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研　　　究　　　課　　　題　　　名 申請講座名 許可日 備考

001 進行再発乳癌患者におけるTaxol＋Bevacizumab治療後の検討
消化器一般外科

（乳腺科）
上徳ひろみ 病院助教 H28.7.7 迅速審査

002 消化器癌手術前の栄養障害が癌治療に及ぼす影響の検討 消化器外科 佐田尚宏 教授 H29.2.23 迅速審査

003 再生医療を目的とした細胞を分離・培養するための技術とデバイスの開発 形成外科 吉村浩太郎 教授 H28.9.9 委員会審議

004
臨床上不要となったヒト脂肪組織に由来する細胞を用いた再生医療分野における探
索的研究

形成外科 吉村浩太郎 教授 H28.8.3 迅速審査

005 我が国における前置癒着胎盤の周産期管理に関する調査 産婦人科学 馬場洋介 講師 H28.5.25 迅速審査

006 集中治療室入室患者における超音波を用いた呼吸筋評価
麻酔科学・集中治療医
学講座集中治療医学部

門
後藤祐也 助教 H28.8.17 委員会審議

008
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討
－前向き多施設共同研究ー

消化器外科 佐久間康成 准教授 H28.6.9 迅速審査

009 抗菌薬が血液凝固検査値に及ぼす影響に関するin vitroでの検討
地域医療学センター
（総合診療部門）

畠山修司 准教授 H28.6.23 委員会審議

010 ヒトパピローマウィルス関連中咽頭癌の画像所見に関する研究 放射線医学 藤田晃史 准教授 H28.5.30 迅速審査

012 改訂版鎮痛鎮静プロトコルの検証 看護部 笹井香織 看護師 H28.7.26 委員会審議

013 超高齢者におけるPECS (pectoral nerves) blockを用いた乳癌手術症例の検討 乳腺科 櫻木雅子 病院助教 H29.7.13 迅速審査

014 濃グリセリン・果糖注射液がもたらす高乳酸血症の解析：前向き観察研究
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 H28.8.3 委員会審議

