
承認された臨床研究（2020年度）

委員会 開催日 研究責任者 研究課題名 審査方法 オプトアウト対象

第142回 2020年4月21日
血液内科・輸血科

藤下惠悟
非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫に対する4週間隔のR-CHOP療法の効果評価を目的とした後方視的研究 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
婦人科

山本寄人
本邦における婦人科悪性腫瘍合併妊娠の調査 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
消化器内科
高田昌史

JCOG1902 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の高齢者適応に対する第Ⅲ相単群検証的試験実施計画書ver.1.0.0 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
消化器外科・一般外科

佐藤琢爾
JCOG1409 臨床病期Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ食道癌(T4を除く)に対する胸腔鏡手術と開胸手術のﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験実施計画書 ver1.0(MONET Trial) 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
腫瘍内科
島田安博

JCOG1502C 治癒切除後病理学的StageⅠ/Ⅱ/Ⅲ小腸腺癌に対する術後化学療法に関するﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験(J-BALLAD)の個別ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
総合診療科
矢野博子

ﾌｧﾋﾞﾋﾟﾗﾋﾞ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 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
小児科

宮澤真理
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 迅速審査 －

第142回 2020年4月21日
小児科

金澤亜綿
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症の新生児･乳児例に対する抗ｳｲﾙｽ療法における副作用の頻度およびTherapeutic Drug Monitoring 実施時の至適採血回数についての後方視的検討 迅速審査 －

第143回 2020年5月19日
総合診療科
矢野博子

COVID-19に関するﾚｼﾞｽﾄﾘ研究 委員会審議 －

第143回 2020年5月19日
血液内科・輸血科

岡聡司
成人急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病治療におけるﾌﾟﾚｼｼﾞｼｮﾝﾒﾃﾞｨｽﾝ研究 委員会審議 －

第143回 2020年5月19日
総合診療科

高彬良
COVID-19重症化予測に対するﾌﾟﾚｾﾌﾟｼﾝの有用性の検討 委員会審議 オプトアウト

第143回 2020年5月19日
消化器外科・一般外科

稲田涼
外科的治療を行った大腸癌患者の短期･長期成績に影響を及ぼす因子の検討 委員会審議 オプトアウト

第143回 2020年5月19日
消化器外科・一般外科

稲田涼
人工肛門造設･閉鎖の治療成績に影響を及ぼす因子の検討 委員会審議 オプトアウト

第143回 2020年5月19日
脳神経外科
福田真紀

血行再建術開始を早めるための病院前および院内協力の重要性 委員会審議 オプトアウト

第143回 2020年5月19日
耳鼻咽喉科

土井彰
摂食嚥下ﾁｰﾑ介入による頭頚部癌化学放射線療法に伴う嚥下障害の予防 委員会審議 －

第143回 2020年5月19日
脳神経外科
津野隆哉

脳内血腫を伴う新生児脳静脈洞圧排の検討:体位変換及び脳静脈洞血栓症との鑑別を含めて 委員会審議 －

第143回 2020年5月19日
消化器外科・一般外科

岡林雄大
膵頭癌門脈合併切除例における血管切除範囲･再建法とその治療成績の検討-日韓多施設共同研究- 委員会審議 オプトアウト

第144回 2020年6月16日
脳神経外科
政平訓貴

脳腫瘍摘出術における5-Amino levulinic acid 製剤の内服が術中の血圧低下に与える影響に対する後方視的研究 委員会審議 オプトアウト

第144回 2020年6月16日
泌尿器科
坪井一朗

HoLEP有効性に関する多施設後方視的研究 委員会審議 オプトアウト

臨床研究審査委員会事務局
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第144回 2020年6月16日
看護局

