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研　　究　　課　　題　　名 申請講座名 許可日 備考

198 造血幹細胞移植治療の効率化をめざす研究 再生医学研究部 花園　豊 教授 2017年4月3日 迅速審査

臨大
16

研　　究　　課　　題　　名

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 2017年9月1日 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 2017年4月17日 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 2017年6月9日 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 2017年4月13日 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 2017年5月22日 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 2017年5月22日 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 2017年5月10日 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 2017年6月26日 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 2017年5月22日 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 2017年7月13日 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 2017年6月19日 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 2017年5月26日 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 2017年7月24日 迅速審査

124 脳性麻痺児の実態把握に関する疫学調査
医学部小児科学講座

（小児医学部門）
小坂 仁 教授 2017年11月27日 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 2017年8月17日 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 2017年9月11日 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 2017年10月20日 迅速審査

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 2017年8月17日 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 2017年9月1日 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 2017年8月7日 迅速審査

131
特定行為に係る看護師研修プログラムの開発に関する研究
－気管カニューレ交換の安全な実施と地域看護における成果－

看護学部基礎看護学 里光 やよい 准教授 2018年1月15日 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 2017年9月25日 迅速審査

変039 仙骨合併切除を伴う骨盤内臓全摘術を行う上で必要な解剖学的事項の観察 解剖学部門 野田泰子 教授 2017年5月12日 迅速審査

変071 北杜市におけるCOPDの有病率および臨床的特徴解明に関する研究 呼吸器内科 中山雅之 講師 2017年4月3日 迅速審査

変072 関節リウマチの生命・機能予後の観察研究 アレルギー膠原病学 簑田清次 教授 2017年7月31日 委員会審議

変074 我が国におけるＥ型肝炎の分子ウイルス学的解析
感染免疫学講座
ウイルス学部門

岡本宏明 教授 2017年5月26日 迅速審査

臨大
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研　　究　　課　　題　　名

001 人工知能による総合診療診断支援システムの開発 自治医科大学 永井　良三 学長 2017年7月13日 迅速審査

002 各種健康医療情報のデータベース化及びこれを用いた臨床疫学研究 自治医科大学 永井　良三 学長 2017年9月1日 委員会審議

平 成 ２９ 年 度　  大 学 臨 床 研 究 等 倫 理 審 査 委 員 会 

申請者氏名



014
【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 2017年6月28日 迅速審査

029 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 2017年6月21日 迅速審査

030 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 2017年6月21日 迅速審査

035 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）

小谷和彦 教授 2017年6月21日 迅速審査

038
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 2017年7月19日 迅速審査

039

家庭血圧測定機能および身体活動計搭載のマルチセンサーABPMを用いたICTによる全国血圧
追跡研究
Home-Activity ICT-based Japan Ambulatory Blood Pressure Monitoring Prospective study (HI-
JAMP）

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2017年8月9日 迅速審査

040 遠隔診療を取り入れた禁煙治療の効果に関する検討
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2017年9月1日 迅速審査

042 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 Cancer-VTE Registry
医学部外科学講座

（消化器外科学部門）
佐田 尚宏 教授 2017年10月3日 迅速審査

043 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 2017年7月7日 迅速審査

044 Mycobacterium heckeshornenseによる肺感染症の症例報告 呼吸器内科学部門 黒崎史朗 病院助教 2017年8月17日 迅速審査

045
新生児一過性糖尿病再発で長期の強化インスリン療法後の症例に対するスルフォニル尿素剤の
臨床効果

内分泌代謝学 安藤明彦 助教 2017年7月31日 迅速審査

046 呼吸数測定代替法の臨床的研究
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2017年10月10日 迅速審査

047 切除不能進行再発胃癌患者に対するSP療法における薬剤師外来の有用性 臨床腫瘍部 森　美鈴 助教 2017年9月1日 迅速審査

048 地域における脂質異常症診療の実態調査
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2017年9月1日 迅速審査