015
慢性移植片対宿主病に対するタミバロテン(AM80G)の臨床第II相試験」における
Th1，Th17細胞，制御性T細胞，サイトカイン測定研究

血液科 藤原慎一郎 講師 H28.7.19 迅速審査

016 左側大腸癌イレウス症例における経肛門イレウス管使用の有無と治療成績の検討 中央手術部 堀江久永 准教授 H28.6.15 迅速審査

017 教育、研究のための検体の保存および画像の使用について 小児科 横山孝二 学内講師 H28.6.24 迅速審査

018
第43 回日本膵切研究会アンケート調査　「ボーダーライン膵癌に関する治療方針の
実態調査ならびにボーダーライン膵癌の予後因子の解明」

消化器外科 佐田尚宏 教授 H28.6.16 迅速審査

019
栃木県における遺伝子型2型のC型肝炎に対するソフォスブビル、
リバビリン併用治療の有用性の検討

消化器内科学部門 森本直樹 講師 H28.7.8 迅速審査

020 食道癌手術における誤嚥性肺炎に対する喉頭挙上術の効果 消化器外科 佐田尚宏 教授 H29.3.14 迅速審査

021 せん断波伝搬の実時間映像化による高精度の組織弾性評価とその展開 臨床検査医学 紺野　啓 准教授 H28.11.2 委員会審議

023
ER/PR強陽性HER2陰性の転移・再発乳癌における内分泌療法の効果とその後の化学療
法の効果についての検討

乳腺科 田中裕美子 病院助教 H29.4.3 迅速審査

024
心内膜心筋生検組織を用い拡張型心筋症における炎症細胞浸潤の意義を検討する多
施設レジストリ研究

循環器内科 苅尾七臣 教授 H28.8.1 迅速審査

026 膵管内腫瘍関連膵癌の予後不良因子の同定 病理診断部 三登久美子 臨床助教 H28.7.26 迅速審査

027
「膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ゲムシタビン療法とS-1療法の第Ⅲ相比

較試験（JASPAC 01）」の附随研究
膵がん切除例における補助化学療法の効果予測因子および予後因子に関する研究

消化器外科 佐久間康成 准教授 H28.7.13 迅速審査

028 肝移植を経験した患者の病気や薬に対する認識調査
移植・再生医療セン

ター
尾沼恵梨香

看護師
（移植コーディ
ネーター）

H28.8.31 委員会審議

029 B型肝炎ウイルスキャリア母体産児における Occult HBV infectionの検討 小児科学講座 横山孝二 講師（学内講師） H28.8.1 迅速審査

030 がん患者の体組成とバイオマーカーとしての有用性の検討 消化器外科 佐田 尚宏 教授 H28.12.14 迅速審査

031 MRIにおける胎盤の発達過程と正常構造・正常所見についての検討 放射線医学講座 杉本英治 教授 H28.8.15 迅速審査

032 中下部進行直腸癌に対する腹腔鏡手術の短期成績
附属病院消化器セン

ター・外科部門
津久井 秀則 臨床助教3 H28.11.24 迅速審査

033 薬疹における血清中マーカーについての検討 皮膚科 小宮根 真弓 准教授 H28.10.6 迅速審査

平　成　２８年　度　　臨　床　研　究　倫　理　審　査　委　員　会　Ａ

申請者氏名



034  再生医療等製品開発のためのヒト皮下脂肪組織採取に関する研究 形成外科 吉村浩太郎 教授 H28.8.15 迅速審査

035
成人Still病と全身型若年性特発性関節炎の臨床寛解（とくにdrug-free寛解）に至
る期間および寛解に影響する要因の解明（多施設共同研究）

アレルギー膠原病学部
門

岩本雅弘 学内教授 H28.10.27 委員会審議

036 心臓血管外科手術の同種血削減に対する回収式自己血輸血の有効性 輸血・細胞移植部 秋山 友子 臨床検査技師 H28.10.4 迅速審査

037 低価格三次元プリンタを用いた脳動脈瘤モデル作製法の開発および評価 脳神経外科 金子直樹 病院助教 H28.8.25 迅速審査

038  腎臓病における尿沈査の臨床的意義—尿沈査スコア開発研究— 臨床検査医学講座 岩津 好隆 学内講師 H28.9.21 迅速審査

039 当科におけるEGFR-TKI内服症例における脳転移に関する臨床的検討 呼吸器内科 瀧上理子 病院助教 H28.9.28 迅速審査

040
アトピー性皮膚炎患者におけるバリア機能と角質におけるセラミド分解酵素につい
ての研究

皮膚科学講座 大槻マミ太郎 教授 H29.2.7 委員会審議

041 胃瘻から半固形栄養剤注入法を行っている当科小児摂食嚥下外来患児の実態 歯科口腔外科 若林宣江 専任歯科衛生士 H28.10.26 委員会審議

042 敗血症性ショックに対する体外循環療法の予後調査
医学部麻酔科学・集中

治療医学講座
方山 真朱 助教 H28.9.29 迅速審査

043 3テスラ（3T）MRIによる頭蓋外脳神経の描出に関する研究 放射線医学講座 藤田 晃史 准教授 H28.10.3 迅速審査

045
脳卒中研究者新ネットワークを活用した脳・心血管疾患における抗血栓療法の実態
と安全性の解明　The Second Bleeding with Antithrombotic Therapy Study: BAT2

神経内科 藤本　茂 教授 H29.1.13 迅速審査

047  再生医療等製品開発のためのヒト皮下脂肪組織採取に関する研究 形成外科 吉村浩太郎 教授 H28.9.26
迅速審査

（変更申請）

048 抗菌薬が血液凝固検査値に及ぼす影響に関するin vitroでの検討
地域医療学センター
（総合診療部門）

畠山修司 准教授 H28.10.6
迅速審査

（変更申請）

049
栃木県における遺伝子型2型のC型肝炎に対するソフォスブビル、
リバビリン併用治療の有用性の検討

消化器内科学部門 森本直樹 講師 H28.10.4
迅速審査

（変更申請）

050 歯周病の病態と動脈硬化症生態マーカーとの関連に関する臨床統計 歯科口腔外科 上村真純 歯科衛生士 H29.6.26 委員会審議

051 癌性体腔液貯留を予測する臨床病理学的因子の検討 附属病院病理診断部 大城 久 准教授 H29.2.23 迅速審査

052 膵癌予後因子としてのリンパ管侵襲密度の検討
医学部病理学講座（統

合病理学部門）
森田剛平 助教 H28.11.18 迅速審査

053 XOR（キサンチン酸化還元酵素）と心血管リスク・イベントとの関連
医学部内科学講座（循

環器内科学部門）
苅尾 七臣 教授 H28.12.7 委員会審議

054 大腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設共同前向き研究 消化器内科学 坂本博次 学内講師 H28.10.26 迅速審査

