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２５－１ 医学の研究又は医療行為
糖尿病合併高血圧患者における新規ARBの効果を検
討する他施設共同試験

内分泌・糖尿病センター
長　大村　昌夫

承認

２５－２ 医学の研究又は医療行為
大腿骨頚部骨折に対するSB FIXを用いた治療の有効
性と安全性評価

スポーツ整形外科部長
山本　真一

承認

２５－３ 医学の研究又は医療行為
筋病理診断を受けて筋炎の可能性が疑われる例に対
して、自己抗体測定、筋炎感受性遺伝子解析を行う
「筋炎の総合的診断」プロジェクトへの参加

神経内科副部長　中山　貴博 承認

２５－４ 医学の研究又は医療行為

筋強直性ジストロフィー２型患者さんからのiPS細胞の
作製とiPS細胞を使用した疾患研究（「ヒト疾患由来Ips
細胞の樹立とそれを用いた病態解析および治療法の
研究」への参加）

神経内科副部長　中山　貴博 承認

２５－５ 医学の研究又は医療行為
ＢＣＧ接種後腋窩リンパ節腫脹穿孔に対する２％リファ
ンピシン軟膏外用療法

小児科副部長　佐藤　厚夫 承認

２５－６ 医学の研究又は医療行為
就労者の胃がん・大腸がん根治切除症例に対する術
後補助化学療法の現状と就労支援

外科医師　太田　義人 承認

２５－７ 医学の研究又は医療行為
終末期癌患者の倦怠感及び食欲不振におけるコルチ
コステロイド治療の有効性と有害事象を予測する因子
に関するコホート研究

緩和支持療法科副部長
戸田　陽子

承認

２５－８ 医学の研究又は医療行為
終末期癌患者の呼吸困難におけるコルチコステロイド
治療の有効性と有害事象を予測する因子に関するコ
ホート研究

緩和支持療法科副部長
戸田　陽子

承認

２５－９ 医学の研究又は医療行為
終末期癌患者の呼吸困難におけるモルヒネ持続皮下・
静脈注射のコミュニケーションへの影響を予測する因
子に関するコホート研究

緩和支持療法科副部長
戸田　陽子

承認

H25.6.28 ２５－１０ 医学の研究又は医療行為
体外循環における動脈血酸素ガス分圧と術後成績に
関する臨床調査

臨床工学部副部長　古川　浩 迅速審査承認

２５－１１ 医学の研究又は医療行為
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

神経内科部長　今福　一郎 承認

２５－１２ 医学の研究又は医療行為
検査画像とプラーク病理標本との直接比較によるプ
ラーク評価法の確立

新吉田医院副院長　東　浩介 承認

２５－１３ 医学の研究又は医療行為
DPP-4阻害薬とミチグリニド10mg/ボグリボース0.2mg
配合錠併用療法らよる有効性、安全性の検討

内分泌・糖尿病センター長
大村　昌夫

承認

２５－１４ 医学の研究又は医療行為
脊椎手術部位感染における医療経済損失に関する多
施設研究

整形外科・脊椎脊髄外科
部長　三好　光太

承認

２５－１５ 医学の研究又は医療行為
頚部圧迫性脊髄症評価法JOAスコアとmJOAスコアの
比較研究

整形外科・脊椎脊髄外科
部長　三好　光太

迅速審査承認

２５－１６ 医学の研究又は医療行為
腰椎椎間固定術における、Vusion椎間固定用ケージ
（Ortho Development社製）の有用性と安全の臨床評
価を行う

整形外科・脊椎脊髄外科
部長　三好　光太

迅速審査承認

２５－１７ 医学の研究又は医療行為
一般撮影領域のFPDシステムにおける、EI値及びDI値
を用いた撮影条件の最適化

中央放射線部・診療放射
線技師　山田　太一

迅速審査承認

２５－１８ 医学の研究又は医療行為
悪性脳腫瘍の新たなバイオマーカー及び分子標的の
探索とそれらの臨床応用に向けた他施設共同研究に
よる遺伝子解析

脳神経外科医師　松永　成生 承認

２５－１９ 医学の研究又は医療行為 副腎腫瘍摘出組織を用いた確定診断方法の検討 内分泌内科部長　齋藤　淳 再審査

→7/2承認

２５－２０ 医学の研究又は医療行為
移植非適応の未治療多発性骨髄腫患者に対するMPB
（メルファラン内服・プレドニゾロン内服・ボルテゾミブ皮
下注）療法の臨床第Ⅱ相試験

