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研　　究　　課　　題　　名 申請講座名 許可日 備考

003 単科精神科病院における終末期医療ニーズの研究 精神医学教室 小林　聡幸 准教授 H28.8.25 迅速審査

005 統計情報の活用を通じた地域医療資源の分布に関する研究
地域医療学センター
（地域医療政策部門）

小池 創一 教授 H28.6.8 迅速審査

006 新専門医制度に関する研究
地域医療学センター
（地域医療政策部門）

小池 創一 教授 H28.6.8 迅速審査

008 東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究対象者における精密検査結果の検討 臨床検査医学講座 谷口 信行 教授 H28.7.20 迅速審査

009 切迫早産で入院した母親の妊娠期から出産後早期における母乳育児を通した体験とその支援 看護学部母性看護学 成田 伸
教授
（看護学部）

H28.7.19 迅速審査

011 二次予防対象高齢者の介護予防に果たす高齢者自主グループの機能 看護学部地域看護学 春山 早苗 看護学部長 H28.8.19 迅速審査

012 神経内分泌腫瘍(NEN)肝転移に対する肝切除症例に関する後ろ向き研究 消化器外科 佐田尚宏 教授 H28.7.14 迅速審査

013
小児ランゲルハンス細胞組織球症に対する造血細胞移植の日本小児血液・がん学会会員施設に
対する二次調査票による後方視的共同研究

小児科 森本哲 学内教授 H28.7.4 迅速審査

014 吸血昆虫由来の新規生理活性物質の探索
感染・免疫学講座
（医動物学部門）

加藤大智 教授 H28.7.14 迅速審査

015 リーシュマニア症の疫学調査（Epidemiological studies on leishmaniasis）
感染・免疫学講座
（医動物学部門）

加藤大智 教授 H28.7.4 迅速審査

016 卵巣神経内分泌腫瘍の病理組織学的再分類と臨床予後への影響に関する後方視的研究 産婦人科学講座 森澤 宏行 病院助教 H28.7.11 迅速審査

018 腎臓病における血中Calciprotein particle測定の臨床的意義 臨床検査医学講座 岩津好隆 学内講師 H28.7.26 迅速審査

019 外来化学療法における薬剤師外来での支持療法への関わり 薬剤部 奥田泰考 薬剤師 H28.8.4 迅速審査

020
診療所併設介護老人保健施設から在宅療養へ向けたシームレスな看護実践とその効果～同一ス
タッフの継続的介入が行えた事例を振り返って～

看護部(8階西病棟 ) 高安郁江 看護師 H28.8.3 迅速審査

021 小児がん患児・家族への告知における看護実践の現状と影響要因 看護学部小児看護学 横山 由美 教授 H28.8.19 迅速審査

023 喉頭・下咽頭癌における最適な喉頭温存治療法に関する研究 臨床腫瘍部 藤井博文 教授 H29.2.17 迅速審査

024 地域医療データバンクを用いた疾病発症における発症要因に関する解析研究
地域医療学センター
（地域医療学部門）

石川鎮清 教授 H28.8.19 迅速審査

025 小児期侵襲性B群レンサ球菌感染症の全国疫学調査
総合周産期母子医療

センター
新生児集中治療部

矢田ゆかり 准教授 H28.9.21 迅速審査

026  術後遠隔感染が与える在院日数と直接医療費への影響の調査研究 消化器外科 川口英之 臨床助教 H28.8.19 迅速審査

027 集中治療室で終末期を迎えた患者家族の代理意思決定プロセスに看護支援が与える影響
附属病院看護部集中

治療部
茂呂 悦子 看護師長 H28.9.8 迅速審査

028 我が国のへき地医療の維持・向上に関する研究
地域医療学センター
（地域医療学部門）

梶井英治 教授 H28.9.2 迅速審査

029 汎発性膿疱性乾癬患者のQoL調査 皮膚科学講座 小宮根真弓 学内准教授 H29.1.24 迅速審査

030  第24回川崎病全国調査 公衆衛生学講座 牧野伸子 准教授 H28.11.2 迅速審査

031 神経内分泌腫瘍(NEN)肝転移に対する肝切除症例に関する後ろ向き研究 臨床腫瘍部 藤井博文 教授 H28.7.14
迅速審査

(変更申請）

