
2017 年度 第 6 回 臨床研究審査委員会 

会議の記録の概要 
 

開催日 2017 年 9 月 27 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 

後藤隆文（副委員長 副院長 小児外科医師），岡田正比呂（統括診療部長 心臓血管外

科医師），角南一貴（血液内科医長），小川愛子（臨床研究部医師），岡田久香（看護部

長），木内司（薬剤部長），南本英孝（事務部長），山根知己（企画課長），阿部浩二（外部委

員），守屋明（外部委員），新後雅弘（外部委員），吉井一恵（外部委員） 

※欠席：松原広己（委員長 臨床研究部長 循環器内科医長），井上拓志（小児科医師），

市樂美千代（看護師長） 

 

【迅速審査にて承認済みの事後報告】（2017 年 8 月 28 日審査終了分） 

番号 H29-臨研-040 

申請者 産婦人科 診療部長 多田 克彦 

課題名 母体の非妊時 body mass index が産褥 3 日目搾乳量に及ぼす影響 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-041 

申請者 外科 医師 久保 孝文 

課題名 
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～前向き多施設共

同研究～ 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-042 

申請者 外科 医師 松村 年久 

課題名 日本胃癌学会全国胃癌登録 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-043 

申請者 外科 医師 松村 年久 

課題名 
「観音開き法」食道残胃吻合の食道逆流防止における有効性を検証する多施設共同後ろ

向き観察研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-047 

申請者 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 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-048 

申請者 神経内科 医長 真邊 泰宏 

課題名 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 



審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-049 

申請者 血液内科 医長 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：突発性造血障害班赤芽球

癆コホート調査（PRCA2016） 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-050 

申請者 外科 医師 森 秀暁 

課題名 75 歳以上の高齢者に対する胸部食道癌切除術の検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H18-臨研-48 

申請者 血液内科 医長 角南 一貴 

課題名 造血細胞移植医療の全国調査 

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  

 

番号 H25-臨研-46 

申請者 消化器内科 医長 山下 晴弘 

課題名 
大腸癌に対する oxaliplatin 併用の術後補助化学療法終了後 6 か月以降再発例を対象とし

た oxaliplatin based regimen の有効性を検討する第Ⅱ相臨床試験 

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 H28-臨研-16 

申請者 消化器内科 医長 山下 晴弘 

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 

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】（2017 年 8 月 29 日審査終了分） 

番号 H29-臨研-046 

申請者 薬剤部 薬剤師 薄元 里衣 

課題名 インスリン自己注射手技の習得度と MMSE 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-051 

申請者 循環器内科 臨床研究部長 松原 広己 

課題名 フローラン溶解液専用アダプター使用性調査 

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】（2017 年 9 月 11 日審査終了分） 

番号 H29-臨研-052 



申請者 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 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-053 

申請者 呼吸器内科 常勤医師 南 大輔 

課題名 
カテーテルスプレー法およびカフなし挿管チューブを使用する気管支鏡検査の苦痛度評価

試験 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-054 

申請者 臨床検査科 臨床検査科長 神農 陽子 

課題名 巣状分節性糸球体硬化症コロンビア分類を構成する各病変の臨床病理的検証 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-055 

申請者 産婦人科 診療部長 多田 克彦 

課題名 産後大量出血時に希釈性凝固障害を発症する出血量の検討 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H29-臨研-056 

申請者 呼吸器内科 医師 南 大輔 

課題名 肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究 

審査事項 実施の適否 

判定 承認  

 

番号 H28-臨研-迅速-61 

申請者 血液内科 医長 牧田 雅典 

課題名 第 12 次 ATL 全国実態調査研究 

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  

 

以上 


