
＜倫理審査委員会で承認された臨床研究一覧＞

平成28年度

番号 研究課題名 研究責任者 所属 承認日 審査区分 判定結果

28-1 透析監視装置の環境清掃の教育効果の検証 赤尾　康子 腎臓ケアセンター 2016/8/5 迅速審査 承認

28-2 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対象とした前向き観察研究 田川　庄督 循環器内科 2016/11/18 迅速審査 承認

28-3 退院支援カンファレンスに対する病棟看護師の思い 長定　真理 5東病棟 2016/11/25 迅速審査 承認

28-4
沐浴指導を受けた母親が退院から1ヶ月健診までにとる沐浴行動
　～皮膚トラブルとの関連性を踏まえて～

浦田　紗希 3東病棟 2016/11/25 迅速審査 承認

28-5 通院ドック健診者の内視鏡検査に対する受診行動への思い 南出　知恵 内視鏡室 2016/11/25 迅速審査 承認

28-6 透析の見合わせを選択した家族への関わりを振り返って 菅村　美由紀 腎臓ケアセンター 2017/2/10 迅速審査 承認

平成29年度

番号 研究課題名 研究責任者 所属 承認日 審査区分 判定結果

29-1
胃上皮性腫瘍に対する従来法ESDおよび「Clip and snare method using
pre-looping technique(CSM-PLT)併用ESDの無作為化比較試験
（略称：CSM-PLT試験）

