
開催日 審議案件名 申請者

PARADIGM試験[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]および、同試験における治療感受性、予後予測因子の探索的研
究　試験継続と研究分担医師の追加

外科　副院長　大野　耕一

JACCRO CC-09 AR試験　プロトコール改定に伴う申請 消化器内科　部長　中島　淳太

JACCRO CC-09 試験　プロトコール改定に伴う申請 消化器内科　部長　中島　淳太

一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（ Japan Neurosurgical Databse:JND） 脳神経外科　副院長　大瀧　雅文

脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態と安全性の解明 脳神経外科　副院長　大瀧　雅文

尺骨近位部骨折を伴うリウマチ肘に対する人工肘関節置換術の治療成績 整形外科　医長　本宮　真

ロボット支援腹腔鏡下前立腺摘除術後の急性腎傷害発症に影響を及ぼす因子の検討 麻酔科　医師　川向　洋介

Prochloｒperazine併用によるOxycodone徐放錠の鎮痛効果への影響 薬剤科　副薬局長　佐藤　弘康

複数規格が存在する内服ステロイド薬の誤処方を判定する最適式の構築（改訂版） 薬剤科　副薬局長　佐藤　弘康

アセトアミノフェンの高用量処方による肝機能障害発現についての調査 薬剤科　薬剤師　小笠原　綾香

関節リウマチ患者における鎮痛薬及び鎮痛補助薬の使用実態と有効性についての調査 薬剤科　薬剤師　金澤　沙衣

手外科疾患におけるリハビリテーション長期化症例の検討 作業療法技術科　作業療法士　山本　和洋

全身性エリテマトーデス患者における特発性大腿骨頭壊死症の病因遺伝子に関する研究 消化器内科　医長　久田　諒

がん化学療法を繰り返し受ける患者の心理理解～根治できないがんと付き合う患者の思い～ 東4病棟　看護師　小川　里奈

帯広厚生病院におけるノーリフト介入事例の振り返り～事例からみえる効果と普及活動の課題～ 総務課　保健師　太田　由紀

CVIT心血管カテーテル治療専門医認定に関する技能評価のためのシネアンギオ（ CD）画像使用 循環器内科　医長　西田 絢一

ビルダグリプチンによる肝障害発現の実態調査と患者背景による危険因子の検討 薬剤科 主任　津田 雅大

カルバペネム系抗菌薬の適正使用実態調査およびその影響 薬剤科 主任　金高 勇介

退院後在宅介護を要する肺がん患者の思いを知る
～退院支援を受けた患者への退院後インタビューを通して見えてきたこと～

西6病棟 看護師　大野 恭大

肝硬変症例におけるこむら返りについてのアンケート調査 健康管理科 健診センター長　新 智文

周術期における新型イヤホン型体温計CEサーモの有用性 麻酔科 医師　佐藤 慧

一般膝関節軸位における補助具使用と画像の評価 放射線技術科 放射線技師　池本 昌平

平成30年5月10日

平成30年度倫理審査委員会審議案件

　※当院の倫理審査委員会において承認された臨床研究は下記のとおりです。参加されている研究から辞退・同意撤回を希望する場合はお申し出ください。

平成30年6月7日



開催日 審議案件名 申請者

平成30年度倫理審査委員会審議案件

　※当院の倫理審査委員会において承認された臨床研究は下記のとおりです。参加されている研究から辞退・同意撤回を希望する場合はお申し出ください。

平成30年6月7日 慢性心不全患者の療養行動と自己効力感との関連 日本赤十字北海道看護大学大学院　寺山 葉子

糖尿病治療薬DPP4阻害薬のHbA1c低下作用を予測する因子の探索 薬剤部 副薬局長　佐藤 弘康

妊婦のGBS（GroupB Streptococcus）スクリーニング検査における増菌培養の有用性の検討 臨床検査技術科 技師長　小松 良一

収縮能障害を認めた心不全患者において腎機能障害・貧血及び心臓交感神経機能障害が予後にもたら
す影響についての研究

循環器内科 主任部長　高橋 亨

成人発症スティル病に対するカルシニューリン阻害剤の有用性の検討 消化器内科 医長　清水 裕香

看護研究の北海道農村医学会発表への出題について
（繰り返し化学療法を受ける泌尿器科系がん患者の治療に関する認識）

西8病棟 看護師　前道 佑美

看護研究「がん患者の全人的苦痛のアセスメントに対する一般病棟看護師の抱く困難感」の北海道農
村医学会研究発表の出題について

訪問看護ステーション 看護師　市橋 裕子

多発性硬化症患者における血清ビタミンD濃度の季節的変動と臨床症状に関する研究 神経内科 主任部長　加納 崇裕

多忙期の睡眠実態調査から睡眠障害予防の保健指導の有効性の検討について 総務課 保健師　太田 由紀

日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象とした VEGFR-TKI治療後のアキシチニブの安全
性と有効性に関する多施設共同後方視的観察研究

