
 2022 年度 第 5 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2022 年 9 月 28 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），野﨑功雄（外科医長），井上拓志（小

児科医師），小川愛子（臨床検査科長），武森八智代（看護部長），向井理恵（看護師長），

竹山知志（副薬剤部長），和田貴美子（副臨床検査技師長），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） 

※欠席：松原広己（副委員長 副院長 循環器内科医師），太田徹哉（統括診療部長），山

下登（外部委員） 
 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 7 月 13日審査終了分） 

番号 臨研 2022-012 

研究責任者 小児外科 医長 中原 康雄 

課題名 当院の乳児期両側高度 VUR（GradeⅣ/Ⅴ）の治療について 

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 7 月 27日審査終了分） 

番号 臨研 2022-008 

研究責任者 眼科 医師 大島 浩一 

課題名 MRI が明らかにできる涙道の異常 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2022-013 

研究責任者 循環器内科 医師 五天 千明 

課題名 
肺動脈性肺高血圧症における多臓器バイオマーカーの検討  （Evaluation of multiple 

tissue biomarker in pulmonary arterial hypertension） 

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 7 月 29日審査終了分） 

番号 H29-臨研-047 

研究責任者 糖尿病・代謝内科 医長 肥田 和之 

課題名 

糖鎖プロファイリングによる糖尿病合併症における新規バイオマーカーの同定 ～Urinary 

biomarker for continuous and rapid progression of diabetic nephropathy （U-CARE） Study

～ 

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 2020-056 

研究責任者 血液内科 医師 吉岡 尚徳 

課題名 
TKI が使用された JALSG Ph+ALL 臨床試験と TRUMP データの統合による予後因子解析  

-JALSG Ph+ALL TKI-SCT study- 

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 8 月 1 日審査終了分） 



番号 臨研 2021-050 

研究責任者 外科 医師 瀨下 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 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 8 月 8 日審査終了分） 

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  

 

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 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 8 月 9 日審査終了分） 

番号 臨研 2022-015 

研究責任者 薬剤部 薬剤師 森永 桃子 

課題名 心不全治療における薬剤師の役割についての後ろ向き研究 

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 8 月 12日審査終了分） 

番号 臨研 2022-017 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
高齢者胃癌に対する化学療法施行前における高齢者機能評価の有用性に関する多機関

共同前向き観察研究 

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 8 月 15日審査終了分） 

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  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 8 月 26日審査終了分） 

番号 臨研 2022-016 

研究責任者 血液内科 医師 三道 康永 

課題名 
再発難治びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するポラツズマブ・ベドチン，ベンダムスチ

ン，リツキシマブの有効性と安全性についての後方視観察研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  



 

番号 臨研 2022-019 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 
胃粘膜下腫瘍に対する，内視鏡的全層切除術（Endoscopic full-thickness resection ，

EFTR）の有効性，安全性に関する単施設観察研究 

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 8 月 29日審査終了分） 

番号 臨研 2022-014 

研究責任者 看護部（5APCCU） 看護師 伊藤 可奈 

課題名 COVID-19 流行下における肺高血圧患者の身体・精神的変化の検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2022-023 

研究責任者 新生児科 医師 竹内 章人 

課題名 Small-for-gestational-age が正期産相当時期の脳容積に与える影響 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

以上 


