
令和３年度倫理審査委員会　申請一覧（迅速審査分）

番号 研究名 所属 申請者 審議結果

001
HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、
ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラスツヅマブ、
ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討する
第III相臨床試験

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

002
JBCRG-M05(PRECIOUS)HER2陽性の進行・再発乳
癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検証す
る第III相臨床研究　ペルツズマブ再投与試験

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

003
レトロゾールによる術前内分泌療法が奏功した閉経
後乳がん患者に対する術後化学内分泌療法と内分
泌単独療法のランダム化比較試験

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

004
補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事
業（Japanese registry of Percutaneous Ventricular
Assist Device:J-PVAD)への参加

心臓血管外科部
長

永谷　公一 承認

005 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データ
ベース構築

内視鏡部部長代
行

花畑　憲洋 承認

006
８５歳以上の超高齢者における早期胃癌内視鏡的
粘膜下層剥離術の予後予測因子に関する多施設共
同研究

内視鏡部部長代
行

花畑　憲洋 承認

007 C-reactive protein低値の川崎病に関する検討 小児科副部長 中田　利正 承認

008
切除不能または再発乳がんにおけるT-DXd治療期
間中のePROモニタリングの有用性を検討するランダ
ム化比較試験

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

009 進行・再発乳癌データベースプロジェクト 乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

010 自己免疫介在性脳炎・脳症に関する多施設共同研
究201705

小児科医師 町田　佳織 承認

011 心不全患者のACP・緩和ケアに対する認識調査
　循環器病棟看護師への学習会を通して

９階東病棟技師 船橋　彩美 承認

012 終末期ケア目的に転医するがん患者・家族に関わる病棟
看護師の困難感・ジレンマの現状

４階西病棟技師 千葉　萌奈美 承認

013
メトトレキサート抵抗性関節リウマチ患者を対象としたフィ
ルゴチニブ単剤治療のトシリズマブ単剤治療に対する有
用性の非劣性を検証する多施設共同ランダム化比較試
験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

014
メトトレキサート（MTX)抵抗性関節リウマチ患者を対象と
したウパダシチニブ＋MTX併用による臨床的寛解達成後
のMTX休薬における臨床的非再燃の維持を評価する多
施設共同前向き試験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認
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015 日本人関節リウマチ患者を対象としたバリシチニブ投与
時の治療継続率の評価：前向きコホート観察研究

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

016 初回治療開始前に合併症がなかった川崎病の重症度評
価指標

小児科副部長 中田　利正 承認

017 NSCLCに対しニボルマブ投与後、irAEとして甲状腺機能
異常をきたした症例の予後に対する検討

呼吸器内科医師 石戸谷　美奈 承認

018 当院で同種造血細胞移植を受けた患者の予防接種に関
する実態調査-当院LTFU外来での介入を通して-

8階西病棟主任看
護師

工藤　真樹子 承認

019 当院における高齢者早期胃癌に対するESD後早期死亡
例のリスク因子の検討

消化器内科医師 五十嵐　昌平 承認

020
高感度多遺伝子検査システムMINｔSによる、細胞診検体
を用いた肺癌druggable遺伝子変異検索（NEJ021C）本試
験（ Ver.1.2)

呼吸器内科部長 長谷川　幸裕 承認

021
大腸ポリープ切除周術期における直接経口抗凝固薬
（DOAC）の休薬期間に関する非盲検化ランダム化比較試
験

内視鏡部部長代
行

花畑　憲洋 承認

022
HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツ
ズマブ、タキサン併用療法とトラスツヅマブ、ペルツズマ
ブ、エリブリン併用療法を比較検討する第III相臨床試験

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

023 青森県における周産期喪失に対するケアの実態と今後
の課題

４階東病棟技師 玉熊　真子 承認

024 他医療施設から青森県立中央病院に転職した中堅看護
師の職業継続に必要な支援

６階東病棟技師 鈴木　陽子 承認

025 神経難病の胃瘻造設時期と生命予後の関連
脳神経内科副部
長

上野　達哉 承認

026
糖尿病の有無による咽頭癌のHPV-status及びEBV-
statusの変化の解析、及び病理組織学的調査による新た
な治療標的の検討

弘前大学耳鼻咽
喉科学講座医員

緑川　伸 承認

027
高感度多遺伝子検査システムMINｔSによる、細胞診検体
を用いた肺癌druggable遺伝子変異検索（NEJ021C）本試
験（ Ver.1.3)

呼吸器内科部長 長谷川　幸裕 承認

028 StageIV閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後化学
療法症例の長期成績の検討

消化器内科医師 五十嵐　昌平 承認
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029
脳転移を有するHER2陽性乳がんに対するトラスツズマブ
デルクステカン治療のレトロスペクティブチャートレビュー
研究

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

030 胃切除後胆石の検討と予防的胆嚢摘出術の適応につい
て

外科医師 吉田　達哉 承認

031 胃癌術後膵液瘻発生率の改善におけるPGA（ポリグリ
コール酸）シートの有用性の検討

外科副部長 澤野　武行 承認

032 新型コロナウイルスに対するワクチン接種後のスパイク
抗体の接種後6ヶ月前後の抗体価分布についての検討

臨床検査部長 北澤　淳一 承認

033 血小板輸血に関する多施設後方視分析 臨床検査部長 北澤　淳一 承認

034 手術前貧血と赤血球輸血に関する多施設後方視分析 臨床検査部長 北澤　淳一 承認

035 「脳形成障害の原因解明と治療法開発」疫学調査 臨床検査部長 北澤　淳一 承認

036
メトトレキサート抵抗性関節リウマチ患者を対象としたフィ
ルゴチニブ単剤治療のトシリズマブ単剤治療に対する有
用性の非劣性を検証する多施設共同ランダム化比較試
験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

