
2022 年度 第 8 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2022 年 12月 21 日（水） 

開催場所 Web会議で開催／研修室 1，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），太田徹哉（統括診療部長），野﨑功雄

（外科医長），武森八智代（看護部長），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），井上拓志（小児科医師）， 

小川愛子（臨床検査科長），向井理恵（看護師長） 

 

【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-052 

研究責任者 血液内科 医長 牧田 雅典 

課題名 血液凝固異常症全国調査 

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 2020-006 

研究責任者 泌尿器科 医師 和田里 章悟 

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  

 

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 2020-014 

研究責任者 乳腺・甲状腺外科 医師 秋山 一郎 

課題名 
閉経後ホルモン受容体陽性切除不能および転移・再発乳癌に対するパルボシクリブ療法

の観察研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-025 

研究責任者 リハビリテーション科・整形外科 医長 塩田 直史 

課題名 
骨盤の脆弱性骨折に関する観察研究（Fragility Fractures of the Pelvis：Observational 

Outcome Study） 

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 2020-042 

研究責任者 小児科 医長 古城 真秀子 

課題名 内分泌代謝疾患の遺伝子型・核型・表現型関連等に関する研究 

審査事項 継続の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2020-066 

研究責任者 整形外科 医長 竹内 一裕 

課題名 
脊椎疾患（頸椎胸椎後縦靭帯骨化症・黄色靭帯骨化症・脊柱変形・腫瘍）の治療法を検証

する前向き多施設調査 

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 11月 7日審査終了分） 

番号 臨研 2022-034 

研究責任者 看護部（8A 病棟）看護師 高尾 晴乃 

課題名 8A病棟における放射性ヨード内用療法を受ける患者の心理状態の分析 

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 11月 9日審査終了分） 

番号 臨研 2022-035 

研究責任者 看護部（10A 病棟）看護師 合田 光那 

課題名 
脊椎手術を受ける患者の手術後から退院までの ADL と運動能力の変化に影響を与える

因子について ― 手術後の ADL とロコモティブシンドローム改善に向けた看護 ― 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

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（臨床研究実施計画書等の改訂） 

判定 承認  

 

番号 臨研 2021-052 

研究責任者 小児科 医長 清水 順也 

課題名 リツキシマブによる重症低ガンマグロブリン血症・無顆粒球症に関連する遺伝子の探索 

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 11月 10日審査終了分） 



番号 臨研 2022-033 

研究責任者 呼吸器内科 医師 工藤 健一郎 

課題名 
ニューモシスティス肺炎の予後に関する因子の検討のための多施設共同後ろ向き観察研

究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 臨研 2022-036 

研究責任者 看護部（6A 病棟）看護師 山田 由美 

課題名 入院中の育児支援に対する役立ち度調査 

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 11月 16日審査終了分） 

番号 臨研 2022-037 

研究責任者 消化器内科 医長 万波 智彦 

課題名 エンドサイトスコピー（Endocytoscopy system）による消化管病変の探索的研究 

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 11月 29日審査終了分） 

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（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 2018-030 

研究責任者 形成外科 医長 末延 耕作 

課題名 局所麻酔下における腫瘍摘出術後のドレーンの有無に関する実態調査 

 

番号 臨研 2020-021 

研究責任者 看護部（10B 病棟） 看護師 市原 香織 

課題名 化学療法中の肺がん患者における食事に対する満足感向上に向けた取り組み 

 

番号 臨研 2020-028 

研究責任者 小児科 医師 井上 拓志 

課題名 
小児有熱性けいれん重積のなかでのけいれん重積型急性脳症発症に関する前方視的調

査研究 

 

番号 臨研 2020-032 

研究責任者 整形外科 医長 竹内 一裕 

課題名 脊椎靭帯骨化症患者における画像および臨床評価 -後向き研究- 

 

番号 臨研 2020-080 

研究責任者 腎臓移植外科 診療部長 藤原 拓造 

課題名 正着 20 年以上の腎移植レシピエントの臨床的検討 

 



番号 臨研 2020-090 

研究責任者 小児科 医師 井上 拓志 

課題名 熱性けいれんを経験した保護者の心的外傷・不安についての調査 

 

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 

 

 

以上 


