
研　　　究　　　課　　　題　　　名 申請講座名 許可日 備　考

疫13-01 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 H25.5.7 変更申請

疫13-02
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 H25.5.1 変更申請

疫13-03 子宮癌肉腫症例に関する調査研究 産婦人科 竹井 裕二 講師 H25.5.30

疫13-04

症状緩和のための化学療法が再発卵巣がん患者の症状
をいかに改善するか：プラチナ製剤抵抗性／不応性卵巣
癌患者における緩和的化学療法の評価のための客観的
効果および主観的症状改善の評価

産婦人科 藤原 寛行 准教授 H25.6.17

疫13-05
八女市矢部地区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 石川 鎮清 学内教授 H25.5.30

疫13-06
岩国市美和地区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 石川 鎮清 学内教授 H25.5.29

疫13-08
ＡＣＥスコアを測定する調査票（日本語版）の信頼性・妥
当性の検討

地域医療学セン
ター

公衆衛生学部門
坪井　聡 助教 H25.6.17

疫13-09 腸管不全の予後因子に関する調査 小児外科学 前田 貢作 教授 H25.7.22

疫13-10
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)

循環器内科学部
門

苅尾 七臣 教授 H25.7.8 変更申請

疫13-12
介護保険施設における介護看護職員の転倒・転落ハイリ
スクケースに対する夜間見守りの実態

看護学部 川上　勝 講師 H25.7.22

疫13-13
保存期慢性腎臓病患者におけるエポエチンベータペゴ
ルおよびダルべポエチンアルファの有効性の比較および
費用対効果に関する検討

腎臓内科 伊藤 千春 講師 H25.8.29

疫13-14 関節リウマチの肺病変に関する観察研究
アレルギー膠原

病学
岩本 雅弘 准教授 H25.8.29

疫13-15
生体腎移植ドナーの腎提供前後の腎機能の維持と、そ
の長期予後、生命予後に関する研究

腎臓内科 武藤 重明 教授 H25.8.16

疫13-16 稀少難治性皮膚疾患臨床情報レジストリ研究計画 皮膚科 小宮根真弓 准教授 H25.9.11

疫13-17
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 学内教授 H25.9.5

疫13-18 眼内液組成解析方法の開発改良 眼科 高橋 秀徳 学内講師 H25.8.22

疫13-19 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 H25.8.22

疫13-20
高知県大月町における血圧を含めた心血管危険因子と
心血管疾患発症との関連の追跡研究

循環器内科学部
門

星出　聡 講師 H25.9.20

疫13-21
中学生の子どもを持つ親が希望する性教育と家庭での
親子の会話

看護学部 野々山未希子 教授 H25.8.16

疫13-22
筑西市民の受動行動および地域医療に関する意識につ
いての調査

地域医療学セン
ター

熊田 真樹
特命准教
授

H25.8.27 変更申請

申請者氏名

Ｈ26.10.27現在平成２５年度　疫学研究倫理審査委員会  審議結果一覧

受付番号



疫13-23 ロコモティブシンドロームに関する疫学研究 整形外科学 星地亜都司 准教授 H25.9.17

疫13-25
母乳のダイオキシン類汚染の実態調査と乳幼児の発達
への影響に関する研究

小児科 河野 由美 准教授 H25.9.17 変更申請

疫13-26
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)

循環器内科学部
門

苅尾 七臣 教授 H25.9.20 変更申請

疫13-27 高齢者における自由行動下血圧追跡研究
循環器内科学部

門
苅尾 七臣 教授 H25.9.6 変更申請

疫13-28
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 岩田 友彦 病院助教 H25.9.6 変更申請

疫13-30

我が国における植込み型除細動器（Implantable
cardioverter　－ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ：ICD　およびCardiac
Resynchronization　therapy  with  defibrillator：CRT－D）
の植込み状況および作動頻度などに関する調査（通称
NIPPON　storm)

さいたま医療セ
ンター循環器科

三橋 武司 准教授 H25.9.20 変更申請

疫13-31
腎臓病における新規の動脈硬化関連マーカーに関する
研究

臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H25.10.29

疫13-32 生活習慣病における血管病態関連生理機能検査の検討 臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H25.11.6

疫13-33
特別支援学校に通学中の子どもの健康と生活に関する
研究

看護学部 小林 京子 講師 H25.11.6

疫13-34 心血管イベント予知因子としてのCAVIに関する前向き研究：CAVIーＪ臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H25.11.6

疫13-35 生活習慣病の病態に関連する新規血液検査指標の検討 臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H25.11.6

