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新規 2021/4/2 承認
外科

部長
金田好和

≪迅速審査：新規　2021.4.2承認≫

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：

肺癌登録合同委員会　第11次事業

2021/4/2 2021/12/31

新規 2021/4/2 承認
消化器外科

診療部長
木村輝昭

≪迅速審査：新規　2021.4.2承認≫

消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築
2021/4/2 2024/12/31

変更 2021/4/2 承認

周産期母子医療セ

ンター

センター長

佐世正勝
≪迅速審査：変更　2021.4.2承認≫

胎児3D画像描出の簡便化に関する研究　＜実施予定期間の変更＞
2022/3/31

変更 2021/4/12 承認
外科

部長
山下修

≪迅速審査：変更　2021.4.12承認≫

破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関

する全国多施設観察研究　＜実施予定期間の変更等＞

2018/1/1 2025/12/31

新規 2021/4/12 承認
周産期3F

助産師
藤本真有

≪迅速審査：新規　2021.4.12承認≫

緊急帝王切開時における夫の心理的体験
2021/4/12 2021/12/31

新規 2021/4/12 承認
薬剤部

主任
礒部邦彌

≪迅速審査：新規　2021.4.12承認≫

妊娠による血中レベチラセタム濃度の変化
2021/4/12 2022/3/31

変更 2021/4/12 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：変更　2021.4.12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）

2028/2/28

変更 2021/4/12 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：変更　2021.4.12承認≫

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）

2028/2/28

新規 2021/4/12 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：新規　2021.4.12承認≫

難治性悪性リンパ腫におけるCAR-T療法耐性の分子メカニズムの解明に関する研究
2021/4/12 2025/3/31

新規 2021/4/12 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：新規　2021.4.12承認≫

遺伝性血栓性素因による特発性血栓症の疫学研究（二次調査）
2021/4/12 2022/3/31

新規 2021/4/12 承認
薬剤部

主任技師
名和田幸介

≪迅速審査：新規　2021.4.12承認≫

症例報告「カペシタビンのCYP2C9阻害作用によりワルファリンの効果増強が生じた症

例」

2021/4/12
症例報告

終了まで

新規 2021/5/19 承認
整形外科

部長
椎木栄一

Robotic surgery(MAKO)を用いた人工膝関節全置換術におけるMechanicalお

よびKinematic alignmentの前向きランダム化比較試験
2021/5/19 2033/12/31

新規 2021/5/19 承認
整形外科

部長
椎木栄一

Robotic surgery(ROSA)を用いた人工膝関節全置換術におけるMechanicalお

よびKinematic alignmentの前向きランダム化比較試験
2021/5/19 2033/12/31
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新規 2021/5/19 承認
リハビリテーション科

部長
芥川なおこ

症例報告「ECMO管理を必要とした重症COVID-19患者に対してリハビリテーション

治療を実施した一例」
2021/5/19

対象症例

の該当入

院期間中

変更 2022/1/19 承認
外科

部長
金田好和

≪迅速審査：変更　2021.6.9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

＜研究責任者の変更等＞

2020/9/28 2026/6/30

変更 2021/6/9 承認 看護師 竹内さつき

≪迅速審査：変更　2021.6.9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

効果の検証　＜目標症例数の変更等＞

2023/10/31

変更 2021/6/9 承認

総合周産期母子医

療センター

センター長

佐世正勝
≪迅速審査：変更　2021.6.9承認≫

胎児3D画像描出の簡便化に関する研究　＜担当者所属の変更等＞
2022/3/31

新規 2021/6/9 承認
形成外科

参与
村上隆一

≪迅速審査：新規　2021.6.9承認≫

ニトログリセリン服用後CT血管造影所見により前外側大腿皮弁から前内側大腿皮

弁に変更した5症例

2021/6/9 2021/12/31

新規 2021/7/8 承認
小児科

診療部長
長谷川真成

≪迅速審査：新規　2021.7.8承認≫

感染症流行予測調査事業（毎年7月1日～9月30日）
2021/7/8 2028/3/31

報告 2021/7/15 確認
産婦人科

部長
大谷恵子

≪迅速審査：報告　2021.7.15承認≫

日本産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

2021/7/9 2027/12/31

変更 2021/7/27 承認
診療情報管理室

主任主事
伊藤由華

≪迅速審査：変更　2021.7.27承認≫

がん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))　＜データ使用年度の変更

＞

2021/7/27 2022/3/31

新規 2021/7/28 承認
産婦人科

副院長
中村康彦

≪迅速審査：新規　2021.7.28承認≫

原発性卵巣不全患者における減数分裂関連転写因子異常の探索
2021/7/28 2025/3/31

新規 2021/8/2 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　2021.8.2承認≫

第5世代移動通信システム(5G)を用いた嚥下内視鏡および嚥下造影検査指導お

よび導入の試み

2021/8/2 2023/3/31

新規 2021/8/6 承認
遺伝診療科

部長
佐世正勝

≪迅速審査：新規　2021.8.6承認≫

遺伝性結合組織疾患の病態解明研究
2021/8/6 2021/10/1
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新規 2021/8/6 承認 看護部 村田佳子