血液内科部長　平澤　晃 迅速審査承認

H25.8.7 ２５－２１ 医学の研究又は医療行為
放射線治療装置解体作業ルールの合意形成に向けた
リスクコミュニケーションの実践

主任放射線技師　渡邉　浩 迅速審査承認

H25.8.14 ２５－２２ 医学の研究又は医療行為
アロマターゼ阻害剤抵抗性の進行・再発乳癌を対象と
した高用量クエン酸トレミフェンとフルベストラントの無
作為化比較試験

乳腺外科部長　千島　隆司 迅速審査承認

H25.8.9 ２５－２３ 医学の研究又は医療行為
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー（CIDP）患者
における免疫抑制療法

神経内科専門研修医　小玉　聡 承認

２５－２４ 医学の研究又は医療行為

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性閉塞
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

循環器内科部長　加藤　健一 承認

２５－２５ 医学の研究又は医療行為
glucocorticoid-induced diabetesに対する経口血糖降
下薬の有用性の検討

腎臓内科専修医　眞部　俊 承認

２５－２６ 医学の研究又は医療行為
慢性腎臓病におけるPEG化エリスロポエチン製剤の有
用性の検討

腎臓内科専修医　眞部　俊 承認

２５－２７ 医学の研究又は医療行為
慢性腎臓病における高カリウム血症に対する治療介
入が代謝性アシドーシスに与える影響の検討 腎臓内科専修医　眞部　俊 承認

２５－２８ 医学の研究又は医療行為

骨粗鬆症に対する多施設共同ランダム化比較臨床研
究－ミノドロン酸水和物とラロキシフェン塩酸塩の比較
による有効性・安全性の検討－

内分泌代謝内科部長
齋藤　淳

承認

２５－２９ 医学の研究又は医療行為
原発性アルドステロン症患者における耐糖能障害に関
する研究

内分泌・糖尿病センター
長
大村　昌夫

承認

２５－３０ 医学の研究又は医療行為 ロボット支援前立腺全摘術 泌尿器科部長　永田　真樹 承認

２５－３１ 医学の研究又は医療行為 潔整形外科SSIサーベイランス（多施設共同研究）
整形外科・脊椎脊髄外科
部長　三好　光太

承認

２５－３２ 医学の研究又は医療行為
予後不良因子を持つ早期RA患者に対する新規薬剤の
有効性及び安全性の検討

リウマチ科・膠原病内科
部長
北　靖彦

承認
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Ｈ25.9.26 ２５－３３ 医学の研究又は医療行為
医療機器メーカー自主回収対象機器の継続使用につ
いて

消化器内科部長　永瀬
肇

承認

２５－３４ 医学の研究又は医療行為
Ｘ線ＣＴのしゃへい計算法の比較検討－測定線量等と
の比較を踏まえて－

主任放射線技師　渡邉
浩

承認

２５－３５ 医学の研究又は医療行為

関節リウマチ患者に対する、トシリズマブ寛解導入療
法後の合成抗リウマチ薬による寛解維持療法の確立
に関する研究

リウマチ科・膠原病内科
部長
北　靖彦

承認

H25.11.5 ２５－３６ 医学の研究又は医療行為
CLEIA法を用いたレニン（定量）・アルドステロン測定試
薬の開発

内分泌代謝内科部長
齋藤　淳

承認

２５－３７ 医学の研究又は医療行為
インスリン療法施行中の２型糖尿病患者に対するビル
ダグリプチン追加投与の有用性の検討

内分泌・糖尿病センター長
大村　昌夫

承認

２５－３８ 医学の研究又は医療行為 三叉神経痛に対するガンマナイフ治療 脳神経外科医師　松永　成生 承認

２５－３９ 医学の研究又は医療行為 心臓カテーテル検査室ビデオライブデモンストレーション
診療放射線技師
岩澤　亜矢子

承認

２５－４０ 医学の研究又は医療行為
ステロイド性骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物の臨
床的有用性に関する検討

