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新規 2020/4/15 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

JALSG参加施設において新規に発症した全AML,全MDS,全CMML症例に対

して施行された治療方法と患者側因子が5年生存率に及ぼす影響を検討す

る観察研究(前向き臨床観察研究)JALSG AML/MDS/CMML Clinical

Observational Study(JALSG-CS)-17

2020/4/15 2026/4/30

新規 2020/4/15 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケンスの実行可能性に関す

る研究(JALSG CS-17-Molecular)
2020/4/15 2026/8/31

新規 2020/4/15 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘 COVID-19に関するレジストリ研究 2020/4/15 2023/1/31

新規 2020/4/15 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

ファビピラビ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(観察研究)
2020/4/15 2020/12/31

新規 2020/4/15 承認
循環器内科

診療部長
池田安宏 JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 2020/4/15 2022/3/31

新規 2020/4/15 保留
5階南病棟

看護師
竹内さつき 患者教育用の術前オリエンテーションの効果を検証する 2020/4/15 2020/7/31

変更 2020/4/15 再審議
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　＜

変更＞

第3版→第4版

2020/4/15 2021/3/31

変更 2020/4/15 再審議
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　＜

変更＞　第4版→第5版
2020/4/15 2021/3/31

変更 2020/4/15 再審議
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　＜

変更＞　第5版→第6版
2020/4/15 2021/3/31

報告 2020/4/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

診療部長
村田和弘

≪迅速審査：新規　2020.3.6承認≫

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＞
2020/2/6 2024/3/31

報告 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

報告 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
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報告 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

報告 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

報告 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＞
2018/3/14 2021/3/31

変更 2020/4/16 承認
へき地医療支援部

診療部長
原田昌範

≪迅速審査：変更　2020.4.16承認≫

へき地における、小児科、産婦人科領域の遠隔健康医療相談実証

＜調査方法の変更＞

2020/3/18 2022/3/31

変更 2020/4/17 承認
へき地医療支援部

診療部長
原田昌範

≪迅速審査：変更　2020.4.17承認≫

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　＜

研究方法の変更＞

2019/11/20 2021/3/31

変更 2020/4/24 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.4.24承認≫

COVID-19に関するレジストリ研究　＜研究分担者の追加＞
2020/4/15 2023/1/31

変更 2020/4/24 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.4.24承認≫

ファビピラビ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(観察研究)　＜研究分担者の追加＞

2020/4/15 2020/12/31

変更 2020/5/1 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.4.24承認≫

COVID-19に関するレジストリ研究　＜研究分担者の追加＞
2020/4/15 2023/1/31

変更 2020/5/1 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.4.24承認≫

ファビピラビ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(観察研究)　＜研究分担者の追加＞

2020/4/15 2020/12/31

新規 2020/5/19 承認
中央検査部

副技師長
藤原智子

≪迅速審査：新規　2020.5.19承認≫

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)

薬剤耐性と病原性に関する研究

2020/5/19 2020/9/30
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新規 2020/5/19 承認
5階南病棟

看護師
竹内さつき

≪迅速審査：新規　2020.5.19承認≫

人工膝関節置換術を受ける患者に対する視聴覚教材を用いたオリエンテー

ションの効果検証

2020/5/19 2020/10/31

新規 2020/5/19 承認
薬剤部

主任
渡邊太朗

≪迅速審査：新規　2020.5.19承認≫

乳がん入院患者における効率的な薬学的管理にむけた実態調査
2020/5/19 2020/7/31

新規 2020/5/19 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：新規　2020.5.19承認≫