≪迅速審査：新規　2021.8.6承認≫

免疫チェックポイント阻害薬の使用状況と免疫関連有害事象の出現状況および患

者支援の在り方

2021/8/6 2021/8/27

新規 2021/8/31 承認
新生児科

診療部長
長谷川恵子

≪迅速審査：新規　2021.8.31承認≫

経腟分娩における分娩第2期の急速な進行が正規産児の呼吸障害に及ぼす影響

についての後方視的検討

2021/8/31 2022/12/31

変更 2021/8/31 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2021.8.31承認≫

COVID-19に関するレジストリ研究
2021/8/31 2024/3/31

新規 2021/9/7 承認
小児科

診療部長
長谷川真成

≪迅速審査：新規　2021.9.7承認≫

山口県における新生児・乳児消化気管アレルギー患者の疫学の検討
2021/9/7 2024/12/31

新規 2021/9/27 承認
皮膚科

診療部長
山田隆弘

≪迅速審査：新規　2021.9.27承認≫

当院におけるアトピー性皮膚炎に対する生物学的製剤投与による治療効果に関する

研究

2021/9/27 2022/2/28

変更 2021/9/27 承認
産婦人科

部長
佐世正勝

≪迅速審査：新規　2021.9.27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

(4)産婦人科診療施設の状況と今後の対応に関する調査

2021/9/27 2022/3/31

新規 2021/11/5 承認
産婦人科

副院長
中村康彦

≪実施許可申請　2021.11.5許可≫

患者報告アウトカムや全国がん登録と連携した、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

2021/11/15 2026/3/31

新規 2021/11/4 承認
生殖医療科

診療部長
浅田裕美

≪迅速審査：新規　2021.11.4承認≫

妊娠初期流産の治療成績の検討
2021/11/4 2024/3/31

新規 2021/11/4 承認
薬剤部

主任
礒部邦彌

≪迅速審査：新規　2021.11.4承認≫

新型コロナウイルス感染症で鎮静が血清クレアチニンに与える影響
2021/11/4 2022/12/31

新規 2021/11/4 承認
薬剤部

主任
礒部邦彌

≪迅速審査：新規　2021.11.4承認≫

アベマシクリブの血清クレアチニンに与える影響
2021/11/4 2022/12/31

新規 2021/11/5 承認
産婦人科

副院長
中村康彦

≪迅速審査：新規　2021.11.5承認≫

血中AMHによりグループ分けした症例における不妊治療成績の検討
2021/11/5 2023/3/31

新規 2021/11/10 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：新規　2021.11.10承認≫

重症熱性血小板減少症候群の感染実態と重篤な合併症に対する補助療法の日

本におけるアンケート調査研究

新規 2021/11/18 承認
腎総内科

診療部長
池上直慶

≪迅速審査：新規　2021.11.18承認≫

多施設共同での全身性エリテマトーデス患者のQOLに関するアンケート調査
2021/11/9 2026/3/31
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変更 2021/11/18 承認
循環器内科

診療部長
池田安宏

≪迅速審査：変更　2021.11.18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

＜実施予定期間の変更等＞

2030/3/31

新規 2021/11/26 承認
産婦人科

部長
大谷恵子

≪迅速審査：新規　2021.11.26承認≫

周産期のメンタルヘルス調査とパートナーへの介入方法に関する研究
2021/11/26 2025/3/31

変更 2021/11/26 承認
薬剤部

主任技師
河濟悠生

≪迅速審査：変更　2021.11.26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＜実施予定期間の変更

＞

2022/9/30

新規 2021/12/3 承認
消化器外科

診療部長
木村輝昭

≪迅速審査：新規　2021.12.3承認≫

消化器内視鏡に関する疾患、治療手技データベース構築（9版）
2021/12/3 2024/12/31

新規 2021/12/23 承認
薬剤部

主任技師
家永友昭

≪迅速審査：新規　2021.12.23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
2022/12/31