032  血縁者間同種末梢血幹細胞移植におけるCD34陽性細胞数低値例の移植成績 血液内科学 山本千裕 病院助教 H28.10.20 迅速審査

034
生命の危機的状態で初療に救急搬送された患者の家族が辿る代理意思決定のプロセスと看護実
践の検討

看護学部 中村　美鈴 教授 H28.11.7 迅速審査

035
妊娠中期・後期の母体血中血管新生関連因子濃度の経時的変化とsmall placenta及びSGA児発症
に関する追跡研究：二次分析

産婦人科学 大口　昭英 教授 H28.9.28 迅速審査

036 Structured Nursing PortfolioチャートおよびNursing Portfolio ステートメントの開発と評価 看護学部 横山 由美 教授 H28.10.27 迅速審査

040 生体肝移植後リンパ増殖性疾患の全国調査 移植外科 眞田幸弘 病院助教 H28.9.28 迅速審査

043 病院前救護における全身固定の判断と診断結果から得られた全身固定の必要性の比較検討 救急医学講座 米川力 講師 H28.12.26 迅速審査

044 非寛解期急性白血病における同種移植の成績：KSGCT多施設共同研究 内科学（血液学部門) 神田善伸 教授 H28.11.7 迅速審査

申請者氏名

平 成 ２８ 年 度　  大 学 臨 床 研 究 等 倫 理 審 査 委 員 会 



046 冷水負荷サーモグラフィを用いた冷え症判定基準の評価 附属病院臨床検査部 宮澤　義 副技師長 H28.12.9 委員会審議

048
WJOG4407GSS】大腸癌肝転移に対するBevacizumab 併用化学療法の形態学的変化に関する後
方視的検討

臨床腫瘍部 藤井博文 教授 H28.11.21 迅速審査

050 HLA不適合ミニ移植における低線量TBI追加の意義 内科学（血液学部門) 藤原慎一郎 講師 H28.10.28 迅速審査

051 感染症合併が多発性骨髄腫患者の病勢増悪に与える影響の調査研究 幹細胞制御研究部 黒田芳明 助教 H28.12.20 迅速審査

052 不妊治療を受ける女性の認識する不確かさと関連要因 看護学部 成田 伸 教授 H29.1.24 迅速審査

055 ニーズに基づいた専門医の養成に係る研究
地域医療学センター
（地域医療政策部門）

小池 創一 教授 H28.10.7 迅速審査

056 集中治療室で終末期を迎えた患者家族の代理意思決定プロセスに看護支援が与える影響
附属病院看護部集中

治療部
茂呂 悦子 看護師長 H28.10.27

迅速審査
（変更申請）

057
Real Time PCR Utilization As Alternative Method In  Identifying Causative Pathogen In
Pneumonia
リアルタイムPCRを用いた肺炎の起炎病原体同定

呼吸器内科 萩原 弘一 教授 H29.1.11 迅速審査

058 結核菌株迅速検索，末梢血結核菌DNA検出，結核菌全ゲノムシークエンシング 呼吸器内科 萩原 弘一 教授 H29.1.17 迅速審査

061 S-1服薬患者における流涙の後方視的検討 薬剤部 奥田康考 薬剤師 H28.11.9 迅速審査

062 大動脈弁狭窄症患者における３Dエコーを用いた僧帽弁形態の評価 循環器内科 苅尾七臣 教授 H28.11.22 迅速審査

064 認知症バイオマーカーの探索
地域医療学センター

(東洋医学部門)
村松 慎一 教授 H28.11.10 迅速審査

066 腎移植後の免疫抑制療法と合併症に関する研究 腎臓外科 八木澤　隆 教授 H28.12.13 委員会審議

068
新規連続血圧測定法を用いた日常生活環境下での睡眠時血圧変動及び血圧変動成分に関する
研究（新規連続血圧計による睡眠中血圧サージに関する研究）

循環器内科 苅尾七臣 教授 H28.1.13 迅速審査

069 研修医が担当する麻酔症例の解析
麻酔科学・集中治療
医学講座（麻酔科学

部門）
佐藤 正章 准教授 H28.12.13 迅速審査

070 消化器外科手術における術後遠隔部位感染症の検討
外科学講座

（消化器外科学部門）
佐田 尚宏 教授 H29.1.23 迅速審査

072 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究（ANAFIE Registry) 循環器内科 苅尾七臣 教授 H29.9.1 迅速審査