051 小児集中治療に携わる医師のバックグラウンド調査
とちぎ子ども医療センター

小児集中治療部
多賀直行 准教授 2017年7月31日 迅速審査

052 総合診療情報をもとにした人工知能による診断支援システムの開発 自治医科大学 永井 良三 学長 2017年9月22日 委員会審議

053
ICUにおける感染症の定点罹患率調査；前向き多施設国際研究 EPIC-III (Extended Prevalence
of Infection in Intensive Care)

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 2017年9月1日 迅速審査

054 慢性心不全患者での運動療法による動脈硬化および血管内皮機能改善効果の検討 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2017年9月22日 迅速審査

056 ボタロー靭帯切離を伴う縦隔リンパ節郭清を行った非小細胞肺癌患者の予後調査 呼吸器外科学部門 柴野 智毅 臨床助教 2017年8月23日 迅速審査

057 地域文化を基盤とする終末期がん患者の看取りケアに関する多職種コーディネート機能 看護学部基礎看護学 本田 芳香 教授 2017年9月15日  迅速審査

060 医療機器の不具合の特定を支援するインターフェース設計：認知行動モデルに基づく検討
メディカルシミュレーション

センター
前田 佳孝 助教 2017年9月12日 迅速審査

061 原発避難高齢者の悲哀とレジリエンス 看護学部 宮林幸江 教授 2017年10月23日 委員会審議

064
被災地における心血管病・高血圧の発症予測に有用な血液学的マーカーの探索と季節内血圧
変動との関連

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年1月24日 委員会審議

065 術後疼痛を緩和するための術前ガイダンス構築に向けた取り組み 看護学部成人看護学 中村美鈴 教授 2017年10月27日 迅速審査

066 クリティカルケア看護における看護実践に対する困難尺度の開発とその関連要因の検討 大学院看護学研究科 中村美鈴 教授 2017年11月15日 委員会審議

067 血液透析施術における状況変化への対応に関する新人臨床工学技士の能力評価手法の提案
メディカルシミュレーション

センター
前田佳孝 助教 2017年9月22日 迅速審査

068 大腸T1癌の予後に関する多施設共同前向きコホート研究 消化器内科学 山本博徳 教授 2018年1月5日 迅速審査

069 G-CSF予防投与後における発熱危険因子の検討 附属病院薬剤部 奥田 泰考 薬剤師 2017年10月27日 迅速審査

070 カルボプラチンを含む化学療法によるCINVの危険因子の検討 附属病院薬剤部 品田 誠 薬剤師 2017年10月19日 迅速審査

074 医療・研究機関勤務者の就業支援に向けた疫学研究 精神医学講座 加藤梨佳 病院助教 2017年12月11日 迅速審査

076 炎症関連蛋白質による妊娠高血圧症候群発症予知
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
（学内教授）

2017年11月1日 迅速審査

077 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究（KIDCAR） 小児科 南孝臣 准教授 2017年10月30日 迅速審査

079 当科における亀頭型尿道下裂に対する根治術（HMP-GAP法）の手術成績 小児泌尿器科 川合志奈 助教 2017年11月1日 迅速審査

082 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 2017年11月6日 迅速審査



083 当院におけるPolyvascular diseaseの後ろ向き予後研究 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2017年11月6日 迅速審査

085 地域包括ケアシステムにおける生活支援コーディネーターの活動方法に関する研究 看護学部地域看護学 鈴木久美子 准教授 2017年12月14日 迅速審査

086 WEAN SAFE study
集中治療医学講座

（集中治療医学部門）
方山真朱 助教 2017年10月30日 迅速審査

087
ICUにおける感染症の定点罹患率調査；前向き多施設国際研究 EPIC-III (Extended Prevalence
of Infection in Intensive Care)

集中治療医学講座
（集中治療医学部門）

方山真朱 助教 2017年10月13日 迅速審査

088
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

薬理学講座
（臨床薬理学部門）

相澤健一 学内准教授 2017年10月30日 迅速審査

089 ヘリコバクターピロリ除菌率向上に寄与する因子に関する調査研究
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

阿江竜介 講師 2017年12月1日 迅速審査

090 日本人における家庭血圧の心血管予後推定能に関する研究－追加追跡調査 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2017年11月30日 迅速審査

092 慢性高血圧及び白衣高血圧を示す日本人妊婦の妊娠予後：多施設コホート研究
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
（学内教授）

