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研　　究　　課　　題　　名 申請講座名 許可日 備考

078 ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究 臨床腫瘍部 藤井博文 教授 2018年4月2日 迅速審査

117 日本産科婦人科学会データベース登録事業　周産期登録事業及び登録情報に基づく研究
総合周産期母子医療センター
母体・胎児集中治療管理部

薄井里英 准教授 2018年6月20日 迅速審査

126 看護学実習オリエンテーションにおける演劇教育の有効性に関する検討 看護学部基礎看護学 岡野 朋子 助教 2018年4月3日 迅速審査

127 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 2018年7月25日 迅速審査

129
日本語版Psychosocial Assessment of Candidates for Transplantation (PACT) を用いた造血幹
細胞移植における心理社会的因子と移植後結果の関連の検討

血液学部門 神田 善伸 教授 2018年4月2日 迅速審査

143
問題解決型思考から目標志向型思考の看護過程への移行－成果指標（看護目標）達成状況
からの評価―

医療情報部看護情報管理室 関 道子 看護師長 2018年4月10日 迅速審査

144 長時間労働者に抑うつを引き起こす危険要因 医学部精神医学講座 加藤 梨佳 病院助教 2018年5月18日 迅速審査

146 悪性黒色腫を持つ在日外国人患者の看護記録からみた外来看護の実践 自治医科大学附属病院 芝田 あけみ 看護師 2018年4月9日 迅速審査

147 栃木県多施設共同データベースを用いた脳卒中病態解明に関する研究 神経内科学部門 藤本 茂 教授 2018年4月16日 迅速審査

148 強直性脊椎炎全国疫学調査 公衆衛生学部門 松原 優里 助教 2018年4月2日 迅速審査

154 眼科画像の機械学習用データベース構築 眼科学講座 髙橋 秀徳 准教授 2018年7月5日 委員会審議

155 病院から初めて在宅に移行した医療的ケア児の家族の在宅移行後1ヶ月のニーズ 看護学部地域看護学 春山 早苗 看護学部長 2018年4月2日 迅速審査

156
乳児有熱性尿路感染症罹患後精査における腎・膀胱超音波検査と慢性期DMSA腎シンチグラ
フィーの有用性の検討

とちぎ子ども医療センター
小児泌尿器科

川合 志奈 助教 2018年4月10日 迅速審査

160 小児下部尿路症状に影響を及ぼす排便異常の検討
とちぎ子ども医療センター

小児泌尿器科
川合 志奈 助教 2018年4月26日 迅速審査

162 日本国内発症の進行性多巣性白質脳症（PML）疫学調査：疾病登録事業
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

阿江 竜介 講師 2018年4月26日 委員会審議

163 産褥出血に対する子宮圧迫縫合の効果検討 附属病院生殖医学センター 高橋 宏典 学内准教授 2018年4月16日 迅速審査

167 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 医学部耳鼻咽喉科学講座 西野 宏 教授 2018年4月6日 迅速審査

168 携帯型超音波装置WiZの医学教育における有用性に関する調査 臨床検査医学講座 鯉渕 晴美 講師 2018年8月17日 迅速審査

169 サルコイドーシス・特発性間質性肺炎のリスク要因解明のための全国症例対照研究 呼吸器内科学 澤幡美千瑠 病院講師 2018年6月1日 委員会審議

171 帝王切開後の卵巣機能に影響を与える要因に関する研究 医学部産科婦人科学講座 藤原 寛行 教授 2018年4月3日 迅速審査

172 帝王切開時に不妊手術として摘出した卵管の病理学的所見についての研究 医学部産科婦人科学講座 藤原 寛行 教授 2018年4月3日 迅速審査

173 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） 2018年5月18日 委員会審議

175 慢性心不全患者の新しい再入院リスク評価法の確立
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2018年4月10日 迅速審査

177 当院における冠動脈疾患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4月2日 迅速審査

178 冠動脈疾患患者に対する積極的脂質低下療法のサロゲートエンドポイントマーカーの探索
医学部薬理学講座
（臨床薬理学部門）

相澤 健一 准教授 2018年5月18日 迅速審査

179 心不全医療の適正化に資するための全国規模データベースによるエビデンスの創出 循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年5月24日 委員会審議