077 洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査 輸血・細胞移植部 室井 一男 教授 H29.1.31 迅速審査

079 看護学生の学習行動、学習経験、生活行動および生活体験：日本およびブータンの比較研究 看護学部 小原　泉 教授 H29.1.13 迅速審査

080
24時間自由行動下血圧測定を用いた血圧日内変動性の経年変化の検討−僻地離島診療所にお
ける15年後のフォローアップ−

循環器内科 江口和男 学内教授 H29.3.6 迅速審査

081 認知症バイオマーカーの探索
地域医療学センター

(東洋医学部門)
村松 慎一 教授 H29.1.26

迅速審査
（変更申請）

082 当院における冠動脈疾患患者の後ろ向き予後研究
内科学講座

（循環器内科学部門）
苅尾 七臣 教授 H29.2.24 迅速審査

083 上肢血圧左右差と総死亡の関係について 飛騨市民病院 林　弘賢 医師 H29.2.17 迅速審査

084 当救命救急センターにおけるｿｰｼｬﾙﾊｲﾘｽｸｼｰﾄ活用の検証－MSW介入の有用性－ 患者サポートセンター 森澤 雄司 センター長 H29.3.3 迅速審査

085 分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究 臨床腫瘍部 藤井博文 教授 H29.4.17 迅速審査

086
DetermInants of Antimicrobial use aNd de-escalAtion in critical care (DIANA study)
集中治療室（ICU）における抗菌薬使用とde-escalationの実態調査

麻酔科学・集中治療
医学講座（集中治療

医学部門）
方山 真朱 助教 H29.2.7 迅速審査

087  重症患者の新規心房細動に関する多施設レジストリの構築
麻酔科学・集中治療
医学講座（集中治療

医学部門）
方山 真朱 助教 H29.2.7 迅速審査

089 間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコアバリデーションスタディ
外科学講座（呼吸器

外科学部門）
遠藤俊輔 教授 H29.3.15 迅速審査

090 大腿骨頭すべり症に関する多施設共同前向き観察研究（レジストリ研究） 小児整形外科 渡邉英明 講師 H29.2.8 迅速審査

093 神経内分泌腫瘍(NEN)肝転移に対する肝切除症例に関する後ろ向き研究 消化器外科 佐田尚宏 教授 H28.7.14
迅速審査

（変更申請）

094 日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚付属器悪性腫瘍予後調査 医学部皮膚科学講座 前川 武雄 学内准教授 H29.3.16 迅速審査

095
慢性炎症を基盤とする大動脈疾患における新規病態モニタリングマーカーの開発・評価を目的とし
た共同研究

医学部薬理学講座
（臨床薬理学部門）

相澤 健一 学内准教授 H29.3.16 迅速審査

096 生活困窮者世帯への児童虐待予防に関わる市町村保健師の活動方法 看護学部地域看護学 春山 早苗 教授 H29.3.31 迅速審査



097 がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究 乳腺科 藤田崇史 准教授 H29.6.9 迅速審査

098 児童精神専門病棟に入院した摂食障害患者の治療や予後について
とちぎ子ども医療セン
ター子どもの心の診

療科

阿部隆明
教授 H29.4.13 迅速審査

099 外来化学療法における薬剤師外来での支持療法への関わり 薬剤部 奥田泰考 薬剤師 H28.8.4
迅速審査

（変更申請）

100 臨床研究コーディネーターの熟達化を促進する現任教育 看護学部 小原　泉 教授 H29.2.27 迅速審査

101
除細動能付き植込み型心臓デバイスの新規植込み術を受けた成人患者が社会復帰に向けて抱く
不確かさ

看護学部成人看護学 中村美鈴 教授 H29.3.31 迅速審査

103 妊娠に関連した血栓塞栓症の実態調査
附属病院生殖医学セ

ンター
高橋宏典 学内講師 H29.3.24 迅速審査

104
四肢形成不全の疾患概念と重症度分類法の確立に関する研究における全国疫学調査（二次調
査）

小児整形外科 渡邉英明 准教授 H29.3.28 迅速審査

105
大腿膝窩動脈領域における血管造影検査による経過観察と血管内画像評価から適切な血管内治
療の方向性を導く研究

循環器内科学 船山 大 准教授 H29.324 迅速審査

107
妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊娠転帰および母児の長期予後に関する登録データベース構築
による多施設前向き研究（Diabetes and Pregnancy Outcome for Mother and Baby Study）- 妊娠糖
尿病・妊娠転帰 (DREAMBee study[GDM-PO])

