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新規 2019/5/15 承認
中央検査部
副技師長

藤原智子
薬剤耐性研究センター耐性菌ナショナル・サーベイランス（JARBS）
「グラム陰性桿菌の薬剤耐性と病原性に関する研究」

2019/5/15 2020/3/31

新規 2019/5/15 承認
小児外科
部長

金川勉 20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究 2019/5/15 2023/12/31

新規 2019/5/15 承認
産科
診療部長

佐世正勝 胎児3D画像描出の簡便化に関する研究 2019/5/15 2021/3/31

新規 2019/5/15 承認
産科
診療部長

佐世正勝
精神的な問題を持つ妊産婦の支援体制についての調査
(2)山口県で活動を行っている臨床心理士および公認心理師に対する精
神的な問題を持つ妊産婦との係わりに関する実態調査

2019/5/15 2020/3/31

報告 2019/5/15 確認
循環器内科
部長

中尾文昭 Japanese 3D-OCT Bifurcation Registry　＜進捗状況報告書＞ 2017/6/1 2023/12/31

報告 2019/5/15 確認
救急科
部長

本田真広
院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性の検討
＜重篤な有害事象に関する報告書：多施設HB0043(第1報)＞

2017/12/1 2021/2/28

報告 2019/5/15 確認
脳神経外科
部長

安田浩章 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
脳神経外科
部長

安田浩章
超急性期脳梗塞に対する血管内救済療法の効果に関する全国前向き登
録研究(RESCUE)-Japan Registry　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
脳神経外科
部長

安田浩章
超急性期脳梗塞に対する血管内治療の有効性確認のための無作為比
較研究　＜中止報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成 腎疾患における原因遺伝子の検索　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
平成21年度山口県感染症流行予測調査事業「麻疹等の流行予測調査」
＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
免疫異常症(免疫釜山小・アレルギー疾患)の遺伝子異常検索
＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
平成22年度山口県感染症流行予測調査事業「麻疹等の流行予測調査」
＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
平成23年度山口県感染症流行予測調査事業「麻疹等の流行予測調査」
＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
ヒトヘルペス属ウイルス感染症における中枢神経合併症の予後予測因子
に関する研究　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
吸入ステロイドでコントロール不十分な乳幼児喘息におけるサルメテロー
ル・フルチカゾン吸入配合剤の有用性検討　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成
アトピー性皮膚炎患者における末梢血ナチュラルキラー(NK)細胞に関す
る研究　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成 大気中PM2.5濃度の健康栄養に関する研究　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

真方浩行 Most Graph正常予測式作成研究　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
小児科
診療部長

真方浩行
アトピー性皮膚炎の子どものFamily Impactの概念とChildhood Atopic
Dermatitis Impact Scale日本版の開発　＜終了報告＞



区分
審議結果
通知日

審議
結果

所属
職名

申請者 議　　　題 開始日 終了予定

報告 2019/5/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B 細胞性　急性リンパ性白血
病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験(JALSG Ph(-）B-
ALL213)　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
成人　Burkitt　白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試
験(JALSG Burkitt-ALL213)　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
成人 precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療
法による第Ⅱ相臨床試験(JALSG T-ALL213-O)　＜終了報告＞

報告 2019/5/15 確認
産科
診療部長

佐世正勝
分娩監視装置(胎児心拍数陣痛図)における胎児心拍数の検出機能を改
善するための研究Ⅰ　胎児ドプラ心拍数と母体心電図の同時計測法の性
能評価　＜終了報告＞

新規 2019/6/19 承認
産科
診療部長

佐世正勝 胎児3D画像描出の簡便化に関する研究 2019/7/1

新規 2019/6/19 承認
へき地医療支援部
部長

横田　啓
トロミ水でも嚥下機能を反映するなら、Pharyngeal Delay Time(PDT)と
Laryngeal　Elevation　Delay Time(LEDT)はどちらが良い指標となり得る
か？