180 高所滞在における脳実質変化のMRIでの比較検討 放射線医学講座 杉本 英治 教授 2018年7月11日 委員会審議

181 登山行動中の血行動態の解明－マルチセンサー自由行動下24時間血圧計を用いた計測－ 循環器内科学部門 小森 孝洋 病院講師 2018年7月11日 委員会審議

182
日本における急性心筋梗塞患者の治療および予後の実態調査
（JAMIR後ろ向き研究）

循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年5月7日 迅速審査

183 運動負荷が血圧サージに与える影響 循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年5月25日 迅速審査

186 栃木県県北地域における突然死の現状の把握と予防方策の検討に関する研究 心臓血管外科学 相澤　啓 准教授 2018年5月18日 迅速審査

187 救急電話相談の利用と救急車の出動との関連
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2018年6月1日 迅速審査

188 疫学調査「口腔がん登録」 歯科口腔外科学講座 森 良之 教授 2018年6月20日 迅速審査

平 成 30 年 度　  大 学 臨 床 研 究 等 倫 理 審 査 委 員 会 

申請者氏名



189 細胞内脂質代謝解析実験のためのヒト由来リポタンパクの調製 内分泌代謝学講座 髙橋 学 講師 2018年6月28日 迅速審査

190 高安動脈炎（TAK）、巨細胞性動脈炎（GCA）全国疫学調査 公衆衛生学 中村好一 教授 2018年6月1日 迅速審査

191 当院における心不全患者の後ろ向きおよび前向き予後研究 循環器内科学 苅尾 七臣 教授 2018年5月21日 迅速審査

192
Interventional Radiology(IVR)を繰り返す再発肝細胞がん患者の全人的苦痛に対する看護師の
関わり

看護学部基礎看護学 小原 泉 教授 2018年5月18日 迅速審査

194 新人看護師が重症救急部門研修で生命の危機的状態に遭遇した時に受ける心理的衝撃 看護部 久保沙也香 看護師 2018年8月6日 委員会審議

変158 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 教授 2018年4月2日 迅速審査

変159 看取りに関する情報提供のあり方に関する調査 地域医療学部門 小谷和彦 教授 2018年4月23日 迅速審査
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研　　究　　課　　題　　名

001 がん治療施設における妊孕性温存がん治療　がん・生殖医療連携に関する実態調査 産科婦人科 内田真一郎 病院助教 2018年9月27日 迅速審査

002 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 小原　泉 教授 2018年5月24日 迅速審査

003 シャーガス病の疫学調査
医学部感染・免疫学講座

（医動物学部門）
加藤 大智 教授 2018年6月11日 委員会審議

004 全寮制大学における髄膜炎菌保菌調査
附属病院臨床感染症センター

感染制御部
森澤 雄司 教授 2018年8月22日 迅速審査

005 自己免疫性肺胞蛋白症に対するGM-CSF吸入薬（SK-1401）吸入治療後の長期経過の調査 呼吸器内科学部門 中山 雅之 講師 2018年5月24日 迅速審査

006
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象とした積極的脂質低下療法のサロゲート
エンドポイントマーカーの探索