037
メトトレキサート（MTX)抵抗性関節リウマチ患者を対象と
したウパダシチニブ＋MTX併用による臨床的寛解達成お
よび臨床的寛解達成後のMTX休薬における臨床的非再
燃の維持を評価する多施設共同前向き試験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

038 脳卒中患者における早期離床に対する看護師の意識調
査

９階西病棟技師 秋元　歩 承認

039 補助循環装着の患者を受け持つ集中治療室の看護師の
負担について

救命救急センター
技師

冨田　怜那 承認

040 急性期病院整形外科に入院する患者に対する身体拘束
開始の判断要因

５階西病棟技師 蒔苗　志保 承認

041 整形外科病棟における大腿骨頚部骨折患者への身体拘
束開始時の看護師の意識調査

手術部技師 北山　愛実 承認

042 未破裂脳動脈瘤術後症例の外来フォローアップに関する
検討

脳神経外科部長 村上　謙介 承認
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043 磁場式ナビゲーションシステムを用いた脳生検術におけ
る有用性と安全性の検討

脳神経外科副部
長

森田　隆弘 承認

044 BRCA遺伝学的検査に関するデータベースの作成 臨床遺伝科部長 北澤　淳一 承認

045 当院における線量測定表に関する電離箱及び電位計の
取り扱いについて

腫瘍放射線科技
師

北田　有真 承認

046 ハイドロゲルスペーサーを使用した前立腺IMRTの初期経
験

腫瘍放射線科主
幹

福士　英人 承認

047 体表面照合システム導入に伴うマーカーレス治療のセッ
トアップ精度の評価

腫瘍放射線科技
師

岩田　由衣 承認

048 血液凝固異常症全国調査 小児科部長 渡部　潤子 承認

049 切除不能な遠隔転移を有するStage IV閉塞性大腸癌に
対する大腸ステント留置後の治療戦略

消化器内科医師 五十嵐　昌平 承認

050 大腸憩室出血症例の再出血リスク因子の検討 消化器内科医師 五十嵐　昌平 承認

051 肝内胆管癌の術後再発を予測するモデルの構築 外科副部長 澤野　武行 承認

052
転移・再発乳癌における遺伝子パネル検査
FoundationOne®CDxとFoundationOne®Liquid CDｘの治
療方針決定に与える影響を検討する観察研究

乳腺外科部長 橋本　直樹 承認

053
早期全身性エリテマトーデスに対するベリムマブの有効
性と安全性を検討するプラセボ対象無作為化二重盲検並
行群間比較試験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

054 自家末梢血管細胞採取における血球分離装置COM.TEC
®とSpectra Optia®の検討

臨床検査部技師 星合　桂太 承認

055 医療少数地域に計画的に小児在宅支援体制を構築した
巨大頸部リンパ管腫乳児の在宅移行

成育科副部長 大瀧　潮 承認

056 当院の脳出血患者の特徴と要注意症例の検討
脳神経外科副部
長

森田　隆弘 承認
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057
メトトレキサート抵抗性関節リウマチ患者を対象としたフィ
ルゴチニブ単剤治療のトシリズマブ単剤治療に対する有
用性の非劣性を検証する多施設共同ランダム化比較試
験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

058
メトトレキサート（MTX)抵抗性関節リウマチ患者を対象と
したウパダシチニブ＋MTX併用による臨床的寛解達成お
よび臨床的寛解達成後のMTX休薬における臨床的非再
燃の維持を評価する多施設共同前向き試験

リウマチ膠原病内
科部長

金澤　洋 承認

059 低侵襲腰椎椎体間固定術の術式と治療成績に関わる研
究

整形外科部長 富田　卓 承認

060 病棟看護師の属性がバーンアウトに与える影響 7階西病棟技師 山田　沙耶香 承認

061 ナルデメジン投与によりオピオイドの鎮痛効果減弱を生じ
た脳転移の1例

薬剤部技師 番場　麻菜美 承認

062 日本における大腿骨近位部骨折の適正治療を目指した
グローバルデータベースの作成

整形外科副部長 原田　義史 承認

063
StageⅡ/Ⅲ及びCROSS1/2の閉塞性大腸癌に対する
Bridge to Surgery(BTS)大腸ステントの長期予後に関する
多施設共同無作為化臨床試験

内視鏡部部長代
行

花畑　憲洋 承認

064 フレイル高齢者の入院患者における抹消静脈栄養の有
用性の検討；後方視的観察研究

総合診療部副部
長

相馬　俊介 承認

065 免疫賦活作用を有する新規分子標的のB型肝炎ウイルス
再活性化に関する実態調査（固形腫瘍）

消化器内科部長 沼尾　宏 承認

066 大腸ステント留置後切除可能閉塞性大腸癌における深部
結腸観察の有用性に関する多機関共同前向き研究

内視鏡部部長代
行

花畑　憲洋 承認

067 腿膝窩動脈に対する薬剤溶出性バルーンと薬剤溶出性
ステントの治療成績比較

循環器内科部長 櫛引　基 承認


