
受付
番号 日　　　　付 承認の可否 申請者 所　属 題　　名

2014-01 平成26年4月1日 承認 小西　央郎 小児科 難治性川崎病に対するインフリキシマブ療法およびサイクロスポリン療法

2014-02 平成26年5月14日 条件付承認 守屋　　尚 内視鏡科
リザーバーカテーテルを用いた動注化学療法により肝動脈狭窄をきたした症例に
対する腎動脈用あるいは他の動脈用ステントを用いた血管形成術

2014-03 平成26年5月25日 条件付承認 守屋　　尚 内視鏡科 がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査

2014-04 平成26年5月25日 条件付承認 藤村　宜史
中央リハビリ
テーション部

大腿骨近位部骨折術後に要介護状態に陥る患者を早期に発見するためのスクリー
ニングツールの開発

2014-05 平成26年5月25日 条件付承認 和田　直人
中央リハビリ
テーション部

THA進入方法の違いによる術後関節可動域の比較
－MIS仰臥位前外側アプローチと後方アプローチの比較―

2014-06 平成26年6月16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IFN併用のSI内服療法

2014-07 平成26年6月25日 承認 守屋　　尚 内視鏡科
切除不能進行肝細胞癌に対する、肝動注化学療法不応例のソラフェニブ切り替え
pilot　study

2014-08
-01

平成26年6月25日 承認 小西　央郎 小児科
食物アレルギーに対する皮膚プリックテストに用いるヒスタミン２塩酸塩の使用
について

2014-08
-02

平成26年6月25日 承認 前田　頼伸 薬剤部 １％二塩酸ヒスタミン液の無菌調製

2014-09 平成26年6月25日 条件付承認 林崎　拓也
中央リハビリ
テーション部

集中的機能的リハビリテーションプログラムの早期開始が人工膝関節全置換術（TKA）施
行患者の心身機能・身体構造及び活動の回復に及ぼす効果

2014-10 平成26年7月23日 承認 上林　寛司 中央検査部 HBV感染者の職業種別頻度とHBVキャリア患者の実態調査

2014-11 平成26年7月23日 承認 豊田　章宏
治療就労両立
支援センター

治療就労両立支援モデル事業実施計画書

2014-12 平成26年7月23日 条件付承認 溝上　慶子 看護部 妊婦のセルフケア行動の変容に影響を及ぼす要因に関する事項

2014-13 平成26年7月23日 承認 杉田　理恵 看護部 インスリン自己注射導入患者への外来における看護介入

2014-14 平成26年7月23日 承認 仁田　靖彦
治療就労両立
支援センター

職場の職業性腰痛予防改善の取り組み
～ソーシャルマーケティング戦略を用いたポピュレーションアプローチの効果～

2014-15 平成26年7月23日 承認 沖田　進司
機能脳神経
外科

広島大学脳神経外科関連病院における脳血管障害のデーターベース研究

平成２６年度・倫理委員会審議・承認一覧表
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2014-16 平成26年7月23日 付議辞退

2014-17 平成26年9月24日 承認 藤村　憲崇 内科
非侵襲的中心血圧測定と心血管疾患、イベント発症率、心臓リハビリテーション
との関連についての検討

2014-18 平成26年9月24日 条件付承認 守屋　　尚
治療就労両立
支援センター

治療就労両立支援モデル事業実施計画書（がん分野）

2014-19 平成26年9月24日 条件付承認 小林　加直 泌尿器科 前立腺肥大症患者に対するザルティアの効果

2014-20 平成26年10月22日 条件付承認 越野　明美 看護部 テアの実態調査

2014-21 平成26年10月22日 条件付承認 佐藤　幸毅 外科 腸閉塞治療法と社会復帰に関する研究（病院機能向上研究）

2014-22 平成26年11月26日 承認 小林　加直 泌尿器科 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

2014-23 平成26年11月26日 承認 大屋　敏秀 消化器内科 消化器内視鏡に関連した偶発症の後ろ向き全国調査

2014-24 平成26年11月26日 条件付承認 岡信　秀治 内科 難治性潰瘍性大腸炎におけるGMAとInfliximabの無作為割付比較試験

2014-25 平成26年11月26日 承認 柏木　健児 整形外科 上腕骨外科頚骨折術後のCT画像を用いた評価（患側および健側）

2014-26 平成26年11月26日 承認 柏木　健児 整形外科 上腕骨外科頚骨折に対してリン酸カルシウムセメントを使用した症例の検討

2014-27 平成26年11月26日 承認 柏木　健児 整形外科 骨折に対する３Dプリンターを用いた術前評価および術前計画

2014-28 平成26年12月24日 承認 北村　　健 神経内科 呉地区におけるrt-PA静注療法の実態

2014-29 平成26年12月24日 承認 桑原　佳恵 麻酔科 人工関節置換術後のDダイマーとアスピリン休薬の関連性

2014-30 平成26年12月24日 保留（継続審議） 中川　五男 麻酔科 人工関節術後疼痛管理目的の関節周囲多剤カクテル注入

2014-31 平成27年1月28日 条件付承認 久留　隆史 整形外科 前方進入方法による人工股関節置換術後の運動機能評価、および短外旋筋群の委縮度

2014-32 平成27年1月28日 条件付承認 塩田　直樹 呼吸器内科 気流制限の有無と動脈硬化指標の関連についての横断的観察研究
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2014-33 平成27年2月25日 承認 北村　　健 神経内科
非弁膜症性心房細動を有する虚血性脳卒中の急性期脳卒中再発および出血合併症に関
する多施設共同前向き登録による観察研究

2014-34 平成27年2月25日 条件付承認 内藤　　晃 放射線科 転移性腹膜腫瘍に対するラジオ波焼灼術

2014-35 平成27年2月20日 承認 小林　加直 泌尿器科
切除不能副腎皮質癌に対するエトポシド・ドキソルビシン・シスプラチンーミト
タン併用療法（EDP-M療法）

2014-36 平成27年3月25日 承認 柏木　健児 整形外科
日本骨折治療学会運動器外傷データーベース（Database of Orthopaedic Trauma by Japanese

Society of Fracture Repair(DOTJ)における四肢長管解放骨折症例の登録事業

2014-37 平成27年3月25日 承認 山﨑　美保 薬剤部 シスプラチン肝動注療法におけるアナフィラキシ―に影響を与える因子の検討

2014-38 平成27年3月25日 条件付承認 藤村　宜史
中央リハビリ
テーション部

大腿骨近位部骨折術後患者に対する免荷式リフトを使用した歩行練習がADL回復
に及ぼす効果

2014-39 平成27年3月25日 条件付承認 杉本　太路 神経内科
脱髄型Charcot-Marie-Tooth病小児例における神経超音波検査による神経肥厚の
有無に関する検討

2014-40 平成27年3月25日 条件付承認 仁田　靖彦
治療就労両立
支援センター

厚生労働省労災疾病臨床研究事業「職場における腰痛の効果的な治療法等に関す
る研究」：看護師の腰痛予防

2014-41 平成27年3月25日 条件付承認 仁田　靖彦
治療就労両立
支援センター

職場のメタボリックシンドローム予防改善の取り組み
～ソーシャルマーケッティング戦略を用いたポピュレーションアプーチの効果～

2014-42 平成27年3月25日 条件付承認 和田　直人
中央リハビリ
テーション部

THA進入方法の違いによる術後股関節脱臼率の比較
～MIS仰臥位前外側アプローチと後方アプローチの比較～