医学部薬理学講座
（臨床薬理学部門）

相澤 健一 准教授 2018年6月6日 迅速審査

007 看護学生におけるレジリエンスと脳腸相関との関連性について 看護学部 佐々木彩加 助教 2018年7月11日 迅速審査

008 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 2018年9月3日 迅速審査

012
【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5月24日 迅速審査

013

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6月12日 迅速審査

014 医学部低学年の学生に対する医療安全教育の授業分析および改善
メディカルシミュレーション

センター
前田 佳孝 助教 2018年6月14日 迅速審査

015 看護学実習オリエンテーションにおける演劇教育の有効性に関する検討 看護学部基礎看護学 岡野 朋子 助教 2018年7月19日 迅速審査

016 帝王切開術後の実態と帝王切開時に行う不妊手術の情報提供のあり方に関する研究 産科婦人科学講座 藤原寛行 教授 2018年7月25日 迅速審査

017 日本の医学教育に則した自己調整学習向上プログラムの確立 医学部医学教育センター 松山 泰 准教授 2018年6月7日 迅速審査

018 ICUにおける人工呼吸器装着患者の鎮静・鎮痛・せん妄予防に関する臨床判断の研究 看護学部基礎看護学 本田 芳香 教授 2018年8月7日 迅速審査

019 慢性腎臓病患者の腎機能と脂質プロファイル・機能の関連 地域医療学部門 小谷 和彦 教授 2018年9月3日 迅速審査

020 川崎病既往者の長期予後を明らかにする追跡研究
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

中村 好一 教授 2018年7月13日 委員会審議

021
地域文化を基盤とする終末期がん患者の在宅看取りケアに関する多職種コーディネート機能モ
デルの検証

看護学部基礎看護学 本田 芳香 教授 2018年7月27日 迅速審査

022 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）
三木 厚 講師 2018年6月18日 迅速審査

023 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究（KIDCAR） 小児科学 関　満 講師 2018年6月18日 迅速審査

024 地域におけるケアの満足感に関する質的検討 地域医療学部門 小谷 和彦 教授 2018年11月1日 迅速審査

025 手指の屈曲拘縮が手掌接地に及ぼす影響の検討 医学部整形外科学講座 安食 孝士 准教授 2018年6月28日 迅速審査

026 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 小原　泉 教授 2018年6月28日 迅速審査

027 冠動脈疾患患者に対する積極的脂質低下療法のサロゲートエンドポイントマーカーの探索
医学部薬理学講座
（臨床薬理学部門）

相澤 健一 准教授 2018年7月19日 迅速審査

028 脊柱変形手術における2017年度の合併症調査 - 日本側彎症学会による報告 整形外科学講座 菅原 亮 講師 2018年7月11日 迅速審査

029 睡眠呼吸障害が疑われる症例におけるPTT血圧でとらえられた夜間血圧・変動の特徴の検討 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年9月3日 迅速審査

030 治癒切除を受けた消化器癌患者のメトホルミン内服と生存率の関連について 消化器外科学 佐田尚宏 教授 2018年8月17日 迅速審査



031
原子力災害により余儀なく移住した被災者の生活の再構築
ー成人男性に焦点を当ててー

看護学部地域看護学 春山 早苗 看護学部長 2018年7月25日 迅速審査

032 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
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6月26日 迅速審査

033 大学生におけるB型肝炎ワクチン接種の有効性に関する検討 保健センター 小川 真規 准教授 2018年7月11日 迅速審査

034
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan Neurosurgical Database：
JND）

脳神経外科学講座 川合 謙介 教授 2018年7月11日 迅速審査

035 強直性脊椎炎全国疫学調査 公衆衛生学部門 松原 優里 助教 2018年7月5日 迅速審査

036 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 春山早苗 教授 2018年9月6日 迅速審査

037 南三陸病院における震災後の血圧規定因子検証の後ろ向き研究 循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年7月26日 迅速審査

038 早発型妊娠高血圧腎症の最適な妊娠週数区切り値の評価：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） 2018年7月25日 迅速審査

039 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） 2018年7月19日 迅速審査

040 当院における冠動脈疾患患者の後ろ向きおよび前向き予後研究 循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年8月1日 迅速審査

041 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 2018年7月13日 迅速審査

042 新規乾癬患者の疫学調査 皮膚科学講座 大槻マミ太郎　 教授 2018年8月17日 迅速審査

043
寛解期小児急性リンパ性白血病に対する骨髄破壊的前処置を用いた初回臍帯血移植の予後
に関する検討

小児科学 川原 勇太 助教 2018年8月1日 迅速審査

044 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 2018年7月25日 迅速審査

045 24時間大動脈血圧国際データベースの構築 循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年8月17日 迅速審査

046 洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査 血液学部門 藤原 慎一郎 講師 2018年7月25日 迅速審査