055 成人急性骨髄性白血病(AML)患者における，WT-1の予後予測能の解析 血液学 神田善伸 教授 H28.11.11 迅速審査

056 胆汁細胞診の良悪性判断における免疫染色の有用性の検討 統合病理学 森田剛平 助教 H28.11.18 迅速審査

057 二分脊椎症のライフステージに合わせた排便管理に関する検討 小児外科部門 小野　滋 教授 H28.12.7 迅速審査

058 Hybrid OPE室における画像支援 中央放射線部 川合　創 放射線技師 H29.1.4 迅速審査

060 二分脊椎の内反尖足変形に対する手術成績 小児外科部門 渡邉英明 講師 H28.12.15 迅速審査

061 大腿骨頭すべり症に対する安静牽引後In Situ Fixationの成績 小児整形外科部門 渡邉英明 講師 H29.1.13 迅速審査

062
心エコー図での新しい左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)の目
視的推測法と心MRIで算出されたEFとの比較

循環器内科 小形幸代 講師 H28.11.24 迅速審査

063
ヘリコバクター・ピロリ感染と磁気共鳴画像法(magnetic resonance imaging ,MRI)
所見の比較検討

放射線医学講座 杉本英治 教授 H29.1.5 迅速審査

064 合成ステロイド製剤の生体内動態と効果および副作用に関する検討 呼吸器内科学 間藤尚子 講師 H29.2.16 委員会審議

065  再生医療等製品開発のためのヒト皮下脂肪組織採取に関する研究 形成外科 吉村浩太郎 教授 H29.1.4
迅速審査

（変更申請）

066 寒冷凝集素価検査の検討
地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷和彦 教授 H29.3.2 委員会審議