新規 2022/2/4 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：新規　2022.1.4承認≫

新たな大腿骨ステムを用いた人工股関節置換術における術後経過観察
2025/6/30

新規 2022/1/11 承認
産婦人科

部長
佐世正勝

≪迅速審査：新規　2022.1.11承認≫

当院の妊産婦におけるCOVID-19ワクチン接種状況についての検討
2023/3/31

変更 2022/1/11 承認
泌尿器科

診療部長
山本光孝

≪迅速審査：変更　2022.1.11承認≫

日本透析医学会統計調査
2022/10/31

変更 2022/1/11 承認
脳神経外科

部長
浦川学

≪迅速審査：変更　2022.1.11承認≫

レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査
2026/3/31

報告 2022/9/21 確認
循環器内科

診療部長
池田安宏

≪報告：重篤な有害事象に関する報告書≫

慢性心不全患者におけるダントロレンの予後および心室性不整脈に与える効果と安

全性を評価する多施設ランダム化二重盲検試験（SHO-0180）

報告 2021/7/1 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

部長
芥川なおこ

≪終了報告≫

症例報告「ECMO管理を必要とした重症COVID-19患者に対してリハビリテーション

治療を実施した一例」

2021/5/19 2021/6/13

報告 2021/10/5 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

部長
河野有亮

≪終了報告≫

COVID-19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 2021/10/5

報告 2021/11/15 確認
外来治療室

看護師
村田圭子

≪終了報告≫

免疫チェックポイント阻害薬の使用状況と免疫関連有害事象の出現状況及び患者

支援の在り方

2021/8/6 2021/8/27

報告 2021/12/20 確認
薬剤部

主任技師
河濟悠生

≪終了報告≫

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 2021/12/20
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報告 2021/12/27 確認
外来治療室

看護師
村田圭子

≪終了報告≫

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

2020/11/19 2021/8/27

新規 2021/8/31 承認
新生児科

診療部長
長谷川恵子

≪迅速審査：新規　2021.8.31承認≫

経腟分娩における分娩第2期の急速な進行が正規産児の呼吸障害に及ぼす影響

についての後方視的検討

2021/8/31 2022/12/31

変更 2021/8/31 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2021.8.31承認≫

COVID-19に関するレジストリ研究
2021/8/31 2024/3/31

新規 2021/9/7 承認
小児科

診療部長
長谷川真成

≪迅速審査：新規　2021.9.7承認≫

山口県における新生児・乳児消化気管アレルギー患者の疫学の検討
2021/9/7 2024/12/31

新規 2021/9/27 承認
皮膚科

診療部長
山田隆弘

≪迅速審査：新規　2021.9.27承認≫

当院におけるアトピー性皮膚炎に対する生物学的製剤投与による治療効果に関する

研究

2021/9/27 2022/2/28

変更 2021/9/27 承認
産婦人科

部長
佐世正勝

≪迅速審査：新規　2021.9.27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

(4)産婦人科診療施設の状況と今後の対応に関する調査

2021/9/27 2022/3/31

新規 2021/11/5 承認
産婦人科

副院長
中村康彦

≪実施許可申請　2021.11.5許可≫

患者報告アウトカムや全国がん登録と連携した、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

2021/11/15 2026/3/31

新規 2021/11/4 承認
生殖医療科

診療部長
浅田裕美

≪迅速審査：新規　2021.11.4承認≫

妊娠初期流産の治療成績の検討
2021/11/4 2024/3/31

新規 2021/11/4 承認
薬剤部

主任
礒部邦彌

≪迅速審査：新規　2021.11.4承認≫

新型コロナウイルス感染症で鎮静が血清クレアチニンに与える影響
2021/11/4 2022/12/31

新規 2021/11/4 承認
薬剤部

主任
礒部邦彌

≪迅速審査：新規　2021.11.4承認≫

アベマシクリブの血清クレアチニンに与える影響
2021/11/4 2022/12/31

新規 2021/11/5 承認
産婦人科

副院長
中村康彦

≪迅速審査：新規　2021.11.5承認≫

血中AMHによりグループ分けした症例における不妊治療成績の検討
2021/11/5 2023/3/31

新規 2021/11/10 承認
血液内科

診療部長
高橋徹

≪迅速審査：新規　2021.11.10承認≫

重症熱性血小板減少症候群の感染実態と重篤な合併症に対する補助療法の日

本におけるアンケート調査研究

新規 2021/11/18 承認
腎総内科

診療部長
池上直慶

≪迅速審査：新規　2021.11.18承認≫

多施設共同での全身性エリテマトーデス患者のQOLに関するアンケート調査
2021/11/9 2026/3/31
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通知日
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職名
申請者 議　　　題 開始日 終了予定

