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5/11 27-1 医学の研究又は医療行為
重症筋無力症の眼瞼下垂に対するナファゾリ
ン点眼の有効性の検討

神経内科部長　今福　一郎 承認

5/11 27-2 医学の研究又は医療行為
急性冠症候群患者における脂質リスクとコント
ロールに関する前向き観察研究（EXPLORE-
J)

循環器内科部長　柚本　和彦 承認

5/11 27-3 医学の研究又は医療行為
ギラン・バレー症候群をはじめとする神経疾患
における自己抗体の検討

神経筋疾患部長　中山  貴博 承認

5/1 27-4 医学の研究又は医療行為
内科救急疾患における高齢者早期リハビリ
テーションの実態と効果に関する研究

救命救急センター長　木下　弘壽 迅速審査承認

5/11 27-5 医学の研究又は医療行為 腰椎側方椎体間固定術の導入 脊椎脊髄外科副部長　竹下　祐次郎 承認

6/1 27-6 医学の研究又は医療行為
勤労者を対象とするストレス対処に着目した
保険指導の有効性に関する研究-対面式カウ
ンセリングのシングル・セッションの活用-

勤労者メンタルヘルスセンター
センター長　山本　晴義

承認

5/27 27-7 医学の研究又は医療行為
運動器外傷診療の集約化による治療成績向
上と早期社会復帰を目指した探索的研究

運動器外傷センター
センター長　山本　真一

迅速審査承認

5/27 27-8 医学の研究又は医療行為
転移性乳がん患者におけるアブラキサン（３
週毎投与法）の至適用量を検討するランダム
化第Ⅱ相臨床試験

腫瘍内科　専修医　竹井　紗織 迅速審査承認

5/27 27-9 医学の研究又は医療行為 職場高血圧に関する調査研究 勤労者予防医療部　杉澤　千穂 迅速審査承認

5/27 27-10 医学の研究又は医療行為
「FUJI Study (Functional evaluation Using
JOURNEY Implant) JOURNEY ⅠⅠ BCS 人
工膝関節の機能評価」

運動器センター　人工関節外科
部長　松本　雄

迅速審査承認

5/27 27-11 医学の研究又は医療行為
肺炎球菌結合型ワクチン導入後における小児
肺炎球菌中耳炎例の検討

小児科　専修医　豊福　明和 迅速審査承認

6/9 27-12 医学の研究又は医療行為
運動器外傷診療の質向上を目指した探索的
研究～初療からリハビリテーション、社会復帰
まで～

運動器外傷センター
センター長　山本　真一

迅速審査承認

6/26 27-13 医学の研究又は医療行為
複合性局所疼痛症候群（CRPS）の汎用的で
客観的な重症度評価技術の開発

運動器外傷センター
副院長　三上　容司

迅速審査承認

6/26 27-14 医学の研究又は医療行為
乳癌における脳転移検体を用いた基礎的検
討

腫瘍内科・緩和支持療法科
部長　有岡　　仁

迅速審査承認

6/26 27-15 医学の研究又は医療行為
神奈川県下医療機関における医療被ばく線
量調査ならびに最適化の検討－医療被ばくの
最適化の推進に向けて－

中央放射線部
主任診療放射線技師　渡邉　浩

迅速審査承認

6/26 27-16 医学の研究又は医療行為

非弁膜症性心房細動を伴う脳梗塞患者の脳
内微小出血に及ぼす抗凝固薬の影響に関す
るＰｉｌｏｔ臨床観察研究－脳内微小出血を指標
とした脳出血リスクの探索的評価－（略称：Ｃ
ＭＢ－ＮＯＷ）