2017年12月7日 迅速審査

093 看護師の特定行為研修の患者・家族及び医療職者への影響に関する調査 看護学部 江角伸吾 助教 2018年1月5日 迅速審査

094
チロシンキナーゼ阻害薬を治療に用いた慢性骨髄性白血病患者における薬剤性肺動脈性肺高
血圧症の発生について

循環器内科学部門 今井 靖 教授 2017年11月27日 迅速審査

095 カラー眼底写真による脈絡膜厚推測 眼科学 髙橋秀徳 講師 2017年12月14日 迅速審査

096 エクソソームによる妊娠高血圧症候群の発症予知 産科婦人科学講座 鈴木寛正 学内講師 2017年11月30日 迅速審査

097 新規乾癬患者の疫学調査 皮膚科学 大槻マミ太郎 教授 2017年12月14日 迅速審査

098 小中学生の推定食塩摂取量把握における塩分チェックシートの有効性の解明 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2017年11月27日 迅速審査

099
高齢化社会に対応する文化や習慣を踏まえた保健医療活動方略を検討するための基礎的調査
－日本とブータン王国における高齢者の健康関連QOLおよび関連要因の比較から－

看護学部地域看護学 春山早苗 教授 2018年2月8日 迅速審査

100
自治医科大学附属病院眼科通院患者及び多施設における眼科疾患の臨床像に関する後ろ向き
臨床研究

医学部眼科学講座 川島 秀俊 教授 2017年12月27日 迅速審査

101 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 2017年11月27日 迅速審査

102

家庭血圧測定機能および身体活動計搭載のマルチセンサーABPMを用いたICTによる全国血圧
追跡研究
Home-Activity ICT-based Japan Ambulatory Blood Pressure Monitoring Prospective study (HI-
JAMP）

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2017年12月14日 迅速審査

103 へき地におけるグループ診療体制に関する評価の検討
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2017年11月9日 迅速審査

104 早発型妊娠高血圧腎症の最適な妊娠週数区切り値の検討：多施設後向きコホート研究
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
（学内教授）

2017年12月21日 迅速審査

105 早発型妊娠高血圧腎症の3歳時発達指数への影響：多施設後向きコホート研究
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
（学内教授）

2017年12月1日 迅速審査

106 口腔機能に関する退院時アンケート調査 歯科口腔外科学講座 森 良之 教授 2017年11月20日 迅速審査

107 集中治療従事者における倫理的苦悩に関する研究
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 2017年12月8日 迅速審査

108 血液凝固異常症全国調査
医学部生化学講座
（病態生化学部門）

大森 司 教授 2017年12月21日 迅速審査

109 周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子に関する後ろ向き観察研究 歯科口腔外科学講座 森 良之 教授 2018年1月15日 迅速審査

110 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 2017年11月27日 迅速審査

111 緑内障治療薬点眼に伴う瞳孔間距離変動に関する臨床研究 眼科学講座 髙橋秀徳 講師 2018年2月26日 迅速審査

114 ヒト異種移植片対宿主病モデルを用いた既知及び新規の薬物・細胞療法の評価 血液学部門 佐藤一也 講師 2018年2月8日 迅速審査

115 成長期野球肘検診における上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の頻度と特徴 整形外科 飯島裕生 助教 2017年12月11日 迅速審査

116 特定行為に係る看護師の研修に関する受講ニーズの全国調査 看護学部基礎看護学 八木街子 講師 2017年12月7日 迅速審査

118 難治性てんかんに対するペランパネルの治療効果と副作用の検討 （後向き観察研究） 小児医学部門 小坂 仁 教授 2018年1月15日 迅速審査

119 子宮収縮抑制剤の新生児への影響調査・検討
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 2018年1月29日 迅速審査



