
令和３年度　迅速審査・変更申請承認案件、終了報告一覧
【迅速審査、変更申請分】

名称 承認日 申請日 診療科等 申請者名 研究題目 研究期間

1 迅速審査 令和3年4月8日
呼吸器セン
ター長

宇部　健治
特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究（NEJ030）

変更申請

2 迅速審査 令和3年4月15日 循環器内科 中村　明浩 大動脈-腸骨動脈病変に対する実臨床戦略に基づく血管内治療に関するレジストリー 倫理委員会承認日から2023年６月末
3 迅速審査 令和3年5月6日 脳神経内科 土井尻　遼介 椎骨脳低動脈系のtandem lesionに対して血栓回収療法と椎骨動脈ステント留置術を施行した一例 特になし
4 迅速審査 令和3年5月10日 脳神経内科 土井尻　遼介 特発性頸部内頸動脈解離に対する血行再建術後に経口腔頸動脈超音波検査でステントを評価しえた一例 特になし

5 迅速審査 令和3年5月31日
周産期セン
ター長

葛西　真由美 日本における新型コロナウイルス（SARS-Cov-2）感染妊婦の実態把握のための多施設共同レジストリ研究 2020年９月２日から2024年４月30日

6 迅速審査 令和3年5月18日 循環器内科 中村　明浩 NEXT Trial:Extended Follow-up Study　実地臨床におけるバイオリズム溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの有効性および安全性についての多施設前向き無作為オープンラベル比較試験：長期追跡試験承認日より2022年11月30日
7 迅速審査 令和3年5月25日 脳神経外科 木村　尚人 超高齢者急性硬膜下血腫に対する手術経験から小開頭による内視鏡下血腫除去術の有用性の検証 2019年1月から2021年３月

8 迅速審査 令和3年6月2日 脳神経外科 木村　尚人 Confirm Rx 植込み型心電図モニターSMATレジストリ 変更申請

9 迅速審査 令和3年6月7日 消化器外科 臼田　昌広 高齢者肝切除における術前栄養状態と短期・長期成績の研究
2012年から2016年の肝細胞癌肝切除の患者の
臨床データの抽出と、2021年までデータ解析

10 迅速審査 令和3年7月1日 血液内科 村井　一範 挙児希望のある慢性骨髄性白血病患者の治療実態調査
症例集積予定期間：2020年12月1日から2021年
7月31日
研究期間：2020年12月1日から2021年11月30日

11 迅速審査 令和3年7月26日 脳神経外科 木村　尚人 Confirm Rx 植込み型心電図モニターSMATレジストリ 変更申請

12 迅速審査 令和3年8月23日 脳神経内科 土井尻　遼介 虚血発症頭蓋内内頚動脈解離の診断と治療に関する全国実態調査 倫理委員会承認日から2023年３月31日

13 迅速審査 令和3年8月31日 循環器内科 中村　明浩 NEXT Trial:Extended Follow-up Study　実地臨床におけるバイオリズム溶出性ステントとエベロリムス溶出性ステントの有効性および安全性についての多施設前向き無作為オープンラベル比較試験：長期追跡試験変更申請

14 迅速審査 令和3年9月4日 脳神経外科 木村　尚人 脳血管障害への免疫血栓の関与に関する観察研究 倫理委員会承認後から2024年7月
15 迅速審査 令和3年9月10日 脳神経内科 土井尻　遼介 非弁膜症性心房細動合併頚動脈ステント留置術における周術期抗血栓療法と合併症の実態の把握 2021年７月より2026年６月までの間（予定）

16 迅速審査 令和3年9月13日 泌尿器科 露久保　敬嗣 膀胱癌の診断および再発における血中・尿中遊離DNA中の変異遺伝子モニタリングの臨床的妥当性に関する検討 変更申請

17 迅速審査 令和3年9月9日 脳神経内科 菊池　貴彦 非弁膜症性心房細動とアテローム血栓症を合併する脳梗塞例の二次予防における最適な抗血栓療法に関する多施設共同ランダム化比較試験（ATIS-NVAF) 変更申請

18 迅速審査 令和3年9月15日 脳神経外科 木村　尚人 人工知能を応用した脳動脈瘤治療後再発予測に関する研究 2021年６月（倫理委員会承認後）～2023年3月

19 迅速審査 令和3年9月27日
乳腺・内分泌
外科

梅邑　明子 女性が外科医師として働き続けるために-岩手県と当科の取り組み- ６ヶ月間

20 迅速審査 令和3年10月1日 循環器内科 中村　明浩 心血管疾患に対するカテーテル治療のライブデモンストレーション 2021年12月2,3日
21 迅速審査 令和3年9月27日 脳神経内科 土井尻　遼介 延髄梗塞の症例集積研究 特になし
22 迅速審査 令和3年10月4日 脳神経内科 菊池　貴彦 脳梗塞の既往を有する非弁膜症性心房細動患者に対し、エドキサバンによる抗凝固療法を基礎治療にカテーテルアブレーションの有用性を検証する多施設共同ランダム化比較研究変更申請

No.