神経内科　部長　今福　一郎 迅速審査承認

7/6 27-17 医学の研究又は医療行為
筋炎患者における生体インピーダンスと筋病
理の検討

神経筋疾患部　部長　中山　貴博 承認

6/26 27-18 医学の研究又は医療行為
１型糖尿病の疫学と生活実態に関する調査研
究

糖尿病内科　鶴谷　悠也 迅速審査承認

6/26 27-19 医学の研究又は医療行為 LONGEVITY試験(LONGEVITY Study) 不整脈科　部長  黒崎　健司
迅速審査→

委員会審査承認

7/6 27-20 医学の研究又は医療行為

ベルト電極式骨格筋電気刺激(Belt Electrode
Skeletal Muscle Electrical Stimulation:B-SES)
が急性増悪期の慢性心不全患者の循環動態
に及ぼす影響

中央リハビリテーション部
理学療法士　飯島　祥太

承認

6/26 27-21 医学の研究又は医療行為
脳梗塞急性期クリニカルパスの安静度改訂前
後での比較

中央リハビリテーション部
理学療法士　定松　辰徳

迅速審査承認
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6/26 27-22 医学の研究又は医療行為
肥満2型糖尿病患者の血糖コントロールと治
療満足におけるダパグリフロジンのPRO研究
（PRO study）

糖尿病内科　鶴谷　悠也 迅速審査承認

6/26 27-23 医学の研究又は医療行為 健常者におけるサルコペニアの定量的検討 神経筋疾患部長　中山  貴博 迅速審査承認

6/26 27-24 医学の研究又は医療行為
労災病院群における心疾患患者の復職につ
いて～実態調査を中心に～

中央リハビリテーション部
主任理学療法士　石盛　雄

迅速審査承認

6/26 27-25 医学の研究又は医療行為
安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心
房細動患者におけるリバーロキサバン単剤療
法に関する臨床研究（AFIRE Study)

循環器内科　部長　柚本　和彦 迅速審査承認

6/26 27-26 医学の研究又は医療行為
尿閉を伴わない前立腺肥大症患者の腎機能
に、経尿道的前立腺切除術が与える影響

腎臓内科　中野　麻里絵 迅速審査承認

7/31 27-27 医学の研究又は医療行為
がん診療均てん化のための臨床情報データ
ベース構築と活用に関する研究

がん治療ｾﾝﾀｰ腫瘍内科
部長  有岡　　仁

迅速審査承認

9/7 27-28 医学の研究又は医療行為
外来化学療法室における退院前病棟訪問内
容の検討

看護部　岡本　真理子 迅速審査承認

9/7 27-29 医学の研究又は医療行為
カペシタビン服用患者の手足症候群対策にお
ける横断的実態調査

薬剤部　稲田　佑亮 迅速審査承認

9/7 27-30 医学の研究又は医療行為
全身麻酔が困難な症例に対する硬膜外麻酔
下による乳房切除術

乳腺外科　部長　千島　隆司 承認

9/7 27-31 医学の研究又は医療行為
心室頻拍ストームに対する非侵襲的自律神
経修飾の有用性：Ｒｅｓｃｕｅ　ＶＴ

不整脈科　小松　雄樹 迅速審査承認

9/7 27-32 医学の研究又は医療行為
腹部大動脈瘤ステントグラフト治療後のエンド
リークに対する、NBCA－リピオドール混合液
を用いた血管塞栓術の許可申請

放射線科　小池　祐哉 迅速審査承認

9/7 27-33 医学の研究又は医療行為
適応外使用のNBCA-リピオドール混合液を用
いた脳外科領域における血管塞栓術の許可
申請

脳神経外科　髙山　裕太郎 迅速審査承認

9/7 27-34 医学の研究又は医療行為
膵頭十二指腸切除術後の膵液瘻が誘因と考
えられる術後出血例の検討

外科部長　篠藤　浩一 迅速審査承認

9/15 27-35 医学の研究又は医療行為
「治療就労両立支援モデル（がん）事業」がん
罹患勤労者の治療と就労の両立に関する事
業

副院長　尾崎　正彦 迅速審査承認

10/5 27-36 医学の研究又は医療行為

ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対す
る、ホルモン療法による維持療法を利用した
ベバシズマブ+パクリタキセル療法の治療最
適化研究

