 看護部 社会的要因が父親意識の確立に及ぼす影響に関する研究

2013-15 平成25年7月24日 承認 吉井　陽子 内科
インスリンデグルデグ投与患者における血糖コントロールおよび副作用発現に関す
る観察研究

2013-16 平成25年7月24日 条件付承認 仁井　久美 看護部 男性看護師と患者間における看護ケア場面での思いの比較とその対応
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2013-17 平成25年7月24日 承認 京極　妙子 看護部
外来通院で放射線治療を受ける乳がん患者の不安と看護師の役割
（質問用紙を合わせたパンフレットの作成・活用の評価）

2013-18 平成25年9月25日 承認 守屋　　尚 内視鏡科
糖尿病治療薬DPPIV阻害薬アログリプチンで治療されている慢性肝疾患を合併した
２型糖尿病における肝機能の動向の検討

2013-19 平成25年9月25日 承認 豊田　章宏
中央リハビリ
テーション科

呉脳卒中地域連携パス運用予後調査

2013-20 平成25年9月25日 承認 福田　三郎 外科
深在性真菌症（外科・集中治療領域）の経験的治療におけるミカファンギン（商品
名ファンガード）の有用性に関する多施設共同研究

2013-21 平成25年9月25日 条件付承認 北村　正輔 内科
ステロイド抵抗性、依存性の潰瘍性大腸炎に対するインフリキシマブ　の効果と予
測因子の検討

2013-22 平成25年9月25日 条件付承認 徳本　雅子
中央リハビリ
テーション部

平成25年度老人保健健康増進等事業
医療から介護保険まで一貫した生活行為の自立支援に向けたリハビリテーションの
効果と質に関する評価研究事業

2013-23 平成25年9月25日 条件付承認 大屋　敏秀 消化器内科 NAFLD合併の2型糖尿病患者に対するテネリア錠の予後調査

2013-24 平成25年10月23日 条件付承認 吉部　瑞枝 看護部 がん化学療法を行う患者が退院後も継続できる口腔セルフケア指導の効果

2013-25 平成25年10月23日 承認 北村　　健 神経内科
非心原性脳梗塞患者におけるCerebral microbleeds（MBｓ）の脳出血発症に及ぼす
影響

2013-26 平成25年10月23日 承認 藤崎　成至 外科
非小細胞肺癌完全切除後病期IB/Ⅱ/ⅢA期の症例の術後補助化学療法における
weekly　Nab-paclitaxel/CBDCA療法の容認性試験

2013-27 平成25年10月23日 条件付承認 久賀　祥男 内科
局所進行胃癌に対するダウンステージングを目標とする術前化学療法について
（DCS療法）

2013-28 平成25年10月23日 条件付承認 豊田　章宏
中央リハビリ
テーション科

脳卒中急性期患者を対象とした発症後早期からの摂食機能訓練介入効果の検討

2013-29 平成25年11月27日 承認 風呂中　誠 呼吸器内科
未治療ⅢB/Ⅳ期扁平上皮肺癌に対するゲムシタビン＋プラチナ併用療法施行後のゲ
ムシタビン維持療法　第Ⅱ相試験

2013-30 平成25年11月27日 承認 北村　正輔 内科
広島地域における大腸ESDの有効性と安全性に関する多施設共同研究
（前向きコホート研究と後向きアンケート調査）

2013-31 平成25年11月27日 承認 福田　三郎 外科
職業性（印刷業）若年性胆管がんの病態解明に関して-特に手術症例における臨病
理学的検索（病職歴データーベースを活用した本部推奨研究テーマ）
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2013-32 平成25年12月25日 承認 岡信　秀治 内科
逆流性食道炎治療中の症状が残存する患者に対するエソメプラゾール 切り替え投
与4週後の患者治療満足度についての検討

2013-33 平成25年12月25日 承認 石崎　康代 外科
Stage Ⅲ高齢者（80歳以上）大腸癌症例に対するUFT/LV術後補助化学療法の有用性
試験　～HiSCO　03～

2013-34 平成25年12月25日 承認 石崎　康代 外科 Stage Ⅲ　高齢者（80歳以上）大腸癌症例の予後調査、観察研究

2013-35 平成26年1月22日 承認 守屋　　尚 内視鏡科
1型高ウイルス量のC型慢性肝疾患に対するペグインターフェロン、リバビリン、シ
メプレビル3剤併用療法のビタミンD上乗せ効果の検討 ～Pilot Study～

2013-36 平成26年2月22日 承認 藤原　久也 産婦人科
ＪGOG2046　臨床的FIGO　Ⅳｂ期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫瘍摘
出術に関するFeasibility Study

2013-37 平成26年2月22日 承認 藤本　英作 整形外科 化膿性膝関節炎に対するIVHカテーテルの使用（間欠的な抗生剤投与と排液）

2013-38 平成26年2月14日 承認 内藤　　晃 放射線科 左鎖骨下動脈仮性動脈瘤に対するステントグラフト留置術（症例）

2013-39 平成25年3月26日 承認 前田　頼伸 薬剤部
Interaction of magnesium oxide with gastric acid secretion inhibitors in
clinical pharmacotherapy