変更 2021/11/18 承認
循環器内科

診療部長
池田安宏

≪迅速審査：変更　2021.11.18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

＜実施予定期間の変更等＞

2030/3/31

新規 2021/11/26 承認
産婦人科

部長
大谷恵子

≪迅速審査：新規　2021.11.26承認≫

周産期のメンタルヘルス調査とパートナーへの介入方法に関する研究
2021/11/26 2025/3/31

変更 2021/11/26 承認
薬剤部

主任技師
河濟悠生

≪迅速審査：変更　2021.11.26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＜実施予定期間の変更

＞

2022/9/30

新規 2021/12/3 承認
消化器外科

診療部長
木村輝昭

≪迅速審査：新規　2021.12.3承認≫

消化器内視鏡に関する疾患、治療手技データベース構築（9版）
2021/12/3 2024/12/31

新規 2021/12/23 承認
薬剤部

主任技師
家永友昭

≪迅速審査：新規　2021.12.23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
2022/12/31

新規 2022/2/4 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：新規　2022.1.4承認≫

新たな大腿骨ステムを用いた人工股関節置換術における術後経過観察
2025/6/30

新規 2022/1/11 承認
産婦人科

部長
佐世正勝

≪迅速審査：新規　2022.1.11承認≫

当院の妊産婦におけるCOVID-19ワクチン接種状況についての検討
2023/3/31

変更 2022/1/11 承認
泌尿器科

診療部長
山本光孝

≪迅速審査：変更　2022.1.11承認≫

日本透析医学会統計調査
2022/10/31

変更 2022/1/11 承認
脳神経外科

部長
浦川学

≪迅速審査：変更　2022.1.11承認≫

レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査
2026/3/31

報告 2022/9/21 確認
循環器内科

診療部長
池田安宏

≪報告：重篤な有害事象に関する報告書≫

慢性心不全患者におけるダントロレンの予後および心室性不整脈に与える効果と安

全性を評価する多施設ランダム化二重盲検試験（SHO-0180）

報告 2021/7/1 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

部長
芥川なおこ

≪終了報告≫

症例報告「ECMO管理を必要とした重症COVID-19患者に対してリハビリテーション

治療を実施した一例」

2021/5/19 2021/6/13

報告 2021/10/5 確認
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

部長
河野有亮

≪終了報告≫

COVID-19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 2021/10/5

報告 2021/11/15 確認
外来治療室

看護師
村田圭子

≪終了報告≫

免疫チェックポイント阻害薬の使用状況と免疫関連有害事象の出現状況及び患者

支援の在り方

2021/8/6 2021/8/27

報告 2021/12/20 確認
薬剤部

主任技師
河濟悠生

≪終了報告≫

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 2021/12/20
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報告 2021/12/27 確認
外来治療室

看護師
村田圭子

≪終了報告≫

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

2020/11/19 2021/8/27

変更 2021/2/16 承認
脳神経内科

副院長
福迫俊弘

≪迅速審査：変更　2022.2.16承認≫

COVID-19に関するレジストリ研究
2024/3/31

新規 2022/2/26 承認
リハビリテーション科

理学療法士
三浦正和

≪迅速審査：新規　2022.2.16承認≫

左室収縮能が軽度低下した心不全患者において栄養状態が退院後の転帰に与え

る影響

2022/2/21 2023/3/31

新規 2022/2/26 承認
へき地医療支援部

部長
横田啓

≪迅速審査：新規　2022.2.16承認≫

医療機関における新型コロナウイルス感染症クラスターの疫学的ウイルス学的検討
2022/2/21 2023/3/31

報告 2022/3/16 確認
循環器内科

副院長
池田安宏

≪特定臨床研究：重篤な有害事象に関する報告≫

慢性心不全患者におけるダントロレンの予後お型コロナウイルス感染症クラスターの疫

学的ウイルス学的検討

報告 2022/3/16 確認
皮膚科

診療部長
山田隆弘

≪終了報告≫

投下におけるアトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの使用経験
2018/4/1 2021/12/31

変更 2022/3/28 承認
整形外科

診療部長
重冨充則

≪迅速審査：変更　2022.3.28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 2022/3/30 承認
整形外科

部長
岡﨑朋也

≪迅速審査：変更　2022.3.30承認≫

新たな大腿骨ステムを用いた人工股関節置換術における術後経過観察
2025/6/30