067 Ra,Rb進行直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術の短期成績 消化器外科 津久井 秀則 臨床助教 H28.12.7 迅速審査



068 骨髄不全患者における、PNH関連の臨床症状を経時的にみる観察研究（SUPREMACY） 血液科 山本 千裕 病院助教 H28.12.26 迅速審査

069 胃癌，大腸癌に併存する膵嚢胞性病変の臨床病理学的検討 消化器外科 佐田尚宏 教授 H28.12.22 迅速審査

070 潜在患者集団におけるライソゾーム酸性リパーゼ欠損症の出現頻度に関する検討 小児科 熊谷　秀規 准教授 H29.2.10 迅速審査

071 胆道癌の生物学的悪性度を規定する因子の探索 病理診断部 福嶋敬宜 教授 H29.1.4 迅速審査

072 腎移植前の脱感作療法に静注用人免疫グロブリン（IVIG）を使用した症例の調査 腎臓外科学部門 八木澤隆 教授 H28.12.14 迅速審査

074 気管チューブのカフ圧に関する研究
集中治療医学講座（麻

酔科学部門）
平岡 希生　 臨床助教 H29.1.5 迅速審査

075
消化器症状を呈し新生児乳児消化管アレルギーが疑われた新生児におけるサイトカ
インプロファイルと消化管ホルモンの動態

小児科 俣野美雪 助教 H29.5.25 委員会審議

076 静脈洞血栓症における頭部ルーチンMRI撮像法の診断能の比較検討 放射線医学講座 杉本 英治 教授 H29.1.13 迅速審査

078 濃グリセリン・果糖注射液がもたらす高乳酸血症の解析：前向き観察研究
集中治療医学講座（麻

酔科学部門）
方山 真朱 助教 H28.12.19

迅速審査
（変更申請）

079
小児特発性ステロイド感受性ネフローゼ症候群患児のT細胞分画に対しリツキシマブ
が与える影響の検討

小児科 小高淳 講師 H29.4.12 委員会審議

080 アジア人の血圧コントロール状態の評価に関する研究（Asia BP@Home）      循環器内科 　苅尾 七臣 教授 H28.2.23 委員会審議

081
帝王切開術患者における術後硬膜外鎮痛の後方視的調査：レボブピバカインとロピ
バカインの比較

附属病院麻酔科 篠原 貴子 病院助教 H29.1.16 迅速審査

082
急性骨髄性白血病における50-64歳に対するJALSGAML201と65歳以上に対する
JALSGGML200の有効性と安全性の比較検討

血液科 中野　裕史 臨床助教 H29.8.30 迅速審査

083 心臓血管外科手術の同種血削減に対する回収式自己血輸血の有効性 輸血・細胞移植部 秋山 友子 臨床検査技師 H29.1.5
迅速審査

（変更申請）

084 鼻腔原発悪性黒色腫に対する当科の治療結果 耳鼻咽喉科学 西野　宏 教授 H29.1.18 迅速審査

085 甲状腺癌に対するレンバチニブ投与の有効性と安全性の検討 耳鼻咽喉科学 濱野　有美子 臨床助教 H29.6.2 迅速審査

087 直腸癌術前放射線化学療法患者における末梢血白血球の総合的解析 消化器外科 北山　丈二 教授 H29.3.27 委員会審議

088 退院支援を介入した心不全患者が在宅移行期の生活において感じる困難 附属病院 飯塚　由佳 看護師 H29.4.6 委員会審議

089 体成分と腎臓病の関連についての検討 腎臓内科学 増田　貴博 助教 H29.3.14 委員会審議

090 乳房外パジェット病における血清中マーカーについての検討 皮膚科学 神谷　浩二 学内講師 H29.3.29 委員会審議

091  再生医療等製品開発のためのヒト皮下脂肪組織採取に関する研究 形成外科 吉村浩太郎 教授 H29.1.26
迅速審査

（変更申請）

092 当院における新規前立腺癌治療薬の臨床的検討
腎泌尿器外科学

泌尿器科
亀田智弘 臨床助教 H29.5.22 迅速審査

093 気管チューブのカフ圧に関する研究
集中治療医学講座（麻

酔科学部門）
平岡 希生　 臨床助教 H29.1.15

迅速審査
（変更申請）

094 予定日超過の分娩誘発目的で入院した初産婦が分娩誘発行動を取れない要因
附属病院看護部３階南

病棟（分娩棟）
外山 史枝 助産師 H29.4.12 委員会審議

095
上皮性卵巣癌治療において化学療法ハイリスク症例に対するweekly TC療法の有効性
と安全性

産婦人科学 高橋寿々代 助教 H29.5.1 迅速審査

096 ヒト由来褐色脂肪の解析ならびに新規肥満治療法の開発
外科学講座（消化器外科

学部門）
佐久間 康成 准教授 H29.5.10 委員会審議

097 門脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対するDEB-TACEの有効性と安全性 消化器内科学 髙岡良成 病院助教 H29.4.3 迅速審査

098 開心手術後における筋弛緩薬の効果残存の検証 附属病院麻酔科 杉本 健三郎 臨床助教 H29.3.28 委員会審議

099 間質性肺炎合併肺癌の術後間質性肺炎急性増悪例の臨床的特徴 呼吸器内科学 澤田　哲郎 助教 H29.2.16 迅速審査

100 CAG療法時のG-CSF反応性が予後に与える影響についての後方視的解析 血液科 皆方大祐 臨床助教 H29.3.1 迅速審査

101  心不全患者に対する積極的減塩指導の意義 循環器内科学 小森孝洋 病院講師 H29.5.10 委員会審議



102 濃グリセリン・果糖注射液がもたらす高乳酸血症の解析：前向き観察研究
集中治療医学講座（麻

酔科学部門）
方山 真朱 助教 H29.2.10

迅速審査
（変更申請）

103
質問票を用いた放射線治療の苦痛スクリーニング項目の評価
「生活のしやすさに関する質問票」を用いる妥当性の評価

看護部（中央放射線
部）

森　貴子 看護師 H29.3.14 迅速審査

105 上部消化管癌切除後の生活状況と消化器症状に関するアンケート調査 消化器外科 齋藤心 講師 H29.3.30 迅速審査

106 高齢心不全患者の身体的・精神認知的虚弱に対する運動療法の有効性の検討 循環器内科 小森孝洋 病院講師 H29.6.1 委員会審議

107 血液型不適合腎移植に対する脱感作療法と治療成績 腎臓外科学部門 南木浩二 講師 H29.4.13 迅速審査

108
切迫流・早産妊婦の便中の制御性T細胞誘導性クロストリジウム属菌と早産発生との
関連

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 H29.5.22 委員会審議

109 黄色ブドウ球菌菌血症の予後を改善する診療マネジメントの探索 附属病院感染症科 鈴木 潤 臨床助教３ H29.3.30 迅速審査

110 二分脊椎の内反尖足変形に対する手術成績 小児外科部門 渡邉英明 准教授 H29.3.14
迅速審査

（変更申請）

111 腎移植後骨粗鬆症に対するデノスマブの治療効果
医学部腎泌尿器外科学
講座（腎臓外科学部

門）
八木澤 隆 教授 H29.5.16 迅速審査

113 大腸神経内分泌腫瘍の長期臨床経過に関する臨床研究 消化器内科学部門 林　芳和 講師 H29.4.25 迅速審査

114 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術の治療成績の後ろ向き研究 消化器内科学部門 林　芳和 講師 H29.5.1 迅速審査