120 総合診療情報をもとにした人工知能による診断支援システムの開発 自治医科大学 永井良三 学長 2017年12月1日 迅速審査

121 生体肝移植をうけた子どもの療養行動に対する母親の関わりのプロセス 看護学部小児看護学 横山由美 教授 2018年3月5日 迅速審査

122 肝臓移植ドナーおよびレシピエントに併存する精神疾患の後方視的多施設共同調査 精神医学講座 須田史朗 教授 2017年12月27日 迅速審査

123 リアルタイムPCRを用いた慢性化膿性中耳炎の病原体同定 呼吸器内科学部門 萩原 弘一 教授 2018年2月5日 迅速審査

124
看護基礎教育課程から看護専門職への移行期にある看護学部高学年生および新人看護師の看
護実践能力向上に向けた基礎的研究

看護学部基礎看護学 湯山 美杉 助教 2018年2月16日 迅速審査

125 ナノマテリアルの健康影響に関する調査研究 医学部環境予防医学講座 市原佐保子 教授 2018年3月16日 迅速審査

128 大学附属病院のジェネラリストナースのキャリア開発に関する検討 看護学部基礎看護学 福田 順子 講師 2018年1月22日 迅速審査

132
当院における不整脈に対する電気生理学的検査およびカテーテルアブレーション治療における
後ろ向き予後研究

循環器内科 苅尾七臣 教授 2018年1月15日 迅速審査

133
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20年後のフォローアップ−

循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年1月31日 迅速審査

134 当院における植え込みデバイス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 2018年1月23日 迅速審査

136 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 2018年1月25日 迅速審査

137 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 2018年1月23日 迅速審査

138 新卒看護職の特性に応じた早期離職防止策の開発 保健センター 小川 真規 准教授 2018年3月16日 迅速審査

139

家庭血圧測定機能および身体活動計搭載のマルチセンサーABPMを用いたICTによる全国血圧
追跡研究
Home-Activity ICT-based Japan Ambulatory Blood Pressure Monitoring Prospective study (HI-
JAMP）

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年2月6日 迅速審査

140 レセプトデータからPhenotypingを行なう各種方法の評価に関する多施設共同研究 企画経営部医療情報部 興梠 貴英 教授 2018年2月16日 迅速審査

141 プラチナ抵抗性再発卵巣癌に対するリポソーム化ドキソルビシン単剤療法の有効性と安全性 附属病院産科婦人科 高橋詳史 助教 2018年3月5日 迅速審査

142 へき地におけるグループ診療体制に関する評価の検討
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2018年1月31日 迅速審査

145 高齢者の急性疾患における白血球の測定に関する検討 地域医療学部門 小谷 和彦 教授 2018年2月16日 迅速審査

149 人工知能による総合診療診断支援システムの開発 自治医科大学 永井良三 学長 2018年2月26日 迅速審査

150 総合診療情報をもとにした人工知能による診断支援システムの開発 自治医科大学 永井良三 学長 2018年3月14日 迅速審査

151 切除可能胆道癌に対する術前ＭＤＣＴ診断の妥当性に関する研究 消化器外科学 佐田 尚宏 教授 2018年3月8日 迅速審査

152 マントル細胞リンパ腫骨髄浸潤時のCD20発現変化に関する調査研究
分子病態治療研究セン

ター
（幹細胞制御研究部）

黒田 芳明 助教 2018年3月16日 迅速審査

153 手指の屈曲拘縮が手掌接地に及ぼす影響の検討 整形外科学 安食 孝士 准教授 2018年3月8日 迅速審査

159 妊娠28週未満発症の早産期前期破水の管理と母児の予後
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 学内教授 2018年3月6日 迅速審査

161
【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 2018年3月12日 迅速審査

165 呼吸数の測定に関わる要因の研究
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2018年3月20日 迅速審査

170 小児集中治療に携わる医師のバックグラウンド調査
とちぎ子ども医療センター

小児集中治療部
多賀直行 准教授 2018年3月19日 迅速審査

176

家庭血圧測定機能および身体活動計搭載のマルチセンサーABPMを用いたICTによる全国血圧
追跡研究
Home-Activity ICT-based Japan Ambulatory Blood Pressure Monitoring Prospective study (HI-
JAMP）

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年3月30日 迅速審査

変001 心腎移植患者におけるE型肝炎ウイルス感染の全国実態調査 ウイルス学部門 岡本宏明 教授 2017年4月27日 迅速審査

変002 期限切れ日本赤十字社血小板製剤を用いたウサギでの血栓形成能の解析 分子病態研究部 西村 智 教授 2017年5月12日 迅速審査

変003 生活習慣病の病態に関連する新規血液検査指標の検討 地域医療学部門 小谷和彦 准教授 2017年5月10日 迅速審査

変004
医療情報データから新規心血管イベント発症特定のための抽出条件定義の妥当性評価を目的と
したバリデーション試験　MEP　Next　generation X-sectional project (MEP-NX)