047 地域実習の報告内容に関する検討 総合教育部門　医学部英語
レボウイッツ・
アダム

教授 2018年8月17日 迅速審査

048 子宮破裂の背景とアウトカムに関する研究 附属病院生殖医学センター 高橋 宏典 学内講師 2018年8月21日 迅速審査

049 サルコイドーシス・特発性間質性肺炎のリスク要因解明のための全国症例対照研究 呼吸器内科学 澤幡 美千瑠 病院講師 2018年8月17日 迅速審査

050 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8月3日 迅速審査

051
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8月17日 迅速審査

052 呼吸数と疾患予後との関連に関する臨床研究 地域医療学部門 小谷 和彦 教授 2018年9月4日 迅速審査

053 自己導尿指導の進展を把握・共有できる評価表の運用評価 －広汎・準広汎子宮全摘術後の患者に使用して－
看護部（附属病院看護部４階東

病棟）
稲見 裕子 看護師 2018年8月17日 迅速審査

054 造血細胞移植医療の全国調査
小児科

（とちぎ子ども医療センター）
森本 哲 学内教授 2018年8月22日 迅速審査

055 起立性血圧・心拍変動に及ぼす臨床因子と、臓器障害および心血管予後の検討 循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年9月6日 迅速審査

056
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 2018年8月17日 迅速審査

057 心臓血管外科の開胸手術後患者とその家族に対する効果的なせん妄予防のための看護実践
看護学部

（精神看護学）
永井 優子 教授 2018年9月27日 迅速審査

058 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9月3日 迅速審査

059 長期滞在型高齢者施設における感染症実態の調査 感染・免疫学講座 笹原 鉄平 講師 2018年10月24日 委員会審議

060 出産後に復職した女性の離職要因 精神医学講座 加藤 梨佳 病院助教 2018年10月17日 迅速審査

062 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 2018年9月3日 迅速審査

063 血流条件下、血小板イメージングによる血栓形成機序に関する研究
分子病態治療研究センター

（分子病態研究部）
西村 智 教授 2018年10月1日 委員会審議

064 診療情報を基にした臨床診断の検討 自治医科大学 永井良三 学長 2018年12月3日 委員会審議

065 細菌性尿路感染症における血中プレセプシンを用いた敗血症診断に関する臨床研究
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2018年11月1日 委員会審議

066
地域病院におけるCOPD質問票によるスクリーニングの有用性および臨床的特徴解明に関する
研究

呼吸器内科学部門 中山 雅之 講師 2018年9月6日 迅速審査



067 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 呼吸器外科学 遠藤 俊輔 教授 2018年9月19日 迅速審査

068 幼児歯科検診データを用いた下野市の虫歯罹患に関連する要因の検討
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

阿江 竜介 講師 2018年10月1日 迅速審査

069 「明晰夢体験」に関するインタビュー 看護学部 看護基礎科学 大塚公一郎 教授 2018年12月7日 委員会審議

070 第25回川崎病全国調査
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

中村 好一 教授 2018年10月9日 迅速審査

071 肥満大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学的安全性を評価する後ろ向き試験 附属病院中央手術部 堀江 久永 教授 2018年9月26日 迅速審査

072

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9月28日 迅速審査

073 サルコイドーシス・特発性間質性肺炎のリスク要因解明のための全国症例対照研究 呼吸器内科学 澤幡 美千瑠 病院講師 2018年9月19日 迅速審査

074 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）（多施設共同研究） 循環器内科学部門 今井 靖 教授 2019年1月11日 迅速審査

075
小規模病院の非呼吸器専門医による一般内科外来における、fine cracklesを有する者の比率と
その臨床的特徴に関する調査

呼吸器内科学部門 中山 雅之 講師 2018年10月3日 迅速審査

076 色素性乾皮症全国疫学調査
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

石川 鎮清 教授 2018年10月5日 迅速審査

077 高安動脈炎（TAK）、巨細胞性動脈炎（GCA）全国疫学調査
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

中村 好一 教授 2018年9月26日 迅速審査

078 心血管イベントを規定するバイオマーカー開発　－血管新生関連因子と新規酸化LDL－
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2018年10月3日 迅速審査

079
大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁留置術施行症例の後ろ向き及び前向き予後
研究

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年9月27日 迅速審査

080 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 2018年9月27日 迅速審査

081 難治性てんかんに対するラコサミド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12月14日 迅速審査