大野美幸
化学療法による外見変化を体験した初発乳がん患者の思いとｹｱの状況~ｱﾋﾟｱﾗﾝｽｹｱに焦点をあてて~ 委員会審議 －

第144回 2020年6月16日
消化器外科・一般外科

稲田涼
仙骨前腫瘍(Tailgut cystなど)の臨床病理学的特徴の検討 委員会審議 オプトアウト

第144回 2020年6月16日
消化器外科・一般外科

稲田涼
腹腔鏡下直腸癌切除における技術認定医手術参加の有用性に関する検討 委員会審議 オプトアウト

第144回 2020年6月16日
糖尿病・内分泌内科

菱田藍
生活習慣病と転写因子関連遺伝子多型との関連解析 委員会審議 －

第144回 2020年6月16日
整形外科
山川泰明

大腿骨転子部骨折に対する髄内釘術における術中骨折の検討 委員会審議 －

第144回 2020年6月16日
看護局

北添可奈子
ｵﾋﾟｵｲﾄﾞを使用するがん患者に対する看護ｶﾙﾃ記述の現状調査 委員会審議 －

第145回 2020年7月21日
脳神経外科
福田真紀

左総頚動脈と左鎖骨下動脈の閉塞を伴った右VA破裂動脈瘤 委員会審議 －

第145回 2020年7月21日
救命救急センター

齋坂雄一
救急医療機関におけるｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ患者の実態調査 委員会審議 －

第145回 2020年7月21日
血液内科・輸血科

藤下惠悟
5年以上長期保存した末梢血幹細胞の生細胞率を評価する研究 委員会審議 －

第145回 2020年7月21日
乳腺甲状腺外科

高畠大典
高齢者総合的機能評価ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾂｰﾙ開発のための､高齢乳がん患者を対象とした多施設共同前向き観察研究 委員会審議 －

第145回 2020年7月21日
医療技術局
横畠和宏

集中治療室における高齢患者に対する神経筋電気刺激療法の有効性の検討:ﾗﾝﾀﾞﾑ化比較試験 委員会審議 －

第145回 2020年7月21日
血液内科・輸血科

三道康永
濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫におけるobinutuzumab治療に関連した血小板減少の観察研究 委員会審議 オプトアウト

第147回 2020年9月15日
消化器外科
岡林雄大

膵頭十二指腸切除術周術期における周術期栄養管理とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの役割 迅速審査 －

第147回 2020年9月15日
救命救急科
盛實篤史

在宅療養に関わる医療･介護職への急変対応ｽｷﾙ向上に向けた講習会開催と効果検討 迅速審査 －

第147回 2020年9月15日
医療技術局
横畠和宏

慢性心不全患者のﾌﾚｲﾙ実態調査 迅速審査 －

第147回 2020年9月15日
小児科

所谷知穂
熱性けいれん重積を伴う突発性発疹症の宿主自然免疫応答の解析 迅速審査 －

第147回 2020年9月15日
小児科

所谷知穂
小児有熱性けいれん重積のなかで痙攣重積型急性脳症発症に関する前方視的調査研究 迅速審査 －

第147回 2020年9月15日
脳神経外科
福田真紀

高齢社会である高知県における椎骨脳底動脈解離の実態研究 迅速審査 －

第147回 2020年9月15日
泌尿器科
新良治

上部尿路結石症に対する経尿道的尿路結石破砕術における周術期合併症と術後尿管狭窄に関する全国調査 迅速審査 －

第148回 2020年10月20日
高知県立大学

木下真里
大学-臨床連携ｼｽﾃﾑによる感染症に対する地域包括的な対応能力の向上 委員会審議 －

臨床研究審査委員会事務局



承認された臨床研究（2020年度）

第148回 2020年10月20日
医療情報センター

大﨑久美子
院内がん登録とDPCを使ったQI研究(2018年症例) 委員会審議 オプトアウト

第148回 2020年10月20日
看護局NICU
笹山睦美

命に向き合う子どもと親のｴﾝﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾗｲﾌﾞへの看護支援ﾓﾃﾞﾙの構築と活用 委員会審議 －

第148回 2020年10月20日
耳鼻咽喉科
小桜謙一

救急搬送されためまい症例の検討 委員会審議 オプトアウト

第148回 2020年10月20日
救命救急センター

眞鍋有加
劇症型心筋炎に対しIMPELLAを挿入し治療を行った一例 委員会審議 －

第148回 2020年10月20日
血液内科・輸血科

三道康永
濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫におけるobinutuzumabの効果･耐性に関わる臨床分子病理学的検討 委員会審議 －