冨永　桂 内科 2017/7/5 迅速審査 承認

29-2
日本人工関節学会への手術データの登録（人工関節登録制度への参
加）

堀本　孝士 整形外科 2017/7/5 迅速審査 承認

29-3 人工骨頭置換術（BHA）における他施設共同成績調査 高木　賢治 整形外科 2017/7/5 迅速審査 承認

29-4 透析患者のこころと透析環境の実態調査 大田　一美 腎臓ケアセンター 2017/7/12 迅速審査（書面） 承認

29-5 北陸プラス心房細動登録研究　研究実施期間の延長 田川　庄督 循環器内科
（変更承認日）

2017/8/4
迅速審査（書面） 承認

29-6 終末期透析患者が予後わずかと宣告され、自宅退院を選択した事例 大田　一美 腎臓ケアセンター 2017/8/16 迅速審査（書面） 承認

29-7
バスキュラーアクセス感染の低減に向けた取り組み
～透析関連感染サーベイランスを開始して～

赤尾　康子 腎臓ケアセンター 2017/9/29 迅速審査（書面） 承認

29-8 「ありがとう」が、看護師に与える影響 上田　良子 ５西病棟 2017/9/29 迅速審査（書面） 承認

29-9
重症化した慢性心不全患者への看護師の思いと関わり方
～A氏が数日で死に至った時の関わりを振り返って～

北　晴奈 4東病棟 2017/9/29 迅速審査（書面） 承認

29-10 血液凝固異常症全国調査 前田　文恵 小児科 2017/9/29 迅速審査（書面） 承認

29-11
6週間の背部マッサージがＢＰＳＤに及ぼす効果
～全室個室の回復期リハビリテーション病棟での関わり～

森山　亮子 6東病棟 2017/9/29 迅速審査（書面） 承認

29-12
腹腔鏡下結腸手術で用いる自作顔面保護離被架の検証
～カメラ操作・挿管チューブの保護・体位交換法に注目して～ﾞ

井上　恵美 手術室 2017/9/29 迅速審査（書面） 承認

29-13 透析ラダーの効果の検証と課題 中西　綾 腎臓ケアセンター 2017/8/4 迅速審査（書面） 承認

29-14 透析液供給装置故障を経験しての振り返りと今後の課題 中野　裕子 腎臓ケアセンター 2018/3/28 迅速審査（書面） 承認

29-15 糖尿病患者における内服加療についての研究 澤田　慧 内科 2018/3/28 迅速審査（書面） 承認



平成30年度

番号 研究課題名 研究責任者 所属 承認日 審査区分 判定結果

30-1
季節性インフルエンザの院内感染対策とアウトブレイク発生に関する実
態調査
―全室個室病棟の有効性を検討―

小森　幸子 感染管理室 2018/6/1 迅速審査 承認

30-2
ＨＣＵスタッフによるオリエンテーションを取り入れたことでの安楽の変化
を見る
～術後ＨＣＵに予定入院する消化器外科患者との関わりを通して～

小野　遥平 集中管理センター 2018/9/10 迅速審査 承認

30-3
断らない救急外来担当看護師と心肺停止で搬送された患者家族との関
わり

東　祐太 救急センター 2018/9/10 迅速審査 承認

30-4
全室個室の一般病棟で終末期がん患者に関わる看護師の思いと看護
ケアの実態調査

本田　かおり 3西病棟 2018/9/10 迅速審査 承認

30.5
オープンカウンター内の医療者の話し声に関する実態調査
～スタッフステーション周囲を通る患者の視点を知り接遇向上を目指す

高田　尚子 4西病棟 2018/9/10 迅速審査 承認

30-6 自傷行為患者を受け入れる看護師の実態 田方　美希 救急センター 2018/9/10 迅速審査 承認

30-7
RST活動に関する勤務医の意識調査
-常勤呼吸器科医のいない施設において-

東　敏行 医療機器管理室 2018/9/10 迅速審査 承認

30-8
当院および関連病院における進行尿路上皮癌患者に対するキトルーダ
治療の成績調査

朝日　秀樹 泌尿器科 2018/9/20 迅速審査（書面） 承認

30-9 ポリファーマシーにおける薬剤師介入効果に関する全国実態調査 北出　紘規 薬剤室 2018/10/19 迅速審査（書面） 承認

30-10
皮膚外用剤の塗布アドヒアランス向上を目的とした患者指導映像ツー
ル（塗り方DVD）」の評価（他施設共同研究）

北出　紘規 薬剤室 2018/10/19 迅速審査（書面） 承認

30-11
当院外来化学療法室におけるリウマチ患者さんとの関わり
～外来との連携を通して～

東野　尚代 外来 2018/11/28 迅速審査 承認

30-12 当院における褥瘡発生と看護必要度の関連について 池端　育江 3西病棟 2018/11/28 迅速審査 承認

30-13 腎臓ケアセンターにおけるCKD指導の実際と今後の課題 大田　一美 腎臓ケアセンター 2018/12/25 迅速審査（書面） 承認

30-14
免疫療法による治療後の化学療法施行患者における副作用調査（症例
報告）

北出　紘規 薬剤室 2019/2/27 迅速審査（書面） 承認

30-15 中小病院における免疫チェックポイント阻害薬使用体制の取り組み 宮永　和美 薬剤室 2019/3/1 迅速審査（書面） 承認

令和元年度

番号 研究課題名 研究責任者 所属 承認日 審査区分 判定結果

R1-1 人口減少地域における外国人成人水痘の実態報告 小森　幸子 感染管理室 2019/8/7 迅速審査（書面） 承認

R1-2
消化器外科手術における周術期予防抗菌薬の適正使用評価
－抗菌薬適正使用支援チームの取り組み－

赤尾　康子 3東病棟 2019/8/19 迅速審査（書面） 承認

R1-3 人工膝関節全置換術のロコモ度の経過 大泉　真一
リハビリ
テーション
センター

2019/10/29 迅速審査 承認

R1-4
高齢者の緊急入院が多い混合病棟での、せん妄ケアに対する意識と行
動への影響　　～せん妄アセスメントシートを導入して～

東　亜摘 3東病棟 2019/10/29 迅速審査 承認

R1-5 デイペア制導入前後における透析看護師のストレスの変化 西野　司穂 腎臓ケアセンター 2019/10/29 迅速審査 承認

R1-6
7割が緊急入院であるＡ病院独自の退院困難要因調査票の作成
～退院困難要因調査と退院支援実践者の専門性を活かし協働できる
取り組み～

西井　智子 地域連携センター 2019/11/29 迅速審査（書面） 承認

R1-7
脳血管障害を有する患者の口腔内の水分量低下の改善を試みて
～マスク着用の効果を数値化する～

小林　健太 5東病棟 2020/1/9 迅速審査 承認

R1-8 木地師の木材粉塵による健康への影響の実態調査・研究 岡田　和弘 総合診療科 2020/1/30 迅速審査 承認

R1-9 在宅でMohs療法が継続された児頭大に至る乳癌皮膚浸潤患者の1例 千寺丸恵美子 訪問看護ステーション 2020/2/20 迅速審査 承認

R1-10 北陸プラス家族性高コレステロール血症登録観察研究 三澤　克史 内科 2020/3/17 迅速審査 承認

R1-11 消化器内視鏡に関連した偶発性の全国調査 冨永　桂 内科 2020/3/31 迅速審査 承認



令和2年度

番号 研究課題名 研究責任者 所属 承認日 審査区分 判定結果

R2-1
ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患者の背景因
子と治療効果の検討の検討（観察研究）

近澤　博夫 総合診療科 2020/4/17 迅速検査 承認

R2-2 副師長の看護管理能力の自己評価に関する調査 池端　弘美 地域連携センター 2020/6/30 迅速検査 承認

R2-3 消化器内視鏡に関する疾患、治療手技データベース構築 冨永　桂 内科 2020/7/13 迅速検査 承認

R2-4 新型コロナウイルス感染症診療における後ろ向き観察研究 吉田　匠生 内科 2020/10/6 迅速検査 承認

R2-6
石川県における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
小児例の臨床的特徴に関する観察研究

土市　信之 小児科 2020/11/16 迅速検査 承認

R2-7 レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査 白﨑　直樹 脳神経外科 2020/12/22 迅速検査 承認

R2-8
木地師が曝露されている木材粉塵の性状分析と換気システム毎の木材
粉塵曝露量についての調査・研究

岡田　和弘 総合診療科 2021/2/18 迅速検査 承認（書面）

R2-9
肝細胞がん発症リスクを有する患者における発がん予測因子としての
血清ラミニンγ2単鎖測定の有用性を検討する臨床研究

大幸　英喜 内科 2021/3/4 迅速検査 承認


