
2021 年度 第 11 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2022 年 3 月 23 日（水） 

開催場所 Web 会議で開催／研修室 1・2，臨床研究部長室，治験管理室，院外委員は自宅等 

（新型コロナウイルス感染拡大のため） 

出席委員名 

角南一貴（委員長 臨床研究部長 血液内科医師），松原広己（副委員長 副院長 循環器

内科医師），太田康介（副統括診療部長 腎臓内科医師），井上拓志（小児科医師），野﨑

功雄（外科医師），小川愛子（臨床検査科長），秋本洋子（看護部長），髙橋洋子（副薬剤部

長），黒田和彦（臨床検査技師長），大谷伸次（事務部長），片岡伸晴（企画課長），新後雅

弘（外部委員），神田春美（外部委員），林忠治（外部委員），山下登（外部委員） 

※欠席：甲斐里美（看護師長）  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 2 月 15日審査終了分） 

番号 臨研 2020-016 

研究責任者 呼吸器内科 医長 藤原 慶一 

課題名 間質性肺炎患者における肺癌合併についての後方視的研究 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 2 月 18日審査終了分） 

番号 臨研 2021-047 

研究責任者 呼吸器外科 医長 平見 有二 

課題名 胆道・膵臓癌肺転移切除症例に関する臨床的研究  1.後方視的研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-049 

研究責任者 泌尿器科 医長 市川 孝治 

課題名 本邦における腹腔鏡下膀胱内手術を含む膀胱尿管逆流に対する手術の実態調査 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 2 月 21日審査終了分） 

番号 臨研 2021-048 

研究責任者 小児外科 医長 中原 康雄 

課題名 本邦における腹腔鏡下膀胱内手術を含む膀胱尿管逆流に対する手術の実態調査 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-051 

研究責任者 小児科 医長 古城 真秀子 

課題名 先天奇形症候群における遺伝的要因の探索 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 2 月 22日審査終了分） 

番号 H29-臨研-091 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
10㎜以下の十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対する Cold Snare Polypectomyの有効性お

よび安全性に関する非ランダム化検証的試験（D-COP trial） 



審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-014 

研究責任者 乳腺・甲状腺外科 医師 秋山 一郎 

課題名 
閉経後ホルモン受容体陽性切除不能および転移・再発乳癌に対するパルボシクリブ療法

の観察研究 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-089 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
RAS 遺伝子変異型腫瘍を有する切除不能進行・再発大腸癌患者における化学療法後の

血液中 RAS 遺伝子変異を評価する観察研究（JACCRO CC-17：RASMEX 試験） 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-005 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 
再発・難治性多発性骨髄腫に対するカルフィルゾミブ／デキサメタゾンの治療成績の後方

視的検討 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 2 月 25日審査終了分） 

番号 臨研 2021-052 

研究責任者 小児科 医長 清水 順也 

課題名 リツキシマブによる重症低ガンマグロブリン血症・無顆粒球症に関連する遺伝子の探索 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-053 

研究責任者 循環器内科 医長 渡邊 敦之 

課題名 当院における周産期心筋症の臨床的特徴の考察 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-054 

研究責任者 呼吸器内科 医師 工藤 健一郎 

課題名 特発性器質化肺炎における IPAFの頻度および臨床像の検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 3 月 1 日審査終了分） 

番号 臨研 2021-045 

研究責任者 脳神経内科 医長 真邊 泰宏 

課題名 

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 J-ASPECT study（Nationwide 

survey of Acute Stroke care capacity for Proper dEsignation of Comprehensive stroke 

CenTer in Japan） 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 



判定 承認  

 

番号 臨研 2021-055 

研究責任者 呼吸器内科 医師 工藤 健一郎 

課題名 薬剤性肺障害の診断や予後予測と FeNOの相関性の解析 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 Ｈ22-臨研-44 

研究責任者 循環器内科 副院長 松原 広己 

課題名 肺高血圧症に関するバイオマーカーの探索 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-003 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断システムの実証実験 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-060 

研究責任者 泌尿器科 医師 久住 倫宏 

課題名 

転移性腎細胞癌患者における治療パターン，治療アウトカム及び医療資源利用状況に関

する観察研究：Patterns of treatment and Outcomes Evaluation in Metastatic Renal Cell 

Carcinoma Patients in Japan（POEM） 

審査事項 継続の適否（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 3 月 3 日審査終了分） 

番号 臨研 2021-050 

研究責任者 外科 医師 瀬下 賢 

課題名 

大腸悪性腫瘍における患者因子，疾患因子，治療の効果・安全性，臨床病理学的な特性

等と予後に関する研究  せとうち大腸がん登録  Setouchi Colorectal Neoplasm 

Registration；SCNR 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-056 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 造血器腫瘍患者における新型コロナウイルスワクチン 3回目接種の効果に関する研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

以上 