泌尿器科 副院長　佐澤 陽

国内の非転移性去勢抵抗性前立腺癌患者に対するエンザルタミドの実臨床的有効性及び安全性に関す
る後ろ向き研究

泌尿器科 副院長　佐澤 陽

看護研究「終末期における意思決定支援について～余命告知されていない在宅療養患者と家族支援を
通して～」の北海道看護協会十勝支部看護研究会の出題について

訪問看護ステーション 看護師　石原 悦子

ストーマ造設術を行う患者の周手術期の心情と看護師の役割～術前に患者の思いを傾聴することの重
要性～

東4病棟 看護師　松金 伸弥

患者様の情報開示の依頼「エンド・オブ・ライフケアにおけるリハビリテーションの意義」 十勝リハビリテーションセンター　村上 拓弥

日本骨折治療学会運動器データベースにおける四肢長管開放骨折症例の登録事業（更新） 整形外科 医長　本宮 真

高齢発症関節リウマチ・リウマチ性多発筋痛症の診断における血清マーカーに関する臨床コホート試
験

消化器内科 医長　清水 裕香

2型糖尿病におけるIoT活用の行動変容を介する血糖改善効果の検証 :多施設共同無作為非盲検群間比
較試験

健診センター長　新 智文

FDG-PET/CT検査の安全管理体制確立のためのボランティアを対象とした検討 放射線科 医長　岡本 祥三

帯広厚生病院移転に伴う精神科入院患者移送に関する実態調査 精神科　石橋 竜太郎

十勝地区における多発性硬化症ならびに視神経脊髄炎関連疾患の第 4回疫学調査研究 脳神経内科 主任部長　加納 崇裕

当院外来通院中の糖尿病患者における腹部エコー検査所見結果の検討 消化器内科 医長　菅原 基

当院における高齢者インスリノーマの治療に対する検討 消化器内科 医長　菅原 基

平成30年9月13日

平成30年7月5日

平成30年8月2日

平成30年11月8日

平成30年10月4日
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平成30年11月8日
深い奏功に未到達の多発性骨髄腫に対するレナリドミド、デキサメタゾン併用療法からエロツズマ
ブ、レナリドミド、デキサメタゾン併用療法への切り替えの有用性を検討する多施設共同第Ⅰ /Ⅱ相
試験

血液内科 医長　若狭 健太郎

平成30年12月6日
当院におけるエダラボン治療が筋萎縮性側索硬化症（ ALS）患者の生存期間に与える影響に関しての
後方視的研究

脳神経内科 主任部長　加納 崇裕

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬と免疫チェックポイント阻害薬の投与順・投与間隔と間質性肺疾患発症
リスクの関連を検討する多施設共同後ろ向き観察研究（ NEJ040）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

同一肢に複数回の遊離皮弁術を要した症例の検討 整形外科 医長　本宮 真

肘関節側副靭帯修復を要した肘関節脱臼および肘関節脱臼骨折の治療成績 作業療法技術科 作業療法士　大本 慎也

小細胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴に関する研究（ HOT1801/FIGHT004）への参加 呼吸器内科 主任部長　高村 圭

上皮成長因子受容体（Epidermal Growth Factor Receptor）遺伝子変異陽性・非扁平上皮非小細胞肺
癌に対するエルロチニブとカルボプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ併用療法の第Ⅱ相試験
（NEJ035）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌手術例における、IPFおよび術後IPF急性増悪に関連するバ
イオマーカー解析研究（NEJ036B）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期ピルフェニドン療法の術後急性増悪抑制効
果に関する第Ⅲ相試験（NEJ034）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

EGFR遺伝子変異陽性未治療進行非扁平上皮非小細胞肺癌を対象としたオシメルチニブ +プラチナ製剤
（シスプラチンまたはカルボプラチン）+ペメトレキセド併用療法の第Ⅱ相試験（NEJ032C）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

日本人多発性硬化症の予後研究 診療部長兼脳神経内科 主任部長　保前 英希

当院の潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法、長期寛解症例の検討（第 105回消化器病学会総会演題
登録）

内視鏡室 主任部長　柳澤 秀之

cell free DNAを用いたシーケンサーによるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前向き観察研究へ
の参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性、PS不良の非小細胞肺癌症例に対するオ
シメルチニブの第Ⅱ相試験（NEJ032B）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、分子生
物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにする
ための前向き観察研究への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

新規端側吻合法を用いた安全で簡便な遊離組織移植術
～Microscopic Wide-slit end-to-side technique～

整形外科 医長　本宮 真

膵頭十二指腸切除術の膵空腸吻合におけるno stent法導入の検討 外科 医長　市之川 正臣

糖尿病薬のアドヒアランス影響因子の探索 薬剤部 薬剤師　島津 智行

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究（ J-
TAIL）への参加

呼吸器内科 主任部長　高村 圭

平成31年2月7日

平成31年1月10日