23 迅速審査 令和3年10月11日 脳神経外科 木村　尚人 脳出血超急性期患者への遺伝子組換え活性型第Ⅶ因子投与の有効性と安全性を検証する研究者主導国際臨床試験（FASTEST試験）

24 迅速審査 令和3年10月13日 看護師 沼倉　由美 生体腎移植後、自己管理習得までにレシピエントが感じた気持ちについての実態調査 2021年4月～2022年２月

26 迅速審査 令和3年10月13日 循環器内科長 遠藤　秀晃 リード抜去症例の実態調査 Japan Lead extraction registry（J-LEX レジストリ） 倫理審査承認日～2032年3月31日

25 迅速審査 令和3年10月15日 管理栄養科 齋藤　香菜 経腸栄養施行患者に対する管理栄養士の介入について（２症例） 令和３年９月15日～令和３年10月15日

27 迅速審査 令和3年10月25日 脳神経外科 木村　尚人 新規血栓溶解薬テネクテプラーゼの脳梗塞急性期再開通療法への臨床応用を目指した研究(Tenecteplase versus alteplase For Large Vessel Occlusion Recanalization(T-FLAVOR))変更申請

28 迅速審査 令和3年10月26日 脳神経外科 木村　尚人 頭蓋内出血を発症した心房細動患者の早期抗凝固療法に関する安全性及び有効性の検討 研究実施許可後～2026年7月31日

30 終了報告 令和3年10月21日 呼吸器内科 宇部　健治 切除不能な進行・再発非小細胞肺がん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）におけるバイオマーカー探索研究 2018年8月15日～2021年4月16日

29 迅速審査 令和3年11月4日 看護部次長 清水　幸代 がんサバイバーの治療に伴う神経障害と活動量の客観的・主観的解析 倫理審査委員会受理後～2022年３月

32 迅速審査 令和3年11月11日
乳腺・内分泌
外科

宇佐美　伸 乳癌組織における癌特異的代謝調節機構の解明 変更申請

31 迅速審査 令和3年11月23日 脳神経内科 土井尻　遼介 植込み型心電図記録計施行例での脳梗塞再発例の検討 特になし
33 迅速審査 令和3年11月23日 脳神経内科 土井尻　遼介 潜因性脳梗塞例でのAtrial cardiopathyと発作性心房細動との関連 特になし
34 迅速審査 令和3年11月23日 脳神経内科 土井尻　遼介 院外とのブレインハートチーム構築での脳梗塞二次予防 特になし
35 迅速審査 令和3年11月23日 脳神経内科 土井尻　遼介 潜因性脳梗塞に対する植込み型心電計の抜去の検討 特になし
36 迅速審査 令和3年11月23日 脳神経内科 土井尻　遼介 当院での心原性脳塞栓症に対する発症前抗凝固療法の状況 特になし
37 迅速審査 令和3年11月30日 脳神経外科長 木村　尚人 特定非営利活動法人　日本脳神経血管内治療学会データベースを用いた観察研究ーパルスライダー、WEBデバイスー 変更申請

38 迅速審査 令和3年12月7日 脳神経外科長 木村　尚人 特定非営利活動法人　日本脳神経血管内治療学会データベースを用いた観察研究-Surpass Streamline　フローダイバーターシステム- 研究機関の長の許可日から2027年7月31日

39 迅速審査 令和3年12月10日
腎臓リウマチ
科長

中屋　来哉 PROFILE-J:PROspective sarilumab(preFILIed syringe/pen)obsErvational study-Japan(関節リウマチを対象とした日常診療下におけるサリルマブの前向き観察研究）（AKP-SAR-0BS001/SARILL09426)変更申請

40 迅速審査 令和3年12月17日 脳神経外科長 木村　尚人 新規血栓溶解薬テネクテプラーゼの脳梗塞急性期再開通療法への臨床応用を目指した研究(Tenecteplase versus alteplase For Large Vessel Occlusion Recanalization(T-FLAVOR))変更申請

41 迅速審査 令和3年12月27日 脳神経外科長 木村　尚人 Low score of the National Institutes of Health Stroke Scale with eye movement disorder may be a good candidate for acute mechanical thrombectomy for posterior circulation large vessel occlusion2015年８月-2021年５月

