
2021 年度 第 3 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2021 年 6 月 23 日（水） 

開催場所 国立病院機構 岡山医療センター 本館 4 階 研修室 1，2 

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），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），甲

斐里美（看護師長），髙橋洋子（副薬剤部長），黒田和彦（臨床検査技師長），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：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），大谷伸次

（事務部長） 
 

【委員会審議（実施状況報告に基づく研究継続に関する審議）】 

番号 H29-臨研-014 

研究責任者 臨床研究部 客員研究員 出石 恭久 

課題名 肺高血圧症に関連するバイオマーカーの探索（健常対象者向け） 

審査事項 継続の適否 

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（病変拾いあげ）システムの実証実験 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-006 

研究責任者 泌尿器科 医師 佐久間 貴文 

課題名 前立腺癌に対するハイドロゲル併用定位放射線治療の観察研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2021 年 5 月 14日審査終了分） 

番号 臨研 2019-027 

研究責任者 新生児科 医師 中村 和恵 

課題名 
承認統計 21世紀出生時縦断調査を利用した，様々な環境要因の小児の健康・成長・発達

への影響評価 

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 2020-026 

研究責任者 脳神経内科 医長 真邊 泰宏 

課題名 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に脳卒中を発症した患者の臨床的特徴を明らか

にする研究  -今後拡大が予測される COVID-19への対策の模索- 

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 2020-036 

研究責任者 薬剤部 薬剤部長 大倉 裕祐 

課題名 
強い催奇形性を有する医薬品の適正な安全管理手順におけるクラスターランダム化比

較研究 A cluster randomized controlled trial on a procedure to ensure appropriate 



management of medications with strong teratogenicity 

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】（2021 年 5 月 18日審査終了分） 

番号 臨研 2021-006 

研究責任者 小児科 医長 清水 順也 

課題名 小児重症紫斑病性腎炎の全国疫学調査研究（二次調査） 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-007 

研究責任者 小児外科 医長 中原 康雄 

課題名 初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-009 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 リンパ節・骨髄検体の収集と分子学的バイオマーカーの探索に関する研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2018-004 

研究責任者 整形外科 診療部長 佐藤 徹 

課題名 ハイドロキシアパタイトコーティングシステムの臨床成績と疼痛の評価 

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】（2021 年 5 月 26日審査終了分） 

番号 Ｈ27-臨研-07 

研究責任者 リハビリテーション科 医長 西﨑 真里 

課題名 
肺高血圧症患者における運動時の呼吸肺循環応答と運動耐容能の規定因子に関す

る研究 

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 2018-042 

研究責任者 整形外科 医長 竹内 一裕 

課題名 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーション手術患者の前向き登録調査 

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 2019-058 

研究責任者 整形外科 診療部長 佐藤 徹 

課題名 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究 

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 2020-062 



研究責任者 呼吸器内科 医長 藤原 慶一 

課題名 

アジア人の非小細胞癌における個別化医療の確立を目指した，遺伝子スクリーニングとモ

ニタリングのための多施設共同前向き観察研究：Lung Cancer Genomic Screening Project 

for Individualized Medicine in Asia（LC SCRUM Asia） 

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】（2021 年 5 月 28日審査終了分） 

番号 臨研 2021-008 

研究責任者 小児外科 医長 中原 康雄 

課題名 早産児における卵巣刺激症候群の臨床的検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

【臨床研究の終了報告】 

番号 H24-臨研-08 

研究責任者 消化器外科 医長 國末 浩範 

課題名 
再発危険因子を有する StageⅡ大腸癌に対するユーエフティ／ロイコボリン療法の臨床的

有用性に関する研究 

 

番号 臨研 2018-029 

研究責任者 血液内科 医長 牧田 雅典 

課題名 
高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後方視

的観察研究 

 

番号 臨研 2020-024 

研究責任者 看護部（外来） 看護師 中村 麻衣 

課題名 外来での PFMの役割 ～患者インタビューから患者の思いを説明方法に取り入れる～ 

 

 

以上 