2019/7/1

新規 2019/6/19 承認
救急科
診療部長

井上　健 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査（熱中症即実登録調査） 2019/7/1

報告 2019/6/19 確認
脳神経外科
医師

長光　逸
脳主幹動脈急性閉塞/狭窄に対するアピキサバンの効果に関する観察
研究(ALVO)　＜終了報告＞

報告 2019/6/19 確認
救急科
診療部長

井上　健
急性一酸化炭素中毒レジストリ― Carbon monoxide Poisoning in
Japan(COP-J)study

新規 2019/7/8 承認
人工関節ｾﾝﾀｰ
ｾﾝﾀｰ長

椎木栄一
人工膝関節置換術を受けた患者の術前腎機能と術前術後の歩行機能の
関連

2019/7/30 2021/3/31

新規 2019/7/28 承認
感染対策室
師長

田中智子
DPC・JANISデータを用いた抗菌薬使用状況と耐性菌発現状況の関連性
評価

2019/8/6 2022/3/31

新規 2019/7/30 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

三浦正和
Short Physical Performance Batteryで分類した75歳以上の高齢心不全
患者の特徴

2019/8/6 2019/10/31

新規 2019/7/30 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

三浦正和
Crowe I形成不全性股関節症に対し人工股関節全置換術(Direct Anterior
Approach-Total Hip Arthroplasty)を実施した女性患者における術後歩行
自立に影響する術前因子の検討

2019/8/6 2019/10/31

新規 2019/8/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
診療部長

村田和弘
人工知能(Artificial Intelligence:AI)は嚥下音からnasogastric tube(NG
tube)の違いを聞き分けることができるだろうか？

2019/8/15 2024/3/31

新規 2019/8/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
診療部長

村田和弘
人工知能(Artificial Intelligence:AI)はゼリーと水分の嚥下音の違いを聞き
分けることができるだろうか？

2019/8/15 2024/3/31

新規 2019/9/12 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

三浦正和 心不全患者における認知機能と患者背景、身体機能の関係 2019/9/12 2019/11/30

新規 2019/9/18 保留
歯科口腔外科
部長

金川昭啓 疫学調査「口腔がん登録」 2022/12/31

新規 2019/9/18 承認
中央検査部
副技師長

藤原智子
日本における血液培養の陽性率と1,000患者日あたりの採取セット率、複
数セット率、汚染率の実態

2019/9/18 2020/3/31
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新規 2019/9/18 承認
へき地医療支援部
部長

中嶋裕 巡回診療を実施する無医離島におけるオンライン診療の実践と検証 2019/10/31 2020/3/31

変更 2019/9/18 承認
診療情報管理室
主事

伊藤由華
がん診療均てん化のための臨床情報データベースの構築と活用に関す
る研究(院内がん登録とDPCを使ったQI研究(2017年症例))
＜実施予定期間の延長＞

2013/8/2 2022/3/31

報告 2019/9/18 確認
整形外科
部長

椎木栄一
Persona人工膝関節全置換術におけるiASSIST Kneeナビゲーションシス
テム使用・未使用の前向き無作為化比較試験　＜終了報告＞

承認日 2019/12/31

報告 2019/9/18 確認 看護部 江上梨恵子
産前からのメンタルヘルス支援を必要とする妊婦の特性の検討
-エジンバラ産後うつ病質問票の分析から-　＜終了報告＞

2018/8/1 2019/6/30

新規 2019/9/19 承認
循環器内科
部長

上山　剛
≪迅速審査：変更　2019.9.27承認≫
カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト(J-ABレジストリー)
＜オプトアウトの期間延長＞

2017/8/15 2026/3/31

新規 2019/9/20 承認
循環器内科
診療部長
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

池田安宏
三浦正和

≪迅速審査：変更　2019.10.21承認≫
防府・山口地域心不全登録研究　-防府・山口地域連携心不全プログラ
ムへの活用-　＜オプトアウトの期間延長＞

2019/1/16 2022/9/30

新規 2019/9/21 承認
歯科口腔外科
部長

金川昭啓 疫学調査「口腔がん登録」 2019/11/20 2022/12/31

新規 2019/11/20 承認
外科
部長

金田好和
NEJ041/CS-Lung001:高齢者非細胞肺癌患者の患者満足度に対する機
能評価(Geriatric Assessments)の有用性を検討するクラスターランダム化
第3相比較臨床試験