42 迅速審査 令和4年1月13日
主任管理栄養
士

齋藤　香菜 必要栄養量の充足率調査（ワンデイ調査）からみた傾向と今後の介入について

43 迅速審査 令和4年1月13日 管理栄養士 橋場　美沙希 長期経管栄養管理におけるカルニチン欠乏症と肝機能障害の関連について

44 迅速審査 令和4年1月14日 血液内科 村井　一範
自家造血幹細胞移植併用大量化学療法の適応となる再発又は再燃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫を対象としたベンダムスチンとリツキシマブ併用による第Ⅱ相
臨床試験

登録期間：実施計画の公表日～2023年３月31
日
観察期間：実施計画の公表日～2023年９月30
日
研究機関：実施計画の公表日～2024年３月31
日

45 迅速審査 令和4年1月20日 脳神経外科 木村　尚人 脳血管障害への免疫血栓の関与に関する観察研究 変更申請

46 迅速審査 令和4年1月21日 脳神経外科 木村　尚人
新規血栓溶解薬テネクテプラーゼの脳梗塞急性期再開通療法への臨床応用を目指した研究(Tenecteplase versus alteplase For Large Vessel Occlusion
Recanalization(T-FLAVOR))

変更申請

47 迅速審査 令和4年1月25日 脳神経内科 土井尻　遼介 脳梗塞急性期に対する遠隔虚血コンディショニングの有効性を検証する多施設共同無作為化非盲検並行群間比較試験part２ 研究期間：倫理委員会承認～2024年３月まで

48 迅速審査 令和3年12月27日 8階西看護師 長岡　美香 質問紙調査による入院中のストーマセルフケア指導の満足度実態調査 令和３年10月～令和4年２月まで

49 迅速審査 令和4年2月1日
乳腺・内分泌
外科

梅邑　明子 腋窩リンパ節転移1-3個の症例における乳房全切除後放射線療法(PMRT)についての検討 2021年12月～2022年７月

50 終了報告 令和3年7月5日 看護師 熊谷　久美 手術を受けることに強い意思をもつ進行直腸癌患者に対する骨盤内臓全摘術の術前意思決定支援の一症例 2020年12月～2021年7月
51 終了報告 令和3年7月5日 看護師 藤原　奈穂 急性期病院における脳神経疾患患者に対する看護師による離床への働きかけの意識と行動の実態調査 2020年５月～2021年６月
52 終了報告 令和3年7月6日 主任看護師 舘下　陽子 HUCにおける身体拘束の現状と関連する要因分析 2019年11月～2021年６月



53 終了報告 令和3年7月13日 特任看護師 小野寺　直子 院内専門研修（スキンケア）実施経過と課題の検討 2021年２月～2021年７月
54 終了報告 令和3年7月13日 特任看護師 小野寺　直子 傍ストーマヘルニアに対するストーマ外来での対応 2020年１月～2021年７月
55 終了報告 令和3年9月19日 看護師 月花　奈津美 ストーマ造設により就業に戸惑いを感じた患者の一事例 令和元年２月５日～令和2年3月31日
56 終了報告 令和3年9月29日 看護師 畠山　絵里子 血管撮影室における医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）予防の取り組み 2020年7月～2021年1月
57 終了報告 令和3年11月22日 看護師 伊藤　卯月 心不全で入退院を繰り返す患者の特徴 2019年4月～2020年８月
58 終了報告 令和3年12月21日 看護師 及川　美奈 婦人科がん患者における多職種倫理カンファレンスをより充実させるための方策の検討 2019年５月～2020年２月
59 終了報告 令和3年12月16日 主任看護師 田島　有希 急性期脳梗塞の血栓回収療法準備に携わる複数部門看護師の意識調査 2020年９月～2020年11月

60 迅速審査 令和4年2月22日 循環器内科 三浦　正暢 左室駆出率の低下した急性心不全患者を対象としたエンパグリフロジン製剤の有効性を検討する多施設共同無作為化二重盲検プラセポ対照並行群間比較試験
研究全体の実施予定期間： jRCT公表日～2025
年12月31
登録予定期間：jRCT公表日～2023年3月31日

61 迅速審査 令和4年2月25日
乳腺・内分泌
外科

佐藤　未来 HER2 陽性乳癌に対するアンスラサイクリンを省略した術後補助療法症例の検討（HER2 陽性乳癌に対するAPT試験レジメン症例の検討） 2013年～2020年

62 迅速審査 令和4年2月28日 放射線治療科 松岡　祥介 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 変更申請