082 診療科別医師の診療行為の実態把握に関する研究
地域医療学センター
（地域医療政策部門）

小池 創一 教授 2018年11月1日 迅速審査

083 非血縁ドナーからの骨髄採取前の自己血貯血の検討 輸血・細胞移植部 室井 一男 教授 2018年10月17日 迅速審査

084 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9月26日 迅速審査

085 頭頸部悪性腫瘍手術・放射線治療における周術期口腔管理に関する後ろ向き研究 附属病院歯科口腔外科 井上千恵子 主任歯科衛生士 2018年10月9日 迅速審査

086 発達障害児と定型発達児における非単一症候性夜尿症の臨床経過の検討
とちぎ子ども医療センター

小児泌尿器科
川合 志奈 助教 2018年11月1日 迅速審査

088 特定健康診査・がん検診受診率向上対策の効果について
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

牧野 伸子 学内教授 2018年10月22日 迅速審査

089
開胸手術後患者の看護教育プログラムにリフレクションを取り入れた効果－CCU配属となって1
年目の看護師の気づきと学び－

看護部（附属病院看護部冠動
脈集中治療部）

森泉 あずみ 看護師 2018年11月28日 迅速審査

090
早期消化管癌内視鏡的粘膜切開剥離術後狭窄に対する内視鏡的切開剥離ナイフによる狭窄
解除術に関する後方視的症例集積報告

消化器内科学 小林 泰俊 病院講師 2018年11月5日 迅速審査

091 サルコイドーシス・特発性間質性肺炎のリスク要因解明のための全国症例対照研究 呼吸器内科学 澤幡 美千瑠 病院講師 2018年10月17日 迅速審査

092 眼科画像の機械学習用データベース構築 眼科学講座 髙橋 秀徳 准教授 2018年11月1日 迅速審査

093 前立腺がんに対する強度変調放射線治療の多施設前向き登録 放射線医学講座 若月 優 教授 2018年12月14日 迅速審査

096
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 2018年11月1日 迅速審査

097 心血管リスクを有する患者におけるバイオマーカーに関する研究 循環器内科学部門 苅尾 七臣 教授 2018年11月5日 迅速審査

098 高度肥満症に対する肥満外科治療の費用対効果に関する研究 消化器外科学部門 細谷 好則 教授 2018年11月28日 迅速審査

099 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11月5日 迅速審査

100 呼吸数と疾患予後との関連に関する臨床研究 地域医療学部門 小谷 和彦 教授 2018年11月5日 迅速審査

101 看護系大学生の自己決定型学習準備性に関する縦断的調査 看護学部成人看護学 古島 幸江 講師 2018年11月28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 2018年11月5日 迅速審査

103 臍帯血移植後の食物蛋白誘発胃腸炎の臨床的特徴に関する検討
小児科

（とちぎ子ども医療センター）
川原 勇太 助教 2018年11月21日 迅速審査



104
卵巣奇形腫を伴う抗NMDA受容体抗体脳炎における卵巣奇形腫の手術時期および術式と脳炎
の短期的転帰との関連をみる調査

附属病院産科婦人科 高橋 詳史 助教 2018年11月28日 迅速審査

105 婦人科腫瘍悪性腫瘍術後に発症する卵巣静脈血栓症 附属病院産科婦人科 高橋 詳史 助教 2018年11月28日 迅速審査

106 サルコイドーシス・特発性間質性肺炎のリスク要因解明のための全国症例対照研究 呼吸器内科学 澤幡 美千瑠 病院講師 2018年11月26日 迅速審査

107
高血圧症患者に対してマルチセンサー搭載の新規24時間自由行動下血圧計を用いた有酸素
運動およびハンドグリップ運動が血圧に及ぼす影響の検討 循環器内科学部門

苅尾 七臣 教授 2019年1月15日 迅速審査

110 角膜内皮移植術の黄斑部浮腫についての臨床研究 眼科学講座 伊野田 悟 病院助教 2018年12月14日 迅速審査

111
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

眼科学講座 川島 秀俊 教授 2018年11月26日 迅速審査

113 がん臨床試験における患者の意思決定支援実践尺度の開発 看護学部基礎看護学 小原 泉 教授 2018年12月3日 迅速審査

114 冠動脈疾患患者を対象としたFGF21およびFGF23と心血管イベントの関連の検討 分子病態治療研究センター 黒尾 誠 教授 2018年12月28日 迅速審査