リウマチ科・膠原病内科
部長
北　靖彦

承認

２５－４１ 医学の研究又は医療行為 救急気道管理に関する多施設前向き観察研究 救急科部長　木下　弘壽 承認

２５－４２ 医学の研究又は医療行為
オルメサルタン投与中の血漿アルドステロン濃度（ＰＡ
Ｃ）と尿中アルブミン（ＵＡＥ）への影響についての検討

内分泌・糖尿病センター長
大村　昌夫

承認

H25.1.6 ２５－４３ 医学の研究又は医療行為
救急患者の緊急度評価基準の確立と救急活動の質の
評価に関する研究

救急科部長　木下　弘壽 承認

H25.12.16 ２５－４４ 医学の研究又は医療行為 臨床現場に潜んでいる倫理的問題の明確化について ICU師長　馬場　葉子 承認

２５－４５ 医学の研究又は医療行為 Ｊ－ＢＲＡＮＤ　ｒｅｇｉｓｔｒｙ
糖尿病センター医師
松澤　陽子

承認

２５－４６ 医学の研究又は医療行為 世界糖尿病デーにおける職員啓蒙の試み
主任臨床検査技師
安部川　裕美

承認

２５－４７ 医学の研究又は医療行為
超免疫不全NOGマウスを用いたヒト臨床がん材料のin
vivo新規評価系の開発と研究への利用

消化器内科部長　永瀬
肇

承認

２５－４８ 医学の研究又は医療行為
心不全急性憎悪患者におけるトルバプタンの有用性の
検討

冠疾患集中治療部
柚本　和彦

承認

２５－４９ 医学の研究又は医療行為
神奈川県下における浅大腿動脈領域カテーテル治療
の成績およびその転帰関連因子の検討

冠疾患集中治療部
柚本　和彦

承認

２５－５０ 医学の研究又は医療行為
アルドステロン並びにレニン活性ELISA法の基礎的性
能及び臨床的意義に関しての検討

内分泌・糖尿病センター長
大村　昌夫

承認

２５－５１ 医学の研究又は医療行為
JCOG1204 再発高リスク乳癌術後患者の標準的フォ
ローアップとインテンシブフォローアップの比較第Ⅲ相
試験

腫瘍センター部長
有岡　仁

承認

２５－５２ 医学の研究又は医療行為
橈骨動脈アプローチ後の穿刺部出血発生：減圧プロト
コール変更による発生率抑制効果の検討

救命救急病棟看護師
鈴木　郁江

承認

２５－５３ 医学の研究又は医療行為
成人呼吸窮迫症候群大規模多施設共同前向き観察研
究　（LUNG-SAFE study）

中央集中治療部長
西澤　英雄

迅速審査承認

２５－５４ 医学の研究又は医療行為

腰椎椎間固定術における、Ｌ－バルロック椎間固定用
ケージ（仏国KISCO INTERNATIONAL社製）の有用性
と安全性評価

整形外科・脊椎脊髄外科
副部長　竹下　裕次郎

承認

２５－５５ 医学の研究又は医療行為

胸腰椎後方固定術における、スイレン　ペディクルスク
リューシステム（SUIREN）（仏国KISCO
INTERNATIONAL社製）の有用性と安全性評価

整形外科・脊椎脊髄外科
副部長　竹下　裕次郎

承認

２５－５６ 医学の研究又は医療行為
非虚血性心筋患者におけるＪ波と心室性不整脈との関
連についての研究

循環器内科医師
成瀬　代士久

承認

２５－５７ 医学の研究又は医療行為
心室ペーシング部位が循環動態・予後に与える影響の
検討

循環器内科医師
成瀬　代士久

承認

２５－５８ 医学の研究又は医療行為
尿中Ｌ型脂肪酸結合蛋白（L-FABP）の新生児尿細管
機能障害評価における有用性の検討

新生児内科部長
飛彈　麻里子

承認
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