疫13-36 妊娠女性の風疹抗体保有状況ー多施設共同研究ー
産科婦人科学講

座
大口 昭英 准教授 H25.10.11

疫13-37
糖尿病合併安定冠動脈疾患患者における血糖変動と心
血管イベント発症

循環器内科 苅尾 七臣 教授 H25.10.16

疫13-38 飲酒における主観的生活の質（QoL）向上のモデル構築
先端医療技術開
発センター　脳
機能研究部門

渡辺 英寿 教授 H25.11.28

疫13-39
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 H25.9.25 変更申請

疫13-42
慢性骨髄単球性白血病（CMML）に対するアザシチジン
の有効性と予後因子の調査研究

内科学講座
血液学部門

鈴木 隆浩 講師 H25.10.29

疫13-43
造血幹細胞移植における凍結造血幹細胞輸注時有害事
象の実態調査

無菌治療部 藤原慎一郎 病院講師 H25.11.5

疫13-44 関節リウマチの肺病変に関する観察研究
アレルギー膠原

病学
岩本 雅弘 准教授 H25.11.18 変更申請

疫13-45
電子カルテデータを活用した看護実践の「過程」評価項
目の部署別状況調査

医療情報部 大柴 幸子 室長 H25.11.18

疫13-46
レセプトデータを用いた処方実態調査および匿名化技
術・検索技術の開発研究

医療情報部 興梠 貴英 准教授 H25.11.18

疫13-47
東日本大震災、福島原発事故が精神症状に与えた影響
に関する調査研究

精神医学講座 須田 史朗 学内講師 H25.11.5 変更申請



疫13-48
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)

循環器内科学部
門

苅尾 七臣 教授 H25.10.29 変更申請

疫13-49
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 教授 H25.11.18 変更申請

疫13-50
ワルファリン内服患者のPT-INRが目標地領域にある期間
の割合（Time in Therapeutic Range：TTR）に関連する因
子の検討

循環器内科 甲谷 友幸 助教 H25.11.27

疫13-51
一般地域住民に対する子宮頸がん検診の受診勧奨に関
するランダム化比較試験

産科婦人科学講
座

藤原 寛行 准教授 H25.11.29

疫13-52
心尖部瘤を伴う肥大型心筋症を推測する因子の後ろ向
き研究

循環器内科 市田　勝 講師 H25.11.22

疫13-53
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 H25.11.14 変更申請

疫13-54

急性胆道炎のベストプラクティス探求に関する日本台湾
国際共同研究：急性胆管炎
Defining　best　practices　for　the　management　of
acute　biliary　tract　infections：Japan－Taiwan
collaborative study for acute cholangitis

臨床感染症学
感染制御部

矢野 晴美 学内准教授H25.12.25

疫13-55 中小病院における外来初診患者の特徴についての研究
地域医療学セン

ター
竹島 太郎 助教 H25.11.18 変更申請

疫13-56

国内3次救急病院における真菌血症の臨床的特徴とアウ
トカムに関する研究
Clinical features and outcomes of fungemia ; A five year
experience in a tertiary care center in Japan

感染制御部 矢野 晴美 学内准教授H25.11.14 変更申請

疫13-57

日本Pediatric　Interventional　Cardiologyデータデース
（Japan　Pediatric　Interventional　Cardiology
Database，JPIC-DB）
へのオンライン症例登録

小児科学 南　孝臣 准教授 H25.12.17

疫13-58 装着型関節拘縮体験シュレータの実用可能性の検討
看護学部

老年看護学
川上　勝 講師 H26.1.9

疫13-59 全自動血球計数計装置による血球系検査値の検討 臨床検査医学 谷口 信行 教授 H25.11.22

疫13-61
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 H25.12.5 変更申請

疫13-62
医療機関・医師に対して患者が求めること：大病院と
診療所の比較

地域医療学 石川 鎮清 学内教授 H25.12.25

疫13-63 細胞表面マーカーを用いた造血器腫瘍の臨床的検討 無菌治療部 藤原慎一郎 病院講師 H25.12.12 変更申請

疫13-65
日本における成人期フォンタン術後患者の臨床的特徴
の解明に関する多施設共同研究

成人先天性心疾
患センター

片岡 功一 講師 H26.2.27

疫13-66
地域医療支援のための地域医療データウェアハウスの構
築とその研究利用の在り方に関する研究

地域医療セン
ター

地域医療情報学
部門

藍原 雅一 特命講師 H25.12.16 変更申請

疫13-67
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 H26.2.21 変更申請

疫13-68
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)