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年5月25日 迅速審査

変006 糖尿病神経障害における電気生理学的検査と角膜神経叢所見及び血性マーカーに関する解析 内分泌代謝学部門 安藤明彦 助教 2017年5月26日 迅速審査



変007 生活習慣病における動脈硬化関連マーカーの検討 臨床検査医学 小谷和彦 准教授 2017年5月18日 迅速審査

変008
血液透析治療中の慢性腎不全におけるカルニチン製剤の動脈硬化関連指標への効果に関する
臨床的研究

臨床検査医学 小谷和彦 准教授 2017年5月23日 迅速審査

変011 輸血副作用に対する予防投与の実態調査 血液学部門 室井一男 教授 2017年5月23日 迅速審査

変013 HPV－DNA検査併用子宮頸がん検診の有効性評価および病態解明への基礎研究 産科婦人科学講座 藤原寛行 教授 2017年12月14日 迅速審査

変014 アンチトロンビン活性低下妊婦における周産期予後（多施設共同研究） 産科婦人科学講座 大口昭英 教授 2017年5月23日 迅速審査

変015
高血圧出現時期と有意の蛋白尿（随時尿中タンパク／クレアチニン比[mg/mg]＞0.27）出現時期と
の関係ー多施設共同研究ー

産科婦人科学講座 大口昭英 教授 2017年6月12日 迅速審査

変016
切迫流・早産における子宮頸管短縮と分娩転帰：多施設共同後向きコホート研究ーパイロット研
究ー（ＰＬＡＳＨ－1　ＳＴＵＤＹ）

産科婦人科学 大口昭英 教授 2017年6月8日 迅速審査

変020
日本産科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

産婦人科 種市明代 学内講師 2017年6月19日 迅速審査

変021 子宮内膜症と骨盤内感染に関する調査 産婦人科 種市明代 学内講師 2017年6月27日 迅速審査

変022 頸椎CTにおける後頭骨から上位頸椎にかけての正常値に関する研究 整形外科学 井上泰一 助教 2017年5月29日 迅速審査

変023 出生前母体ステロイド投与例の分娩時期と周産期予後 産科婦人科学 高橋宏典 学内講師 2017年5月29日 迅速審査

変031 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
小児手術・
集中治療部

大塚洋司 病院助教 2017年5月29日 迅速審査

変033 婦人科がん臨床試験における症例集積への影響要因 産婦人科 藤原寛行 教授 2017年6月19日 迅速審査

変035 分娩時大量出血の実態調査 産科婦人科 高橋宏典 講師 2017年6月19日 迅速審査

変039 小児感染性胃腸炎を対象とした五苓散注腸のプラセボ対照ランダム化比較試験 臨床薬理学部門 牛島健太郎 講師 2017年6月2日 迅速審査

変040 光トポグラフィーを用いた鍼刺激がヒト前頭葉活動に及ぼす影響についての研究
麻酔科学・集中治療医学

講座
五十嵐　孝 准教授 2017年8月17日 迅速審査

変043 ポートフォリオと自己同僚評価の学習効果への検討 麻酔科学部門 佐藤正章 准教授 2017年6月8日 迅速審査

変044 健常人における脊柱管の解剖学的検討－脊柱管容積の算出－
麻酔科学

集中治療講座
五十嵐孝 准教授 2017年7月3日 迅速審査

変045 切迫早産患者における塩酸リトドリンの副作用調査 産婦人科学 大口昭英 教授 2017年6月8日 迅速審査

変046 子宮仮性動脈瘤の診断および治療に関する臨床研究 産婦人科学 大口昭英 教授 2017年6月8日 迅速審査

変050 震災被災者の家庭血圧モニタリングによる循環器リスク予防に関する疫学研究 循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年6月8日 迅速審査

変053
高血圧を合併する不眠症患者に対するスボレキサント投与による夜間降圧効果と安全性に関する
検討（Super 1 study）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年6月9日 迅速審査