特発性好酸球増加症候群の診療ガイドライン作成に向けた疫学研究
2020/5/19 2024/3/31

変更 2020/5/29 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.5.29承認≫

ファビピラビ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(観察研究)　＜目標症例数の変更＞

2020/4/15 2020/12/31

変更 2020/6/3 承認
へき地医療支援部

診療部長
原田昌範

≪迅速審査：変更　2020.6.3承認≫

へき地における、小児科、産婦人科領域の遠隔健康医療相談実証

＜同意取得方法の変更＞

2020/3/18 2022/3/31

新規 2020/7/15 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

診療部長
村田和弘

嚥下音聴取マイクの開発および嚥下音による特発性好酸球増加症候群の診

療ガイドライン作成に向けた疫学研究
2020/7/15 2024/3/31

新規 2020/7/15 承認
皮膚科

医師
白水舞

≪迅速審査：新規　2020.7.15承認≫

2019年1月から12月の薬疹の分析
2020/7/15 2021/3/31

新規 2020/7/15 承認
診療情報管理室

主任
來島裕太

≪迅速審査：新規　2020.7.15承認≫

DPCデータ及び診療情報管理システム等を用いたクリニカルパス有効性の

検討

2020/7/15 2024/3/31

新規 2020/7/15 承認
薬剤部

副部長
木村福男

≪迅速審査：新規　2020.7.15承認≫

当院NSTの現状と課題
2020/7/15 2021/1/31

新規 2020/9/16 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

診療部長
河野有亮 血液悪性腫瘍患者の入院化学療法中の身体活動とサルコペニアの関連 2020/9/16 2023/3/31

新規 2020/9/16 承認
外来治療室

看護師
村田佳子

外来化学療法を受ける高齢がん患者のセルフケア能力の変動とその変動に

影響を及ぼす因子の検討
2020/9/16 2021/9/30

報告 2020/8/20 承認
へき地医療支援部

部長
中嶋裕

≪迅速審査：新規　2020.8.20承認≫

環境中の新型コロナウイルス検出に関する研究
2020/8/20 2021/3/31
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報告 2020/8/25 承認
外科

部長
須藤隆一郎

≪迅速審査：新規　2020.8.25承認≫

山口県内の膵頭十二指腸切除症例に関する多施設共同後ろ向き観察研究
2020/8/25 2021/3/31

報告 2020/8/25 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：変更　2020.8.25承認≫

JALSG参加施設において新規に発症した全AML,全MDS,全CMML症例に対

して施行された治療方法と患者側因子が5年生存率に及ぼす影響を検討す

る観察研究(前向き臨床観察研究)JALSG AML/MDS/CMML Clinical

Observation Study(JALSG-CS)-17

2020/4/15 2026/3/31

報告 2020/9/16 確認
産婦人科

部長
三輪照未 当院における精神疾患合併症妊娠についての検証　＜終了報告＞ 2018/9/19 2020/7/21

報告 2020/9/16 確認
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(熱中症即日登録調査)

　＜終了報告＞
2019/7/1 2019/9/30

報告 2020/9/16 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　　　　＜終了報告＞
2015/10/1 2019/3/31

変更 2020/9/16 承認
へき地医療支援部

部長
横田啓

≪迅速審査：変更　2020.9.16承認≫

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
2020/9/16 2021/3/31

変更 2020/9/16 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.9.16承認≫

COVID-19に関するレジストリ研究
2020/9/16 2024/3/31

変更 2020/9/16 承認
産婦人科

部長
大谷恵子

≪迅速審査：変更　2020.9.16承認≫

日本産か婦人科学会　婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事業及び登

録情報に基づく研究（他の医療機関への既存情報の提供に関する届出書）

新規 2020/9/28 承認
外科

部長
金田好和

≪迅速審査：新規　2020.9.28承認≫

山口県呼吸器外科手術症例数の推移と手術成績に関する調査
2020/9/24 2025/12/31

変更 2020/9/28 承認
外来治療室

看護師
村田佳子

≪迅速審査：変更　2020.9.28承認≫

山口県呼吸器外科手術症例数の推移と手術成績に関する調査
2020/9/16 2021/9/30

変更 2020/10/1 承認
診療情報管理室

主事
伊藤由華

≪迅速審査：変更　2020.10.1承認≫

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(2018年症例))

2013/8/2 2022/3/31
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新規 2020/10/21 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

理学療法士
三浦正和 慢性心不全患者のフレイル実態調査（前向き多施設観察研究） 2020/10/21 2023/3/31

新規 2020/10/26 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：新規　2020.10.26承認≫

国内外の先天性および後天性の血友病を含む出血性疾患の調査研究
2020/10/26 2021/3/31

変更 2020/11/2 承認
産婦人科

診療部長
佐世正勝

≪迅速審査：変更　2020.11.12承認≫

精神的な問題を持つ妊産婦の支援体制についての調査

(3)市町の保健センターの現状と臨床心理士・公認心理士に関する調査

2019/9/15 2021/3/31

新規 2020/11/2 承認
感染対策室

室長
中嶋裕

≪迅速審査：新規　2020.11.12承認≫

当院における新型コロナウイルスの入院診療に関する研究
2020/11/12 2020/12/31

新規 2020/12/9 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：新規　2020.12.9承認≫