第149回 2020年11月17日
消化器外科
戸嶋俊明

当院における閉塞性大腸癌に対する治療戦略-bridging to surgeryとしての大腸ｽﾃﾝﾄと経肛門ｲﾚｳｽ管の短期･中期成績の比較から- 迅速審査 オプトアウト

第149回 2020年11月17日
放射線技術部

久米利明
肝臓における造影剤増強指数算出時の関心領域設定方法についての検証 迅速審査 オプトアウト

第149回 2020年11月17日
糖尿病・内分泌科

大高泰幸
妊娠糖尿病とｸﾞﾙｶｺﾞﾝ分泌異常 迅速審査 －

第149回 2020年11月17日
脳神経外科
福田真紀

血栓回収手技の院内統一の効果 迅速審査 オプトアウト

第149回 2020年11月17日
心臓血管外科

田中哲文
腋窩動脈から腎動脈還流を行った傍腎動脈型腹部大動脈瘤の4治験例 迅速審査 －

第150回 2020年12月15日
乳腺・甲状腺外科

大石一行
わが国における甲状腺未分化癌臨床情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成 迅速審査 オプトアウト

第150回 2020年12月15日
腎臓内科・膠原病科

土山芳德
尿中糖鎖ﾌﾟﾛﾌｧｲﾘﾝｸﾞによる腎疾患の診断方法の開発(Extant-2研究) 迅速審査 オプトアウト

第150回 2020年12月15日
整形外科
山川泰明

大腿骨頚基部骨折および前額面剪断骨折の治療成績に関する後方視的調査-多施設共同研究- 迅速審査 オプトアウト

第150回 2020年12月15日
看護局
谷春美

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症(COVID-19)重症患者への看護介入-褥瘡･医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)の予防に焦点を当てて- 迅速審査 －

第150回 2020年12月15日
看護局

前田茉利乃
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症患者への看護からの学び-重症化した患者に焦点を当てて- 迅速審査 －

第151回 2021年1月19日
高知県立大学

岩﨑順子
低出生体重児を抱える家族のFamily Confidence を育成する看護介入プログラムの開発～低出生体重児を抱える家族のFamily Confidenceの実態～ 迅速審査 －

第151回 2021年1月19日
血液内科
藤下惠悟

骨髄系腫瘍に対する移植後シクロフォスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植後のWT1 mRNA値と予後における観察研究 迅速審査 オプトアウト

第152回 2021年2月16日
消化器外科
戸嶋俊明

CMEを目指した横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の定型化 迅速審査 －

第152回 2021年2月16日
脳神経外科
福田真紀

脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性等の検証のための研究 迅速審査 －

第152回 2021年2月16日
脳神経外科
福田真紀

血栓吸引カテーテルを用いた機械的血栓回収療法の効果と安全性に関する多施設共同登録研究 迅速審査 －

臨床研究審査委員会事務局
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第152回 2021年2月16日
腫瘍内科
根来裕二

ctDNA解析を用いた再発胃癌／胃食道接合部癌の遺伝子プロファイルを明らかにするリキッドバイオプシー研究（Liquid-GEAR） 迅速審査 －

第152回 2021年2月16日
整形外科
山川泰明

大腿骨髄内釘術後の大腿骨近位部骨折の検討 迅速審査 －

第152回 2021年2月16日
消化器外科
福井康雄

消化器癌手術における術後感染症が癌予後に与える影響の多施設共同研究 迅速審査 －

第152回 2021年2月16日
消化器内科
高田昌史

内視鏡切除後pT1a-MMかつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌の長期予後に関する多施設共同後向き観察研究 迅速審査 －

第152回 2021年2月16日
消化器外科
澁谷祐一

食道扁平上皮癌に対する根治的FOLFOX-RTおよび緩和的FOLFOX療法の観察研究 迅速審査 －

第153回 2021年3月16日
消化器外科
佐藤琢爾

食道癌術前化学療法の奏効と再発形式の関連を明らかにするための多施設共同後ろ向き観察研究 迅速審査 －

第153回 2021年3月16日
呼吸器外科

岡本卓
2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究 迅速審査 －

臨床研究審査委員会事務局