変058 特発性側弯症におけるｃｏｒｏｎａｌ　ｉｍｂａｌａｎｃｅの解析 小児整形外科 菅原　亮 病院助教 2017年6月27日 迅速審査

変059 脊柱側弯症の病態解明および治療法確立のための多施設共同研究 小児整形外科 菅原　亮 病院助教 2017年6月27日 迅速審査

変062 皮膚筋炎・多発性筋炎の臨床的特徴と自己抗体との関連 アレルギー膠原病学部門 長嶋孝夫 学内准教授 2017年6月12日 迅速審査

変066 循環器疾患レジストリ研究（臨床効果データベース整備事業・ImPACT研究） 医療情報部 興梠貴英 准教授 2017年6月27日 迅速審査

変067 統計学的手法を用いた擬似医療データ生成研究 医療情報部 興梠貴英 准教授 2017年6月20日 迅速審査

変069 眼内液組成解析方法の開発改良 眼科 高橋秀徳 学内講師 2017年6月27日 迅速審査

変070 眼内液組成解析方法の開発および改良 眼科 高橋秀徳 学内講師 2017年6月27日 迅速審査

変072 ICPC-2を用いた外来初診患者の症状分析に関する研究 地域医療センター 竹島太郎 講師 2017年9月1日 迅速審査

変073 医学部学生に対するインストラクショナルデザインの授業分析および改善 情報センター 淺田義和 講師 2018年5月29日 迅速審査

変091 内分泌代謝疾患に関する疫学調査 内分泌代謝学部門 岡田健太 講師 2017年6月19日 迅速審査

変094 健診受診者を対象にした心臓・血管関連に基づく高血圧発症予測能に関する前向き研究 循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年6月20日 迅速審査

変096 インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討ー前向き観察研究 内分泌代謝科 倉科智行 講師 2017年6月27日 迅速審査

変106 論理構成力養成系統的講義が学生の論述課題成績に与える影響の検討 総合教育部門（英語） 野尻英一 准教授 2017年7月13日 迅速審査



変107 腎臓系診療ガイドライン活用の実態と診療アウトカム変化の調査研究 腎臓内科学部門 長田太助 教授 2017年6月28日 迅速審査

変108 生体試料中オキシステロールの臨床的意義 内分泌代謝学部門 永島秀一 講師 2017年8月8日 迅速審査

変109 肺癌の分子標的とバイオマーカーの発現解析 統合病理学部門 仁木利郎 教授 2017年6月27日 迅速審査

変111 当院の静脈血栓塞栓症の特徴を検討する後ろ向き研究 循環器内科学 今井　靖 教授 2017年7月25日 迅速審査

変115
日本人における自由行動下血圧追跡研究(Japan　Ambulatory　Blood　Pressure　Prospective
study　:　JAMP研究)

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年8月27日 迅速審査

変116 県外に避難した者を対象とした避難所活動のための自治体保健師の活動指針の作成 看護学部 島田裕子 講師 2017年7月13日 迅速審査

変126
高血圧を合併する不眠症患者に対するスボレキサント投与による夜間降圧効果と安全性に関する
検討（Super 1 study）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年7月25日 迅速審査

変127 臨床研修の到達目標（厚生労働省）における行動目標の重要性の認識について 地域医療学部門 竹島太郎 講師 2017年8月8日 迅速審査

変128 日本の医学教育に則した自己調整学習の探索 医学教育センター 松山泰 講師 2017年8月10日 迅速審査

変129 血管機能の非侵襲的評価検査による、中枢動脈機能の推定能に関する後ろ向き研究 循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017年8月17日 迅速審査