115
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたFGF21およびFGF23と心血管イベン
トの関連の検討

分子病態治療研究センター 黒尾 誠 教授 2019年1月8日 迅速審査

116 肺骨化症症例に関する全国疫学調査（二次調査） 呼吸器内科学部門 坂東 政司 教授 2019年1月23日 迅速審査

117
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-リーフレットを用いたガイダ
ンスの有用性に関する実態調査-

看護部（集中治療部） 松沼 早苗 主任看護師 2018年12月21日 迅速審査

120 アジアの集中治療における敗血症の疫学研究（The MOSAICS II study）
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12月20日 迅速審査

121
学校の療養生活の場における医療的ケア児への質の高い医療的ケアの提供に資する研究　-
全国訪問看護ステーションにおける小児の医療的ケアに関する状況調査-

看護学部小児看護学 横山 由美 　教授 2019年1月10日 迅速審査

122
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（DPCデータを
用いた心疾患における医療の質に関する事業）

循環器内科学部門 苅尾七臣 教授 2018年12月28日 迅速審査

123
「東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究」対象者の甲状腺超音波検査の検
討

臨床検査医学講座 谷口 信行 教授 2019年2月4日
委員会審議

124
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan Neurosurgical Database：
JND）

脳神経外科学講座 川合 謙介 教授 2018年12月28日 迅速審査

125 加齢に伴うリン代謝動態の変化: 一般成人と慢性腎臓病患者の比較検討
分子病態治療研究センター

(抗加齢医学研究部)
黒尾 誠 教授 2019年1月15日 迅速審査

127 正常者におけるMRIによる微細な脳脊髄液漏出所見の有無に関する研究 整形外科学講座 竹下　克志 教授 2019年2月22日 迅速審査

130 携帯型超音波装置WiZの医学教育における有用性に関する調査 臨床検査医学講座 鯉渕 晴美 講師 2019年2月14日 迅速審査

131 生殖補助医療を受療する場における女性の体験 看護学部 成田 伸 教授 2019年2月22日 迅速審査

132 オピオイド誘発性便秘症へのナルデメジン投与開始時期と薬効の検討 附属病院薬剤部 奥田 泰考 薬剤師 2019年2月4日 迅速審査

133 看護学実習オリエンテーションにおける演劇教育の有効性に関する検討 看護学部基礎看護学 福田順子 講師 2019年1月17日 迅速審査

134 小児の甲状腺超音波検査に関する検討 臨床検査医学講座 谷口 信行 教授 2019年2月1日 迅速審査

135 診療情報を基にした臨床診断の検討 自治医科大学 永井良三 学長 2019年2月1日 迅速審査

136 がん治療施設における妊孕性温存がん治療、がん・生殖医療連携に関する実態調査 婦人科学講座 堀江 健司 病院助教 2019年2月27日 迅速審査

137 カラー眼底写真による脈絡膜厚推測 眼科学 髙橋秀徳 准教授 2019年2月15日 迅速審査

138
生体肝移植ドナーおよびレシピエントの心理・社会的QOLに関する研究Health-Related Quality
of Life (HRQOL) in recipients and donors after living donor liver transplantation

精神医学講座 須田 史朗 教授 2019年3月8日 迅速審査

139 がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査 腫瘍センター臨床腫瘍部 山口 博紀 教授 2019年2月27日 迅速審査

140 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 2019年2月7日 迅速審査

141 婦人科がん終末期の身体症状を有する患者の退院支援過程 看護部（４階東病棟） 曽篠 有里 看護師 2019年2月22日 迅速審査

143 脊柱変形手術における2017年度の合併症調査 - 日本側彎症学会による報告 整形外科学講座 菅原 亮 講師 2019年2月7日 迅速審査

144 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 2019年2月7日 迅速審査

145 膠原病に合併した蛋白漏出性胃腸症の検討 アレルギー膠原病学 長嶋 孝夫 准教授 2019年3月6日 迅速審査

146 脳卒中の医療体制の整備のための研究  レセプト等情報を用いた脳卒中救急疫学調査 脳神経外科学講座 川合 謙介 教授 2019年2月28日 迅速審査

148
大うつ病性障害患者における電気けいれん療法後の再発因子に関する研究−ケースコントロー
ル研究−

医学部精神医学講座 稲川 優多 病院助教 2019年2月22日 迅速審査



149 地域の診療におけるサルコペニアやフレイルに関する検討
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2019年2月27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 2019年2月28日 迅速審査