腫瘍内科　松田　真一朗 承認

10/5 27-37 医学の研究又は医療行為
同種骨移植（院内ボーンバンクの骨を使用）を
用いた下顎再建手術

顎口腔機能再建外科
部長　亀井　和利

承認

10/2 27-38 医学の研究又は医療行為
糖尿病治療に関連した重症低血糖の調査研
究

糖尿病内科
副部長　鶴谷　悠也

迅速審査承認

10/2 27-39 医学の研究又は医療行為
比較的大きな転移性脳腫瘍に対する定位的
放射線治療（ガンマナイフ治療）による５分割
照射の治療成績に関する後ろ向き観察研究

脳神経外科　松永　成生 迅速審査承認

10/2 27-40 医学の研究又は医療行為
婦人科癌（卵巣癌/子宮体癌/子宮頸癌）脳転
移に対する定位的放射線治療（ガンマナイフ
治療）の治療成績に関する後ろ向き観察研究

脳神経外科　松永　成生 迅速審査承認

10/21 27-41 医学の研究又は医療行為
「就労と糖尿病治療の実践」（治療就労両立
支援モデル事業）

勤労者予防医療部
部長　大村　昌夫

迅速審査承認

11/5 27-42 医学の研究又は医療行為
大動脈内バルーン閉塞の有効性と安全性に
対する観察研究（DIRECT-IABO registry、
ABO trauma registryへの参加）

救命救急センター救急科
医長　新庄　貴文

迅速審査承認

11/26 27-43 医学の研究又は医療行為

トホグリフロジンの安全性および有効性の検
討－前向き観察研究－（AYUMI : Assessment
of safetY and effectiveness : the clinical Use
of tofogliflozin in patients with type 2
diabetes MellItus)

糖尿病内科　副部長　鶴谷　悠也 迅速審査承認
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11/26 27-44 医学の研究又は医療行為
腎尿管全摘除術後の膀胱内再発に対する術
中膀胱内灌流

泌尿器科　山本　賢志 迅速審査承認

12/7 27-45 医学の研究又は医療行為

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で
化学療法末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）

腫瘍内科　湯川　裕子 承認

12/7 27-46 医学の研究又は医療行為

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で
化学療法末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

腫瘍内科　湯川　裕子 承認

11/26 27-47 医学の研究又は医療行為 日本人の肺内石綿小体濃度に関する研究
呼吸器センター
センター長　前原　孝光

迅速審査承認

11/18 27-48 医学の研究又は医療行為
勤労者の術後社会復帰の視点からみた鼠径
ヘルニアの術式選択と腹腔鏡手術の意義に
関する研究

外科　副部長　岡﨑　靖史 迅速審査承認

12/7 27-49 医学の研究又は医療行為
カテーテル治療における塞栓物質（ゼラチンス
ポンジ、エタノール（アルコール）、接着剤（ヒス
トアクリル））の使用に関する許可申請