2019/11/20 2021/3/31

新規 2019/11/20 保留
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

秋枝克昌 酸味冷触刺激が急性期嚥下障害患者の嚥下機能に与える効果 2019/11/20 2020/11/1

新規 2019/11/20 承認
へき地医療支援部
診療部長

原田昌範 へき地医療の推進に向けたオンライン診療体制の構築についての研究 2019/11/20 2021/3/31

新規 2019/11/20 承認
婦人科
副院長

中村康彦
「思春期・若年がん患者等を対象とした日本がん・生殖医療登録システム
による治療成績解析」への参加

2019/11/20 2021/3/24

変更 2019/11/20 承認
循環器内科
診療部長

池田安宏
レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研
究　＜調査対象期間の延長＞

2012/4/1 2020/3/31

変更 2019/11/20 承認
救急科
部長

本田真広
院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効性の検討
＜研究期間の延長＞

2017/12/1 2024/2/28

報告 2019/11/20 確認
生殖医療科
診療部長

浅田裕美
日本産婦人科学会　倫理委員会登録・調査小委員会生殖補助医療
(ART)登録及び登録情報に基づく研究

2019/11/20 2027/12/31

新規 2020/1/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

松下慎也 人工股関節全置換術後の満足度に影響を与える因子の検討 2020/1/15 2025/2/28

新規 2020/1/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

松下慎也 人口膝関節全置換術前後における身体機能およびQOLの経時的変化 2020/1/15 2027/2/28

新規 2020/1/15 保留
へき地医療支援部
部長

横田　啓 巡回診療を実施する中山間地域におけるオンライン診療の実践と検証 2020/1/15 2021/3/31

新規 2020/1/15 保留
へき地医療支援部
部長

宮野　馨
常勤体制の中山間地域へき地診療所におけるオンライン診療の実践と
検証

2020/1/15 2021/3/31
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新規 2020/1/15 承認
生殖医療科
診療部長

浅田裕美 女性ホルモン依存性婦人科良性疾患におけるゲノムDNAメチル化の解析 2020/1/15 2025/3/31

変更 2020/1/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
診療部長

村田和弘
家屋調査への3Dスキャナ導入が在宅復帰へもたらす影響について
＜実施予定期間の延長＞

2017/4/1 2022/3/31

報告 2020/1/15 確認
婦人科
副院長

中村康彦 卵巣癌の発生・進展に関わるlong non-coding RNA　＜終了報告＞ 2016/8/1 2019/3/31

報告 2020/1/15 確認
小児科
診療部長

長谷川真成 食物経口負荷試験によるアナフィラキシーに関する調査　＜終了報告＞ 2018/7/18 2019/3/31

報告 2020/1/15 確認
血液内科
部長

富永貴元
染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関
する観察研究　＜中止報告＞

2009/12/18 2019/12/18

報告 2020/1/15 確認
血液内科
部長

富永貴元
成人Core binding factor急性骨髄性白血病に対するシタラビン大量療法
のKIT遺伝子型別反応性を評価する臨床第Ⅳ相試験　＜中止報告＞

研究期間
10年間

2019/12/19

報告 2020/1/15 確認
血液内科
部長

富永貴元
FLT/ITD変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした同種造血幹細胞
移植療法の有効性と安全性に関する臨床第Ⅱ相試験　＜中止報告＞

総研究期
間
9年

2019/12/20

報告 2020/1/15 確認
血液内科
部長

富永貴元

チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝子学的完全寛解(Complete
Moiecular Response;CMR)に到達している慢性期慢性骨髄性白血病を対
象としたダサチニブ投与中止後の安全性と有効性を検討する臨床試験
＜中止報告＞

2012/7/1 2019/12/21

報告 2020/1/15 確認
診療情報管理室
主任主事

來島裕太
山口県立総合医療センターの医療提供の現状と今後の役割について
＜終了報告＞

2017/8/1 2019/3/31

報告 2020/1/15 確認
周産期3F
助産師

福田　楓
妊娠末期におけるインターネットの利用状況・疑問解決の実際と妊婦の
ニーズに即した効果的な健康指導方法の検討　＜終了報告＞

2019/4/1 2019/8/31

報告 2020/1/15 確認
へき地医療支援部
診療部長

原田昌範
頭頚部再建手術に対するCONUT変法による術前栄養評価の有効性の
検討　＜終了報告＞

2019/1/1 2019/5/31

報告 2020/1/15 確認
循環器内科
診療部長
リハビリ

池田安宏
三浦正和

Heart Failure mid-range Ejectiom Fraction患者の身体機能的特徴
-Heart Failure reduced Ejection Fraction,Heart Failure preserved
Ejection Fraction患者との比較-　＜終了報告＞

2019/1/16 2019/2/28

報告 2020/1/15 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

三浦正和
Crowe I形成不全性股関節症に対し人工股関節全置換術(Direct Anterior
Approach-Total Hip Arthroplasty)を実施した女性患者における術後歩行
自立に影響する術前因子の検討　＜終了報告＞

