
2022 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 2022 年 11月 16 日（水） 

開催場所 Web会議で開催／研修室 4・7，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），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），山下登（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），野

﨑功雄（外科医長） 
 

【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 Ｈ22-臨研-44 

研究責任者 循環器内科 副院長 松原 広己 

課題名 自主臨床研究「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 

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 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 

判定 承認  

 

番号 H27-臨研-17 

研究責任者 循環器内科 副院長 松原 広己 

課題名 肺高血圧症における局所肺動脈内圧と肺動脈血流速度に関する研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H27-臨研-迅速-02 

研究責任者 内科 医長 山下 晴弘 

課題名 
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する前向き観察研究

【PROP-UP Study Ⅱ】 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H27-臨研-迅速-03 

研究責任者 内科 医長 山下 晴弘 

課題名 
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍患者の血清クロモグラニンA・NSEに関す

る研究【PROP-UP Study Ⅱ（付随研究）】 



審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H28-臨研-02 

研究責任者 泌尿器科 医長 市川 孝治 

課題名 前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に関する実態調査研究 

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-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 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 H30-臨研-004 

研究責任者 呼吸器内科 副院長 柴山 卓夫 

課題名 
全身状態不良 PD-L1高発現の未治療非小細胞肺癌患者に対するペムブロリズマブの有

用性を検討する第Ⅱ相試験 OLCSG1801 

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 2018-004 

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 

判定 承認  

 

番号 臨研 2018-028 

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に関する研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-001 

研究責任者 産婦人科 医長 多田 克彦 

課題名 日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 



審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-007 

研究責任者 耳鼻いんこう科 医長 赤木 祐介 

課題名 頭頸部腫瘍における予後因子解析 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-010 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 リンパ系腫瘍のバイオマーカー検索を目的とした多施設後方視的観察研究 OHSG-CS19 

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 2019-034 

研究責任者 循環器内科 医師 下川原 裕人 

課題名 
肺高血圧疾患領域における、肺血流 Single Photon Emission Computed Tomography の

定量評価に関する検討 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-040 

研究責任者 呼吸器内科 医長 藤原 慶一 

課題名 
EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメルチニブへの逐次

投与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究（Gio-Tag Japan） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-047 

研究責任者 内科 医長 山下 晴弘 

課題名 
治癒切除不能進行性消化器・膵神経内分泌腫瘍の予後に関する後向き観察研究

（PROP-UP Study Ⅰ） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-002 

研究責任者 呼吸器内科 医長 藤原 慶一 

課題名 免疫チェックポイント阻害療法を受けた非小細胞肺癌患者の観察研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-015 

研究責任者 呼吸器内科 医長 藤原 慶一 



課題名 
希少な呼吸器疾患の診療実態及び治療の有用性を明らかにするための前向き観察研究

（CS-Lung Rare） 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

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 

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 2020-035 

研究責任者 小児科 医長 清水 順也 

課題名 
データベースを用いた国内発症小児 Coronavirus Disease2019（COVID-19）症例の臨床経

過に関する検討 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-037 

研究責任者 産科・婦人科 医師 塚原 紗耶 

課題名 高血圧合併妊娠における降圧薬・妊娠転帰前向き登録調査研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-040 

研究責任者 呼吸器内科 医師 佐藤 賢 

課題名 
多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 Providing 

Multidisciplinary ILD diagnoses(PROMISE)study 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-001 

研究責任者 耳鼻いんこう科 医長 丸中 秀挌 

課題名 早期声門癌における MACCI の発現と予後の関連 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-004 

研究責任者 循環器内科 医長 渡邊 敦之 

課題名 
がん関連血栓症を含む静脈血栓症患者に対するエドキサバンの抗凝固効果とその効果を

阻害する因子に関する多施設，非盲検，探索的，医師主導型臨床研究 

審査事項 継続の適否 

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 

判定 承認  

 

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 継続の適否 

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 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-014 

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の効果に関する研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-018 