116 悪性リンパ腫に関連した小腸狭窄に対する内視鏡的バルーン拡張術についての検討 消化器内科学部門 坂本　博次 講師 H29.9.22 迅速審査

117 人工呼吸器G5におけるClosed loop ventilation systemの情報精度の検証 集中治療医学講座 方山 真朱 助教 H29.6.1 委員会審議

118
抗ウイルス治療にてウイルス排除が成功したC型肝炎症例における肝細胞癌発症リス
クに関する検討

医学部内科学講座（消
化器内科学部門）

森本 直樹 学内准教授 H29.4.13 迅速審査

119 心血管3DCTと冠動脈カテーテル検査における冠動脈狭窄に関する検討 医学部放射線医学講座 杉本 英治 教授 H29.5.2 迅速審査

120 濃グリセリン・果糖注射液がもたらす高乳酸血症の解析：前向き観察研究
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 H29.3.21

迅速審査
（変更申請）

121 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 呼吸器内科学 坂東政司 学内教授 H29.4.12 迅速審査

123 肺組織常在性リンパ球に着目した好酸球性肺炎の再燃機序の解明 呼吸器内科学 間藤 尚子 講師 条件付承認 委員会審議

124

造血器悪性腫瘍(急性骨髄性白血病AML・急性リンパ性白血病ALL・非ホジキンリンパ
腫NHL)合併、播種性血管内凝固症候群(DIC)に対する合成プロテアーゼ阻害剤(SPI)
および低分子ヘパリン・ヘパリノイド(LMWHs)の有効性・安全性の検討(二施設間後
方視的解析)

血液学 皆方　大佑 臨床助教 H29.4.18 迅速審査

125 急性骨髄性白血病地固め治療における高用量キロサイド療法と多剤併用治療の比較 血液学 皆方　大佑 臨床助教 H29.4.18 迅速審査

126
閉塞性無呼吸(OSA)を併存する高血圧患者における血圧変動と持続陽圧呼吸療法
(CPAP)のアドヒアランスとの関連を検討する多施設前方視観察研究(B-PAP研究）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2017/6/23 委員会審議

128
自己肝にて生存する思春期胆道閉鎖症患者と親における不確かさと療養生活の在り
方

再生医療センター 尾沼恵梨香 看護師 2017/5/22 委員会審議

130 臍帯血移植後のEBウイルス再活性化・再感染の病態解明と予防法・治療法の確立 血液学部門 藤原慎一郎 講師 H29.5.8 迅速審査

131
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバーロキサバンの
有効性及び安全性に関する登録観察研究

循環器内科 小森孝洋 病院講師 2017/9/4 迅速審査

132 免疫チェックポイント阻害薬への応答性を予測するバイオマーカーの探索 呼吸器内科 荻原弘一 教授 2017/9/25 委員会審議

133 腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討〜前向き観察多施設共同研究〜 消化器外科 佐久間康成 准教授 2017/10/23 迅速審査

135
入院患者の栄養管理の向上のためのニュークックチルシステムによる料理の検証～
クックサーブシステムとの主観的・客観的分析による比較～

附属病院臨床栄養部 川畑奈緒 管理栄養士 2017/9/13 委員会審議

142
Body lateropulsionを呈する脳梗塞症例の臨床・画像的特徴ならびに解剖学的責任
経路を検証する。

附属病院リハビリテー
ションセンター

森田光哉 准教授 2017/10/27 迅速審査

143 臨床研究のための残血清の保存
アレルギー膠原病学部

門
長嶋 孝夫 准教授 2017/9/20 委員会審議

144 正常ヒト末梢血中白血球および様々なヒト疾患におけるToll様受容体の発現解析 皮膚科 大槻マミ太郎 教授 H29.9.20 委員会審議



145 赤血球抗原に対する小児同種免疫に関する多施設共同研究 輸血・細胞移植部 大槻 郁子 専任臨床検査技師 H29.10.2 迅速審査


