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1 乳癌検診のデータを活用した乳房超音波検査の精度向上に関する研究 臨床検査医学 鯉渕晴美　助教 H24.5.23

2 Intensive　Care　Over　Nations　（ICON)　audit 集中治療部 布宮　伸　学内教授 H24.5.23

4 20歳以上の男性左室肥大患者におけるファブリー病有病率の疫学調査 循環器内科 苅尾七臣　教授 H24.10.30

5
思春期女性へのHPVワクチン公費助成開始後における子宮頸癌の
HPV16/18陽性割合の推移に関する長期疫学研究（第Ⅰ期；2012年4月
‐2019年12月）

産婦人科 竹井裕二　講師 H24.6.25

6 中津市における高齢者の動脈硬化疾患の危険因子解明に関する研究 地域医療学部門 石川鎮清　准教授 H24.6.20

8
日本循環器学会循環器救急医療委員会
心臓・血管（肺動脈・大動脈）原生ショック・レジストリー事業（JCS－Shock
レジストリー）

循環器内科学 廣瀬雅裕　助教 H24.8.3

10 関節リウマチ治療の有効性・安全性の検討
アレルギー膠原病学

部門
長嶋孝夫　講師 H24.7.13

11 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　講師 H24.7.27

12
術前トラスツズマブ＋細胞障害性抗癌薬の併用療法後に病理組織学的
完全奏効（乳房）の得られた症例の予後に関する調査研究（JBCRG-
C03）

外科学
（一般外科）

穂積康夫　准教授 H24.7.24

15
心肺蘇生開始までの時間短縮を目的としたファーストレスポンダ―体制
導入に関する研究

救急医学講座 鈴川正之　教授 H24.8.31

16
大学附属病院　総合診療部におけるプライマリ・ケア国際分類第2版
（ICPC-2）を用いた初診患者の主訴についての研究

地域医療学センター
総合診療部門

石川由紀子　助教 H24.8.31

17
自治医科大学附属病院総合診療部に入院した発熱患者の原因疾患の
内訳

地域医療学センター
総合診療部門

内田真一　臨床助教 H24.8.31

18 第22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 H24.8.22

19
質の高いバイスタンダーによる心肺蘇生法開始までの時間短縮を目的と
した研究

救急医学講座 鈴川正之　教授 H25.1.15

22 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 鈴木隆浩　講師 H24.9.27

24 ヨーロッパと日本の顕微鏡的多発血管炎の症状・予後の比較検討 腎臓内科学 伊藤千春　講師 H24.11.14

25 診療データベースを活用した疾病予防や健康管理に関する疫学的検討 臨床検査医学 小谷和彦　講師 H24.10.16

26
免疫抑制療法中の関節リウマチ・膠原病患者のB型・C型肝炎感染状況
の調査

アレルギー
膠原病学部門

岩本雅弘　准教授 H24.10.17

29 フィブリン分解産物の分子多様性の研究 分子病態研究部 三室　淳　准教授 H24.10.16

30 定期受診者の受診行動に関する分析 地域医療学 古城隆雄　助教 H24.10.19

31 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　講師 H24.11.21

33
モンゴルにおけるピロリ菌感染状況の把握、および感染による胃粘膜傷
害の推定

細菌学部門 平井義一　教授 H24.10.17

34 誤嚥性肺炎の食事再開についての研究
地域医療センター

総合診療部門
見坂恒明　講師 H24.11.22
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36 特定健診と保健指導に関する研究 臨床検査医学 小谷和彦　講師 H24.11.21

37
2011年東日本大震災被災地東北３県におけるフレッシュママクラスの効
果を評価する

公衆衛生学部門 高村寿子　教授 H24.11.16

38
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
と副作用及び、Ｔ細胞の関与についての後方視的検討

小児科 南　孝臣　講師 H24.12.11

40 感染性心内膜炎における至適手術時期に関する多施設共同研究 心臓血管外科 上西祐一朗　講師 H24.10.17

42
感染性心内膜炎における心不全発症および外科的治療の予測因子に
関する後ろ向き研究

循環器内科
救命救急センター

石川譲治　助教 H24.11.14

46 CIAOW Study （複雑性腹腔内感染症に対する国際的疫学調査） 救急医学 伊澤祥光　助教 H24.12.27

48
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 町田静生　学内講師 H25.1.8

49 再発卵巣癌に対する放射線療法の効果と有害事象についての研究 産婦人科 町田静生　学内講師 H25.1.8

53 再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する調査研究 産婦人科 竹井裕二　講師 H24.12.27

57
TKI治療経過中に染色体異常を来した慢性骨髄性白血病に関する全国
調査

血液学部門 鈴木隆浩　講師 H25.1.22

60
子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術後の合併症・後遺症に関する調査
（特定非営利活動法人　婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）子宮頸がん
委員会主導研究

産婦人科学 藤原寛行　准教授 H25.1.23

63 小児固定腫瘍観察研究 小児科 森本　哲　学内教授 H25.3.4

65
HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパ
クリタキセルの併用療法の有用性を検討する観察研究

外科学
（一般外科）

穂積康夫　准教授 H25.2.25

66 先天性嚢胞性肺疾患に関する多施設共同による全国実態調査 小児外科学 前田貢作　教授 H25.2.18

67 ニューモシスチス肺炎の予後に関与する因子の臨床研究 アレルギー膠原病学 長嶋孝夫　講師 H25.1.18

68
卵巣癌ランダム化第Ⅲ相試験のインフォームドコンセントにおける患者の
理解度に関する調査

産婦人科学 藤原寛行　准教授 H25.2.18

69 神経伝導検査各種指標における当院での標準値の設定 内分泌代謝学部門 安藤明彦　助教 H25.2.18

70
救命救急センターにおける自己抜管のImSAFER分析による要因と対策
の検討

看護部
（救命救急センター）

小野口敦子　看護師 H25.3.25

71 関節リウマチに対する生物学的製剤の効果予測因子の解析 アレルギー膠原病学 　岩本雅弘　准教授 H25.3.15

72 授乳による母乳中オキシトシンの新生児への移行とその中枢作用の解明 神経脳生理学部門 尾仲達史　教授 H25.3.12

73
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 H25.3.18

74
加齢黄斑変性に対するラニビズマブ投与推奨から実際の投与までの遅
れと視力予後の関連解析

眼科 高橋秀徳　学内講師 H25.3.12

77 腎細胞癌における分子標的薬治療の組織学的な治療効果の解析 腎泌尿器外科 小林　実　講師

78
自治医科大学附属病院眼科通院患者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 川島秀俊　教授

79 神経伝導検査各種指標における当院での標準値の設定 内分泌代謝学部門 安藤明彦　助教



80
B型肝炎ウイルス既感染関節リウマチ患者への生物学的製剤投与と再活
性化

アレルギー膠原病学 長嶋孝夫　講師

82 テイコプラニン投与早期の血中薬物濃度の予測に関する検討 薬剤部 小林　亮　薬剤師

86 眼内液組成解析および解析方法の開発改良 眼科 高橋秀徳　学内講師

88
重症筋無力症における胸線摘出前の高用量ステロイド内服療法は、長
期予後改善に寄与する

神経内科学 池口邦彦　准教授

89 小児自閉性障害におけるオキシトシン長期点鼻効果の検討 神経脳生理学部門 尾仲達史　教授


