
2021 年度 第 7 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2021 年 11 月 24 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），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），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），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） 
 

【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 H22-臨研-16 

研究責任者 小児科 医長 古城 真秀子 

課題名 MPSⅠレジストリー参加登録 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H23-臨研-26 

研究責任者 新生児科 医長 中村 信 

課題名 周産期母子医療センターネットワークの構築およびハイリスク児のアウトカム分析 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 Ｈ23-臨研-30 

研究責任者 臨床研究部 分子病態研究室長 小川 愛子 

課題名 
肺高血圧症症例の肺組織を用いた肺動脈リモデリング機序解明と新規治療法開発のため

の基盤研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H28-臨研-16 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
H.pylori 陽性早期胃癌および H.pylori 除菌後早期胃癌に対する臨床病理学的研究  

－単施設前向き試験－ 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H28-臨研-迅速-10 

研究責任者 臨床研究部 客員研究員 出石 恭久 

課題名 
肺高血圧症の発症・進展機序に関する病態の解明及び新規治療標的因子の探求に関す

る免疫組織化学的検討 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-006 

研究責任者 循環器内科 医長 渡邉 敦之 

課題名 
静脈血栓塞栓症における非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬治療の前向き追跡研究

(KUROSIO study) 

審査事項 継続の適否 



判定 承認  

 

番号 H29-臨研-049 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 
後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査：特発性造血障害班赤芽球

癆コホート調査（PRCA2016） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-057 

研究責任者 循環器内科 医長 渡邊 敦之 

課題名 カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジストリ） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2018-001 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2018-016 

研究責任者 循環器内科 医長 渡邊 敦之 

課題名 植込み型デバイスの実態調査 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2018-041 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 
末梢性 T細胞リンパ腫，非特異群及び血管免疫芽球性 T細胞リンパ腫に対する移植非適

応症例に関する後方視的解析 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

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 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-028 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
切除不能進行・再発胃癌患者の二次化学療法中における末梢神経障害を中心とした副作

用と薬剤効果を検討する多施設共同観察研究（IVY study） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-036 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 移植適応多発性骨髄腫患者における初回採取レジメンによる自家末梢血幹細胞採取不良



例の多施設共同後方視的研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-037 

研究責任者 新生児科 医師 玉井 圭 

課題名 早産時の慢性肺疾患における血清 HMGB-1の検討 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-049 

研究責任者 呼吸器外科 医長 平見 有二 

課題名 85歳以上肺癌手術症例の予後に関する検討（多施設共同後方視的解析） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-004 

研究責任者 循環器内科 医師 下川原 裕人 

課題名 
特発性および遺伝性肺動脈性肺高血圧症における小児期発症例と成人期発症例の臨床

的比較 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-005 

研究責任者 循環器内科 医師 下川原 裕人 

課題名 
岡山医療センターにおける肺高血圧症患者の前向きレジストリ -Okayama Pulmonary 

Hypertension Registry- 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-007 

研究責任者 血液内科 医長 牧田 雅典 

課題名 成人急性リンパ性白血病治療におけるプレシジョンメディスン研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-011 

研究責任者 乳腺甲状腺外科 医師 野上 智弘 

課題名 
高齢者総合的機能評価スクリーニングツール開発のための，高齢乳がん患者を対象とし

た多施設共同前向き観察研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-017 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 濾胞性リンパ腫における obinutuzumab 治療に関連した血小板減少の観察研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-018 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 



課題名 多発性骨髄腫に由来する骨病変形成および腫瘍増殖の促進因子の同定 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-033 

研究責任者 整形外科 医長 竹内 一裕 

課題名 脊柱靭帯骨化症の病因に関する研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-038 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 肝硬変患者の QOLの向上及び予後改善に資する研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-039 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
未治療切除不能進行・再発胃癌に対するマイクロサテライト不安定性を評価する観察研究

（WJ-_13320GPS） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-046 

研究責任者 看護部（手術室） 看護師 岡村 歩実 

課題名 計画手術を受ける子どもへのプレパレーションによる効果の検証 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-050 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 濾胞性リンパ腫における obinutuzumab の効果・耐性に関わる臨床分子病理学的検討 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-051 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 造血器腫瘍における網羅的機能解析 

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 11月 8日審査終了分） 

番号 臨研 2021-027 

研究責任者 小児科 医師 金光 喜一郎 

課題名 
呼吸器感染症関連ウイルスの重複感染が RS ウイルス感染症の臨床像に及ぼす影響の

調査 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-028 

研究責任者 糖尿病・代謝内科 医師 片山 晶博 



課題名 2型糖尿病患者におけるセマグルチド（注射剤）の血糖改善効果に関する検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-029 

研究責任者 糖尿病・代謝内科 医師 片山 晶博 

課題名 糖尿病患者における電話診療の影響に関する検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-030 

研究責任者 糖尿病・代謝内科 医師 松下 裕一 

課題名 アンケート調査による日本人糖尿病の死因に関する研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-031 

研究責任者 リハビリテーション科 理学療法士 中野 綾乃 

課題名 肺高血圧症患者におけるリハビリテーションの有効性と安全性についての検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-032 

研究責任者 呼吸器外科 医長 平見 有二 

課題名 
2021 年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究：肺癌登録合同委員会第

11次事業 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

【臨床研究の終了報告】 

番号 H29-臨研-042 

研究責任者 外科 医師 松村 年久 

課題名 日本胃癌学会全国胃癌登録 

 

番号 臨研 2018-044 

研究責任者 整形外科 医師 篠原 健介 

課題名 腰椎変性疾患における脊椎固定術の手術法による術後成績についての検討 

 

番号 臨研 2018-045 

研究責任者 整形外科 医師 篠原 健介 

課題名 胸椎後縦靭帯骨化症における手術加療と術後成績についての検討 

 

番号 臨研 2020-009 

研究責任者 循環器内科 医長 渡邊 敦之 

課題名 JROAD-DPCを使用した，劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 

 

番号 臨研 2020-012 

研究責任者 整形外科 医師 篠原 健介 

課題名 透析患者における脊椎手術の術後成績，合併症についての検討 

 



番号 臨研 2020-022 

研究責任者 看護部（8B病棟） 看護師 高見 友季子 

課題名 血液内科で初回化学療法を受けた患者の求めている看護 

 

以上 