研究責任者 整形外科 医師 梅原 憲史 

課題名 新たな大腿骨ステムを用いた人工股関節置換術における術後経過観察 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-019 

研究責任者 小児科 医師 樋口 洋介 

課題名 川崎病患者の臨床像と FILMARRAY®呼吸器パネル 2.1PCR検査結果の検討 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-020 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 多発性骨髄腫における病態の分子遺伝学的解明と個別化治療法の確立 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-024 

研究責任者 呼吸器内科 医長 藤原 慶一 

課題名 

EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファニチブからオシメルチニブへの逐次投

与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究（Gio-Tag Japan）における Cell free 

DNAを用いたバイオマーカー探索研究 

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】（2022 年 10月 7日審査終了分） 



番号 H29-臨研-103 

研究責任者 循環器内科 医師 下川原 裕人 

課題名 

慢性血栓塞栓性肺高血圧症（Chronic thromboembolic Pulmonary Hypertension：CTEPH）

に対する Balloon pulmonary angioplasty(BPA）の有効性と安全性に関する多施設レジスト

リー研究 

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 10月 19日審査終了分） 

番号 臨研 2022-030 

研究責任者 腎臓移植外科 診療部長 藤原 拓造 

課題名 生体腎移植において移植前透析期間が移植腎及ぼす影響 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2022-031 

研究責任者 血液内科 医長 牧田 雅典 

課題名 
急性骨髄性白血病に対するベネトクラクス・アザシチジン療法における末梢血 WT1 mRNA

値と治療効果・予後の関連性についての観察研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2019-014 

研究責任者 整形外科 医長 竹内 一裕 

課題名 ペディクルスクリューシステム刺入法における固定性・術後変化に関する調査 

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  

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2022 年 11月 2日審査終了分） 

番号 臨研 2022-027 

研究責任者 医療機器管理室 臨床工学技士 有安 祥訓 

課題名 

ACT測定装置変更に伴うヘパリン投与量への影響の定量的評価 Quantitative evaluation 

of the effect on heparin dosage following a change in ACT measurement device ： Cohort 

study 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2022-032 

研究責任者 新生児科 医師 竹内 章人 

課題名 出生後の呼吸状態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  

 

番号 H29-臨研-077 

研究責任者 循環器内科 医師 下川原 裕人 

課題名 末梢性肺動脈狭窄症の疾患の特徴・特異性に関する研究 

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  

 

【臨床研究の終了報告】 



番号 Ｈ22-臨研-53 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 

高リスクびまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫に対する治療早期のＦＤＧ-ＰＥＴを用いた、

rituximab 併用の大量化学療法+自家末梢血幹細胞移植、あるいはＲ-ＣＨＯＰ療法への層

別化治療法の検討 -ＪＳＣＴ ＮＨＬ10- 

 

番号 H28-臨研-15 

研究責任者 呼吸器内科 副院長 柴山 卓夫 

課題名 
PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床

病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

 

番号 臨研 2019-026 

研究責任者 小児科 医師 樋口 洋介 

課題名 小児頭部 MRI における ASL基準値の作成 

 

番号 臨研 2019-043 

研究責任者 リハビリテーション科 理学療法士 石井 達也 

課題名 高齢者における腰椎固定術後の地域生活の変化 ～E-SASを用いて～ 

 

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） 

 

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- 

 

番号 臨研 2021-003 

研究責任者 血液内科 臨床研究部長 角南 一貴 

課題名 妊婦に対する自己血輸血の現状に関する研究 

 

番号 臨研 2021-011 

研究責任者 病理診断科 科長 神農 陽子 

課題名 リンパ増殖性疾患および悪性リンパ腫の新規疾患単位の探索 

 

番号 臨研 2021-017 

研究責任者 薬剤部 薬剤師 大土井 祐介 

課題名 当院におけるレムデシビルの使用実態調査 

 

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 

 

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 

 

番号 臨研 2021-060 

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 2021-061 

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 

 

以上 