2019/8/6 2019/10/31

報告 2020/1/15 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

三浦正和
Short Physical Performance Batteryで分類した75歳以上の高齢心不全
患者の特徴　＜終了報告＞

2019/8/6 2019/10/31

報告 2020/1/15 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
理学療法士

三浦正和
心不全患者における認知機能と患者背景、身体機能の関係　＜終了報
告＞

2019/9/12 2019/11/30

報告 2020/1/15 確認
ICU
看護師

永田祐香里
当院ICU入室患者の起床時の睡眠感と睡眠感に影響を及ぼした要因と入
眠支援の方法について　＜終了報告＞

2019/4/1 2019/7/31

報告 2020/1/15 確認
外科
部長

須藤隆一郎
大腸癌治癒切除例に対するDIF(DPD Inhibi tory Fluoropyrimidines)製剤
療法の第Ⅱ相臨床試験　＜終了報告＞

2012/4/1 2017/3/31

報告 2020/1/15 確認
外科
部長

須藤隆一郎
ロンサーフ(TFTD)使用症例の後ろ向き観察(コホート)研究　(観察研究)
＜終了報告＞

2017/7/1 2019/6/30
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報告 2020/1/15 確認
外科
部長

須藤隆一郎
切除可能境界膵癌に対する術前化学療法に関する他施設共同前向き観
察研究　＜終了報告＞

2017/12/1 2019/8/31

報告 2020/1/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダ
サチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験
（JALSG Ph+ALL213）　＜終了報告＞

承認日 2019/12/31

報告 2020/1/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
発作性夜間ヘモグロビン尿症の保体溶血に対する治療薬反応性に関す
る遺伝子多型の同定に関する研究　＜終了報告＞

2016/1/5 2019/12/31

報告 2020/1/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
骨髄不全症候群および発作夜間ヘモグロビン尿症（PNH）疑い症例にお
けるGPIアンカー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義を明らかにするた
めの観察研究　＜終了報告＞

2017/11/1 2019/6/30

報告 2020/1/15 確認
血液内科
診療部長

高橋徹
重症熱性血小板減少症候群患者を対象とした転帰の調査　＜終了報告
＞

2018/12/1 2019/5/31

報告 2020/1/15 確認
放射線科
診療部長

三浦剛史
院内がん登録を活用した胸膜プラークをもつ肺がん患者の実態調査
＜終了報告＞

2018/11/21 2019/6/20

新規 2020/3/6 承認
リハビリテーション
科
診療部長

村田和弘
≪迅速審査：新規　2020.3.6承認≫
嚥下音は嚥下機能を反映するだろうか？

2020/2/6 2024/3/31

新規 2020/2/19 承認
へき地医療支援部
部長

横田　啓 巡回診療を実施する中山間地域におけるオンライン診療の実践と検証 2020/2/19 2021/3/31

新規 2020/2/19 承認
へき地医療支援部
部長

宮野　馨
常勤体制の中山間地域へき地診療所におけるオンライン診療の実践と
検証

2020/2/19 2021/3/31

変更 2020/2/19 承認
へき地医療支援部
部長

中嶋裕
巡回診療を実施する無医離島におけるオンライン診療の実践と検証
＜実施予定期間の延長＞

2019/10/1 2021/3/31

新規 2020/3/11 承認
整形外科
診療部長

重冨充則
≪迅速審査：新規　2020.3.11承認≫
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR) 構築に関する研究につい
て

2020/4/1 2030/3/31

変更 2020/3/11 承認
人工関節ｾﾝﾀｰ
ｾﾝﾀｰ長

椎木栄一
≪迅速審査：変更　2020.3.11承認≫
人口膝関節置換術を受けた患者の術前腎機能と術後の歩行機能の関連
＜調査方法の変更＞

2019/7/30 2021/3/31

変更 2020/3/11 承認
脳神経外科
診療部長

藤井正美
≪迅速審査：変更　2020.3.11承認≫
心電図解析を用いたてんかん発作の検知・予知・鑑別診断プログラムの
開発のための研究　＜実施予定期間の延長＞

2018/1/17 2024/3/31

変更 2020/3/11 承認
脳神経外科
診療部長

藤井正美
≪迅速審査：変更　2020.3.11承認≫
ウェアラブルてんかんモニタリングデバイス開発に関する研究
＜実施予定期間の延長＞

2018/1/17 2024/3/31

変更 2020/3/11 承認
脳神経外科
部長

浦川学
≪迅速審査：変更　2020.3.11承認≫
脳卒中の医療体制の整備のための研究　＜データ使用期間の変更＞

2021/3/31

新規 2020/3/18 承認
へき地医療支援部
部長

横田　啓 見島における慢性腎臓病の現状把握 2020/3/18 2020/3/31

新規 2020/3/18 承認
心臓血管外科
部長

鈴木一弘
冠動脈バイパス術に使用する大伏在静脈・動脈グラフト採取・保存に関
する前向き検討

2020/3/18 2025/3/31
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新規 2020/3/18 承認
へき地医療支援部
部長
診療部長

原田昌範 へき地における小児科、サンフジ化領域の遠隔健康医療相談実証 2020/3/18 2022/3/31