人工股関節全置換術・膝関節全置換術、人工股関節再置換術、人工膝関節

再置換術に関する術前術後の臨床評価の検討

2020/12/9 2027/3/31

新規 2020/12/9 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：新規　2020.12.9承認≫

膝関節靭帯損傷（前十字靭帯、後十字靭帯、内側外側側副靭帯）及び半月

板損傷に対する術前術後の臨床評価の検討

2020/12/9 2027/3/31

新規 2020/12/9 承認
救急科

部長
本田真広

≪迅速審査：新規　2020.12.9承認≫

COVID-19感染患者治療の疫学的調査
2020/12/9 2025/3/31

変更 2020/12/9 承認
脳神経外科

部長
浦川学

≪迅速審査：変更　2020.12.9承認≫

脳卒中の医療体制の整備のための研究
2018/3/14 2026/3/31

変更 2020/12/9 承認
循環器内科

診療部長
池田安宏

≪迅速審査：変更　2020.12.9承認≫

レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する

研究

2012/4/1 2030/3/31

新規 2020/12/9 承認
へき地医療支援部

部長
中嶋裕

≪迅速審査：新規　2020.12.9承認≫

環境中の新型コロナウイルス検出に関する研究
2020/12/9 2021/3/31

新規 2020/12/14 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：新規　2020.12.14承認≫

「GS-Taperステム」における固定性に関する調査
2020/12/14 2024/3/31

変更 2020/12/24 承認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

理学療法士
河野有亮

≪迅速審査：変更　2020.12.24承認≫

血液悪性腫瘍患者の入院化学療法中の身体活動とサルコメアの関連
2020/9/16 2023/3/31
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変更 2020/12/24 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2020.12.14承認≫

「GS-Taperステム」における固定性に関する調査
2020/4/15 2021/12/31

変更 2021/1/8 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：変更　2021.1.8承認≫

疫学調査「血液疾患登録」
2016/1/1 2031/12/31

変更 2021/1/13 承認
婦人科

副院長
中村康彦

≪迅速審査：変更　2021.1.13承認≫

「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 2026/3/31

新規 2021/1/13 承認
婦人科

副院長
中村康彦

≪迅速審査：新規　2021.1.13承認≫

「本邦における小児・AYA世代がん患者に対する妊孕性温存における長期

検体保管体制に関する実態調査」

2021/1/13 2022/12/31

新規 2021/1/20 承認
循環器内科

部長
上山剛 新規我が国における心臓植え込み型デバイス治療の登録調査 2021/1/20 2023/3/31

新規 2021/1/20 承認
産科

診療部長
佐世正勝 外国臨床検査会社に委託する遺伝学的検査の実施に関する研究 2021/1/20 2025/3/31

新規 2021/1/20 承認
泌尿器科

診療部長
山本光孝 日本透析医学会統計調査 2021/1/20 2021/10/31

新規 2021/1/20 承認
へき地医療支援部

診療部長
原田昌範

第5世代移動通信システム（5G）を用いた上部消化管内視鏡検査遠隔支援

に関する質的研究
2021/1/20 2023/3/31

新規 2021/2/17 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：新規　2021.2.17承認≫

山口大学整形外科関連病院における整形外科疾患に対する手術調査
2021/2/17 2025/3/31

新規 2021/3/10 承認
新生児科

診療部長
長谷川恵子

≪迅速審査：新規　2021.3.10承認≫

病棟薬剤業務実施後の薬剤師による介入の効果について
2021/3/10 2021/9/30

新規 2021/3/10 承認
薬剤部

主任技師
河濟悠生

≪迅速審査：新規　2021.3.10承認≫

病棟薬剤業務実施後の薬剤師による介入の効果について
2021/3/10 2021/9/30

新規 2021/3/10 承認

リハビリテーショ

ン科

理学療法士

河野有亮
症例報告　COVID19により長期V-VECMO管理となった患者のリハビリ

テーションの経験
2021/3/17 症例報告終了まで