循環器内科学部
門

苅尾 七臣 教授 H25.12.25 変更申請

疫13-69
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 病院助教 H26.2.4



疫13-71 日本人の頭頸部癌患者におけるCetuximabを含む治療の観察研究臨床腫瘍部 藤井 博文 学内教授 H26.1.21

疫13-72
慢性透析患者に対する弁膜症手術の短期長期成績に影
響を与える因子の検討

心臓血管外科 川人 宏次 学内教授 H26.3.13

疫13-73
下部進行直腸癌に対する術前放射線化学療法によるリ
ンパ節縮小率と遠隔成績に関する研究

消化器外科 宮倉 安幸 講師 H26.2.21

疫13-74

症状緩和のための化学療法が再発卵巣がん患者の症状
をいかに改善するか：プラチナ製剤抵抗性／不応性卵巣
癌患者における緩和的化学療法の評価のための客観的
効果および主観的症状改善の評価

産婦人科 藤原 寛行 准教授 H26.1.17 変更申請

疫13-75
重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての後ろ
向き他施設観察研究

集中治療部 鯉沼 俊貴 病院助教 H26.1.21

疫13-76
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 H26.1.9

疫13-78
がん臨床試験についての患者の理解度評価に関する研
究

看護学部 小原　泉 准教授 H26.2.18

疫13-79 イヌとヒトとの間における共感性を担う機構の研究
生理学講座

神経脳生理学部
門

尾仲 達史 教授 H26.2.12

疫13-80
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 H26.2.25

疫13-81 熊本県民アンケート
地域医療情報学

部門
藍原 雅一 特命講師 H26.2.26

疫13-82
急性心筋梗塞後に発症した心室中隔穿孔に対する
infarct-exclusion法の検討

心臓血管外科 相澤　啓 病院講師 H26.2.21

疫13-83 結腸癌術後の吻合部再発の危険因子の検討 消化器外科 宮倉 安幸 講師 H26.2.21

疫13-84 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 助教 H26.2.21

疫13-86
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)

循環器内科学部
門

苅尾 七臣 教授 H26.2.12 変更申請

疫13-87
母親側と支援者側双方からみた栃木県内における母乳
育児支援の実態（10年後調査）

看護学部 熊谷　歩 助教 H26.3.25

疫13-90
副腎皮質過形成症における周術期電解質、血糖値の検
討

小児手術・
集中治療部

佐野美奈子 臨床助教 H26.5.22

疫13-91 家族性高コレステロール血症ホモ接合体の予後実態調査 内分泌代謝科 倉科 智行 臨床助教 H26.4.15

疫13-92
オキシトシン鼻腔内投与後の血中および尿中オキシトシ
ン濃度の変化及び関連について

生化学講座
神経脳生理学部

門
尾仲 達史 教授 H26.3.7

疫13-94 栃木県内精神科病院における食生活支援実態調査
地域医療学セン

ター
公衆衛生学部門

中村 好一 教授 H26.3.11

疫13-95 透析導入患者の悪性腫瘍合併について 腎臓内科 伊藤 千春 講師 H26.4.28

疫13-96 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 准教授 H26.3.11 変更申請

疫13-97 慢性腎臓病における疾病管理に関する疫学研究 臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H26.3.7



疫13-99
既存健診データを活用した疾病予防や健康管理に関す
る探索的観察研究

健診センター 宮下　洋 准教授 H26.3.17 変更申請

疫13-100 心室中隔欠損閉鎖術の麻酔中の血糖値の変動
小児手術・
集中治療部

大塚 洋司 病院助教 H26.3.13

疫13-101
卵巣成熟奇形腫の悪性転化に対する治療法・予後につ
いての後方視的研究

産婦人科 竹井 裕二 講師 H26.4.18

疫13-102
子宮頸部扁平上皮癌Ia2期における縮小手術の可能性
を検討するための観察研究

産婦人科 竹井 裕二 講師 H26.8.6

疫13-103 肺動脈絞扼術にrSO2の推移
小児手術・
集中治療部

永野 達也 病院助教 H26.5.9

疫13-104 糖尿病における疾病管理に関する疫学的研究 臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H26.5.9

疫13-105 産科手術の麻酔管理に関する後ろ向きの研究 麻酔科 井上荘一郎 准教授 H26.9.17

疫13-106
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

臨床検査医学 小谷 和彦 准教授 H26.4.15

疫13-109

滲出型加齢黄班変性において硝子体注射薬がラニビズ
マブからアフリベルセプトへ切り替えられた症例における
最終ラニビズマブ後と初回アフリベルセプト後の視力変
化及び中心窩網膜厚変化の比較

眼科 高橋 秀徳 学内講師 H26.4.22

疫13-110

研究参加施設に新たに発生する全ての急性リンパ性白
血病
（Acute Lymphoblastic Leukemia,ALL)症例を対象とした5
年生存率に関する前向き臨床観察研究：JALSG ALL
Clinical Observation Study 12(JALSG-ALL-CS-12)

内科学講座
血液学部門

翁　家国 学内講師 H26.5.28

疫13-111 妊婦における糖・脂質代謝異常に関する研究 臨床検査医学 宮本 倫聡 助教 H26.5.21