変130 下垂体腫瘍線維化における細胞外基質分子の解析
解剖学講座
組織学部門

屋代　隆 教授 2018年2月26日 迅速審査

変131 PNHレジストリ（発作性夜間ヘモグロビン尿症患者登録） 血液学講座 翁　家国 講師 2017年9月1日 迅速審査

変132 消化管生検組織中の蛋白解析によるアミロイドーシス診断の研究 臨床検査部 山田俊幸 教授 2017年8月24日 迅速審査

変133 介護保険および医療保険でカバーされないサービスのニーズに関する研究 地域医療学 石川鎮清 教授 2017年9月7日 迅速審査

変134 家族性高コレステロール血症・家族性Ⅲ型高脂血症・高カイロミクロン血症の予後実態調査 内分泌代謝学 倉科智行 病院助教 2017年10月19日 迅速審査

変135
造血細胞移植医療の全国調査
関東造血幹細胞移植共同研究グループ（KSGCT）移植患者データベース作成調査研究

血液学部門 藤原慎一郎 講師 2017年10月20日 迅速審査

変136 眼内液組成解析 眼科 高橋秀徳 学内講師 2017年11月1日 迅速審査

変137 循環器疾患レジストリ研究（臨床効果データベース整備事業・ImPACT研究） 医療情報部 興梠貴英 教授 2017年11月27日 迅速審査

変138 「東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究」における甲状腺検診の精度管理 臨床検査医学 谷口信行 教授 2017年11月1日 迅速審査

変139
電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報集に関する
研究（診療録直結型全国糖尿病データベース事業、Japan Diabetes compREhensive database
project based on an Advanced electronic Medcal record System,J-DREAMS)

内分泌代謝学 石橋　俊 教授 2017年11月27日 迅速審査

変140 生体試料中オキシステロールの臨床的意義 内分泌代謝学部門 岡田健太 講師 2017年12月21日 迅速審査

変142 代謝性疾患における脂質・リポ蛋白関連指標に関する研究 地域医療学部門 小谷和彦 教授 2018年1月25日 迅速審査

変143 慢性の痛みの語りデータベース構築と生活の再構築に関する研究 看護学部 佐藤幹代 准教授 2018年1月23日 迅速審査

変145 東京電力福島第一原発作業員の甲状腺の調査等に関する研究 臨床検査医学 谷口信行 教授 2018年2月16日 委員会審議

変146 「東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究」における甲状腺検診の精度管理 臨床検査医学 谷口信行 教授 2018年1月25日 迅速審査

変147
「茨城県筑西市協和地区における保健事業を主体とした生活習慣病予防対策に関する疫学研
究」に対する、地域住民に発生した脳卒中、心疾患症例に関する医療情報の提供

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2018年1月25日 迅速審査

変148 期限切れ日本赤十字社血小板製剤を用いたウサギでの血栓形成能の解析 分子病態研究部 西村 智 教授 2018年3月8日 迅速審査

変149 生体腎移植ドナーの腎提供前後の腎機能の推移と、その長期予後、生命予後に関する研究 腎臓内科 菅生太朗 病院助教 2018年2月1日 迅速審査

変150 ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究 臨床腫瘍部 藤井博文 教授 2018年2月1日 迅速審査

変151 日本CKDコホート研究終了後の継続予後調査に関する研究ー慢性腎臓病患者を対象とした観察研究ー 腎臓内科学部門 長田太郎 教授 2018年3月16日 迅速審査

変152
大規模・糖尿病・肥満症コホートを生かした認知機能低下・認知症発症の予知因子の解明
（JOMS/DOS2）

地域医療学部門 小谷和彦 教授 2018年3月8日 迅速審査

変153
在日コリアンに対する差別がメンタルヘルスに与える影響についての社会学的研究および疫学研
究

精神医学講座 須田史朗 教授 2018年3月2日 迅速審査

変154
ー難治性膵疾患に関する調査研究班共同研究プロジェクトー
「重症急性膵炎の局所合併症に対する治療の実態調査」

消化器外科 佐田尚宏 教授 2018年3月2日 迅速審査

変155 糖尿病神経障害における電気生理学的検査と角膜神経叢所見及び血性マーカーに関する解析 内分泌代謝学部門 齋藤奈緒子 助教 2018年3月16日 迅速審査

変156 循環器疾患レジストリ研究（臨床効果データベース整備事業・ImPACT研究） 医療情報部 興梠貴英 教授 2018年3月12日 迅速審査



変157
造血細胞移植医療の全国調査
関東造血幹細胞移植共同研究グループ（KSGCT）移植患者データベース作成調査研究

血液学部門 藤原慎一郎 講師 2018年3月16日 迅速審査


