
2021 年度 第 9 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2022 年 1 月 26 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，外部委員は自宅等 

（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），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） 

※欠席： なし 

 

【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 H25-臨研-27 

研究責任者 循環器内科 副院長 松原 広己 

課題名 肺高血圧症の治療法を比較検討する国際共同症例登録研究(Japan PH Registry) 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2018-039 

研究責任者 循環器内科 副院長 松原 広己 

課題名 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に関する多施設共同レジストリ研究 

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 12月 10日審査終了分） 

番号 臨研 2019-033 

研究責任者 薬剤部 薬剤師 古賀 和馬 

課題名 透析施行患者における廃液中への抗がん剤移行に関する研究 

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  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2021 年 12月 16日審査終了分） 

番号 臨研 2021-036 

研究責任者 心臓血管外科 医師 畝 大 

課題名 冠動脈バイパス手術後内服薬の実態 

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】（2021 年 12月 21日審査終了分） 

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（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 12月 22日審査終了分） 

番号 H29-臨研-085 

研究責任者 循環器内科 副院長 松原 広己 



課題名 国際 BPA 登録（International BPA Registry） 

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 1 月 5 日審査終了分） 

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（臨床研究実施計画書等の改訂） 

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 

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 2020-084 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者におけるカルフィルゾミブ（週 1 回投与）とデキサメ

タゾンの併用療法の有効性・安全性および治療実態を調査する多施設共同後ろ向き観

察研究（Weekly-CAR 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 2021-009 

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 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 1 月 6 日審査終了分） 

番号 臨研 2021-037 

研究責任者 小児科 医師 金光 喜一郎 

課題名 

小児を対象とした PCRスクリーニングデータに基づいた呼吸器感染関連ウイルス陽性者

数の年間推移の解析，および確立モデルを用いた異なるウイルス間の感染促進/抑制

干渉作用に関する検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-038 

研究責任者 小児外科 医長 中原 康雄 

課題名 消化管利用膀胱拡大・代用膀胱術後の排便状況について 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-042 

研究責任者 腎臓内科 診療部長 太田 康介 

課題名 尿中糖鎖プロファイリングによる腎疾患の診断法の開発 ～ EXcreTed urinary glycans 



ANalysis and diagnosis of kidney disease without renal Tissue specimens （Extant-2）研

究 -多施設共同前向き研究- ～ 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-072 

研究責任者 感染症内科 医長 齋藤 崇 

課題名 
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（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  

 

【臨床研究の終了報告】 

番号 臨研 2019-050 

研究責任者 眼科 医師 大島 浩一 

課題名 
バセドウ眼症に対する上眼瞼挙筋周囲ケナコルト局所注射の有用性を，MRI により検証す

る 

 

 

 

以上 