放射線科　小池　祐哉 承認

11/20 27-50 医学の研究又は医療行為
当院で経験した動静脈奇形に対するガンマナ
イフ治療後妊娠例の検討

産婦人科　額賀　沙季子 迅速審査承認

12/7 27-51 医学の研究又は医療行為
小児（科）患者におけるインフルエンザワクチ
ンの効果

小児科　豊福　明和 迅速審査承認

12/7 27-52 医学の研究又は医療行為
新生児期のリハビリテーションの介入に関す
る実態調査

中央リハビリテーション部
理学療法士　飯田　恵美

迅速審査承認

12/16 27-53 医学の研究又は医療行為
後ろ向き観察研究による悪性黒色腫脳転移
に対する定位的放射線治療（ガンマナイフ治
療）の実態調査

脳神経外科　松永　成生 迅速審査承認

1/4 27-54 医学の研究又は医療行為
ＩｇＡ腎症患者に対するエプレレノン投与による
尿タンパク抑制効果の検証

腎臓内科　中野　麻里絵 承認

12/24 27-55 医学の研究又は医療行為

サブクリニカルクッシング症候群の高血圧発
症機序についての研究－アルドステロン産生
過剰を伴うクッシング症候群及びサブクリニカ
ルクッシング症候群の検討－

内分泌・糖尿病センター
杉澤　千穂

迅速審査承認

12/28 27-56 医学の研究又は医療行為
抗NMDA受容体脳炎等自己免疫性脳炎に対
するcyclophoshamide大量静注療法

神経内科部長　今福　一郎 迅速審査承認

1/4 27-57 医学の研究又は医療行為 日本人工関節登録制度について
運動器センター　人工関節外科
部長　松本　雄

迅速審査承認

1/25 27-58 医学の研究又は医療行為
神奈川県循環器救急患者の現状と予後に関
する研究（神奈川県環器救急Registry）

循環器科内科　青木　元 迅速審査承認

2/1 27-59 医学の研究又は医療行為
ESWL（体外衝撃波結石破砕術）後における、
タダラフィルの排石効果と鎮痛効果に関する
検討

泌尿器科　鎌田　修平 承認

1/25 27-60 医学の研究又は医療行為
筋強直性ジストロフィー患者の生活の質向上
に影響する要因の探索と患者報告式アウトカ
ムについての研究

神経筋疾患部　部長　中山　貴博 迅速審査承認

2/1 27-61 医学の研究又は医療行為
甲状腺刺激性自己抗体（TSAb)測定キット
(ODK-1403）臨床性能試験

内分泌代謝内科部長　齋藤　　淳 承認

1/25 27-62 医学の研究又は医療行為
虚血性心疾患における心室細動アブレーショ
ン後の心室頻拍化

不整脈科　小松　雄樹 迅速審査承認

2/10 27-63 医学の研究又は医療行為
原発性アルドステロン症腺種組織を用いた遺
伝子変異の検討

勤労者予防医療部　杉澤　千穂 迅速審査承認

1/27 27-64 医学の研究又は医療行為
原発性アルドステロン症診断における血漿レ
ニン・アルドステロン濃度迅速測定の評価

中央検査部長　白井　秀明 迅速審査承認

3



審査日 番　号 審　議　事　項 課　　　　　題　　　　　名 申　　請　　者 結　　　　　　果

1/25 27-65 医学の研究又は医療行為
糖尿病教育入院クリニカルパス導入による効
果の検討－フットケアの視点から－

７階北病棟　看護師
野地　俊成

迅速審査承認

2/25 27-66 医学の研究又は医療行為

エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留
置後の抗血小板剤２剤併用療法（DAPT）期間
を１ヶ月に短縮することの安全性を評価する
研究

循環器内科　田中　真吾 迅速審査承認

3/7 27-67 医学の研究又は医療行為
皮膚疾患を有する頭皮における角層中バイオ
マーカー測定による皮膚バリア機能に関する
研究

皮膚科部長　齊藤　典充 承認

3/7 27-68 医学の研究又は医療行為 アナフィラキシーに関する前向き観察研究 救急科　副部長　大屋　聖郎 承認

3/7 27-69 医学の研究又は医療行為 筋強直性ジストロフィー２型の遺伝子検査 神経筋疾患部　部長　中山　貴博 承認

2/26 27-70 医学の研究又は医療行為
女性特有の疾病等が就労に及ぼす影響及び
その治療と就労の両立に関する調査研究

産婦人科　周産期センター長
中山　昌樹

迅速審査承認

2/26 27-71 医学の研究又は医療行為
心房細動を合併する冠動脈疾患症例に対す
るアピキサバン併用下DPAT投与期間に関す
る医師主導型臨床研究

循環器内科　部長　柚本　和彦 迅速審査承認

2/26 27-72 医学の研究又は医療行為
当院の倫理的課題への取り組みについての
研究～倫理事例相談に関する調査～

倫理コンサルテーションチーム
看護師長　馬場　葉子

迅速審査承認

2/26 27-73 医学の研究又は医療行為
子宮摘出様式による子宮体癌予後の後方視
的検討

産婦人科　大沼　えみ 迅速審査承認
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