151 日本におけるノカルジア症の臨床的疫学と感受性に関する後方視点的研究 呼吸器センター内科部門 齊藤　健也 臨床助教 2019年3月22日 迅速審査

152 診療情報を基にした臨床診断の検討 自治医科大学 永井良三 学長 2019年2月13日 迅速審査

153 心血管イベントを規定するバイオマーカー開発　－血管新生関連因子と新規酸化LDL－
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2019年2月28日 迅速審査

154 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 2019年3月14日 迅速審査

156 栃木県内精神科病院における食生活支援実態調査（第2回）
地域医療学センター
（公衆衛生学部門）

中村 好一 教授 2019年3月29日 迅速審査

158 心理・生理・行動指標に基づく医療シミュレーション使用中の感性計測
メディカルシミュレーションセン

ター
前田 佳孝 助教 2019年3月29日 迅速審査

160 強直性脊椎炎全国疫学調査 公衆衛生学部門 松原 優里 助教 2019年3月14日 迅速審査

166
化学療法中の婦人科腫瘍患者を対象とした
”COmprehensive Score for financial Toxicity (COST) tool”
開発およびFinancial Toxicityに関する研究（J-COST 01）

産科婦人科学講座 小柳 貴裕 助教 2019年3月25日 迅速審査

167 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）（多施設共同研究）
循環器内科学
（臨床薬理学）

今井 靖 教授 2019年3月28日 迅速審査

170 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 2019年3月19日 迅速審査

173 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
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 2019年3月28日 迅速審査

175
インフルエンザ暴露後の抗ウイルス薬予防内服によるインフルエンザ発症予防の有効性につい
て

小児科学講座 田村 大輔 講師 2019年3月28日 迅速審査

182 地域実習の報告内容に関する検討 総合教育部門　医学部英語 レボウイッ ツ・アダム教授 2019年3月29日 迅速審査

変001 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 2018年6月1日 迅速審査

変002 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
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2018年5月24日 迅速審査

変003 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）
地域医療学センター
　（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2018年6月11日 迅速審査

変004 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7月13日 迅速審査

変005
カーボンシートを用いたMRI撮像におけるアーチファクト低減効果の研究～健常ボランティアを
対象とした検討～

中央放射線部 山越一統
主任診療放射線
技師

2018年7月25日 迅速審査

変006 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7月25日 迅速審査

変007 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 2018年8月17日 迅速審査

変008
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 長田太助 教授 2018年9月7日 迅速審査

変009
同種造血幹細胞移植後早期における高ビリルビン血症とSinusoidal obstruction syndrome の関
連性についての後方視的検討

血液学 蘆澤正弘 助教 2018年9月3日 迅速審査

変010 簡便な新規心血管イベント予知マーカーによる効率的なハイリスク患者抽出方法の確立
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2018年9月13日 迅速審査

変011 マラリア原虫感染後の赤血球内部に構築される膜に対する機能研究 医動物学部門 早川枝李 助教 2018年9月28日 迅速審査

変012 三次元血管モデルを用いた術野認識能力の検討 脳神経外科 益子敏弘 学内准教授 2018年12月3日 迅速審査

変013 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12月26日 迅速審査

変014
わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに総合データベース構築に関す
る研究

腎臓内科学部門 長田太助 教授 2019年2月1日 迅速審査

変015 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 教授 2019年1月8日 迅速審査

変016 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 2019年2月1日 迅速審査

変017 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 2019年2月15日 迅速審査

変018
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 2019年2月22日 迅速審査

変019 眼内液組成解析 眼科 高橋秀徳 准教授 2019年2月22日 迅速審査

変020 簡便な新規心血管イベント予知マーカーによる効率的なハイリスク患者抽出方法の確立
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 2019年2月22日 迅速審査