医学部内科学講座
（内分泌代謝学部門）

岡田 健太 講師 H29.5.22 迅速審査

108

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊娠転帰および母児の長期予後に関する登録データベース構築
による多施設前向き研究（Diabetes and Pregnancy Outcome for Mother and Baby Study）- 糖尿病
および“妊娠中の明らかな糖尿病（Overt diabetes in pregnancy）”合併妊娠の妊娠転帰調査
(DREAMBee study[DM/OvertDM-PO])

医学部内科学講座
（内分泌代謝学部門）

岡田 健太 講師 H29.5.22 迅速審査

109 日本集中治療医学会主催のICU入室患者登録システム事業への参画
医学部麻酔科学・集
中治療医学講座（集
中治療医学部門）

小山 寛介 講師 H29.5.10 迅速審査

110
自治医科大学医学部附属病院歯科口腔外科を受診した口腔腫瘍患者の治療成績・予後に関する
研究

歯科口腔外科 野口忠秀 学内准教授 H29.3.24 迅速審査

111 当院における周産期領域の輸血療法に関する調査

附属病院総合周産期
母子医療センター母
体・胎児集中治療管

理部

馬場 洋介 学内講師 H29.3.31 迅速審査

112 大動脈弁狭窄症患者における３Dエコーを用いた僧帽弁形態の評価
医学部内科学講座

（循環器内科学部門）
苅尾 七臣 教授 H29.324

迅速審査
（変更申請）

113 婦人科がん関連リンパ浮腫患者のセルフケアを促進する看護実践 看護学部基礎看護学 小原 泉 教授 H29.3.31 迅速審査

115
川崎病ガンマグロブリン不応例におけるシクロスポリン静注療法の有効性と安全性についての後方
視的検討

小児科 南孝臣 准教授 H29.6.26 迅速審査

116 敗血症による各臓器障害の疫学ならびに病態検証：後ろ向き観察研究
医学部麻酔科学・集
中治療医学講座（集
中治療医学部門）

方山 真朱 助教 H29.5.22 迅速審査

119 訪問看護における胃瘻造設患者の経口摂取開始に関する支援ニーズと看護実践 看護学部 村上 礼子 教授 H29.7.13 迅速審査

120 大学生の省察にかかわる情動知能と他者とのかかわりに関する研究 看護学部精神看護学 石井 慎一郎 助教 H29.6.19 迅速審査

122 隠岐島島嶼における蜂刺症の疫学 公立邑智病院 遠藤健史 医師 H29.5.26 迅速審査

123 小腸血管性病変の再出血に関する後方視的解析 消化器内科学部門 矢野 智則 講師 H29.7.24 迅速審査

125
救急外来看護師が軽症乳幼児の養育者に行う支援の現状
～子育て支援に焦点をあてて～

看護学部小児看護学 横山 由美 教授 H29.8.17 迅速審査

126 モーションセンサーおよび医療行為解析プログラムを用いた手指衛生遵守率評価法の確立
感染・免疫学講座（臨

床感染症学部門）
秋根 大 助教 H29.9.11 委員会審議

127
全国の産科医療機関に対する、生殖年齢にある全身性エリテマトーデス（SLE）、　関節リウマチ
（RA）、炎症性腸疾患（IBD）合併妊娠に関するアンケート調査

附属病院総合周産期
母子医療センター母
体・胎児集中治療管

理部

大口 昭英
教授 H29.10.20 委員会審議

128 当院における末梢動脈疾患（PAD：Peripheral artery disease）患者の後ろ向き予後研究 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 H29.8.17 迅速審査

129 保育器収容中の児の体温管理に関するNICU看護師の判断要因
附属病院看護部新生

児集中治療部
谷崎知里 看護師 H29.9.1 迅速審査

130 副甲状腺機能亢進症の手術治療に対するシナカルセトによる影響の調査
附属病院腎臓セン

ター・外科部門
木村貴明 病院講師 H29.8.7 迅速審査

132 特発性血小板減少性紫斑病における血栓症リスクについての研究 附属病院血液科 伊藤 祥子 臨床助教 H29.9.25 迅速審査


