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研　　　究　　　課　　　題　　　名 申請講座名 許可日 審査

094 神経筋疾患患者における健診データを含めたバイオマーカー解析
リハビリテーション

センター
森田 光哉 准教授 2019/4/26 迅速審査

106
３MTMベアーハガーTM深部温モニタリングシステムを用いた周術期の体温管理の妥当性の検
討

麻酔科 時任　利奈 臨床助教 2019/6/6 迅速審査

126 小児期発症の萎縮性甲状腺炎における阻害型TSH受容体抗体の関与の検討
とちぎ子ども医療センター

小児科
田島 敏広 教授 2019/4/24 迅速審査

148 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築
附属病院光学

医療センター内視鏡部
砂田 圭二郎 教授 2019/4/24 迅速審査

149 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 学内講師 2019/6/4 迅速審査

154 アルブミン製剤による選択的単純血漿交換療法に関する研究 附属病院輸血・細胞移植部 大槻 郁子
専任臨床検査

技師
2019/5/13 迅速審査

162 日本網膜色素変性症レジストリプロジェクト 眼科 井上　裕治 准教授 2019/4/9 迅速審査

166
食道裂孔ヘルニア・胃食道逆流症の外科治療の全国実態調査〜本邦における手術適用・手術
術式の提案に向けて〜

医学部外科学講座
（消化器外科学部門）

佐田 尚宏 教授 2019/4/22 迅速審査

170 消化器一般移植外科および臨床腫瘍科症例の治療成績に関する検討 消化器外科 佐田　 尚宏 教授 2019/6/10
委員会審議

179
婦人科がん術後のリンパ浮腫の早期発見と2次障害予防のセルフケア指導
―行動変容ステージモデルを活用しての効果―

看護部
（４階東病棟）

野寺 美保 看護師 2019/4/16 迅速審査

181 慢性移植片対宿主病における同種抗体・自己抗体の産生機構の解明 血液学 神田 善伸 教授 2019/5/28
委員会審議

189 転移性脊椎腫瘍手術に関する他施設前向き研究 整形外科 井上　泰一 講師 2019/4/22 迅速審査

197 子宮腺筋症核出後妊娠の周産期予後の解析
附属病院

生殖医学センター
高橋 宏典 学内准教授 2019/4/9 迅速審査

199 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 学内准教授 R1.5.20 迅速審査

203 肝細胞癌切除後ミラノ基準内再発に対する再切除後術の有用性 消化器外科学部門 佐久間 康成 准教授 2019/7/1 迅速審査

204 間質性肺疾患の病態研究 (単施設)
附属病院呼吸器センター・

内科部門
澤幡 美千瑠 病院講師 2019/5/28

委員会審議

206
Heart Failure Indication and Sudden Cardiac Death Prevention Trial Japan,HINODE
（日本における心不全適応および心臓突然死予防試験）

循環器内科 甲谷　友幸 講師 2019/4/5 迅速審査

208
下部尿路機能障害患者の外来での排尿自立に向けた自己導尿指導の検討－自己導尿指導
チェックリストの結果から－

看護部
（第2外来）

三柴　絵美 看護師 2019/4/17 迅速審査

209
白色光（white light imaging: WLI）と比較したときのLCI(Linked Color Imaging)の内視
鏡的な視認性の優位性（存在診断、範囲診断）を明らかにするretrospectiveな検証試験

消化器内科学部門 山本　博徳 教授 2019/4/17 迅速審査

210 3Dプリンターを用いた腎臓立体模型作製による手術成績の臨床的検討 泌尿器科 山崎　正博 臨床助教 2019/5/9 迅速審査

211 不妊治療を希望されているBMI30以上の患者への外来での減量支援の検討
看護部

外来診療部
佐久間 志津 看護師 2019/10/2 迅速審査

212 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 2019/4/22 迅速審査

213 早期腎障害を反映する新規バイオマーカー探索 腎臓内科部門 前嶋 明人 准教授 2019/4/24 迅速審査

214  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
医学部外科学講座

（消化器外科学部門）
佐田尚宏 教授 2019/4/22 迅速審査

215 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
医学部外科学講座

（消化器外科学部門）
佐田尚宏 教授 2019/4/22 迅速審査

216 希少てんかんに関する調査研究 脳神経外科学講座 川合 謙介 教授 2019/4/22 迅速審査

217
フランシーン先端針を用いた超音波内視鏡ガイド下針生検の組織診断におけ
る有効性を検討する多施設共同前向き登録研究

消化器内科学部門 玉田　喜一 教授 2019/5/7 迅速審査

219 抗血栓薬内服患者に対する腹腔鏡下大腸手術の検討 消化器外科部門 清水　徹一郎 病院助教 2019/5/23 迅速審査

220 小児心臓手術におけるトロンボエラストグラフィー（TEG®6s）検査結果の調査 小児集中治療部 橘木 浩平 病院助教 2019/4/22 迅速審査

221 ３DCTにおける深層学習の有用性 中央放射線部 江﨑 徹 放射線技師 2019/5/13
委員会審議

222 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 2019/4/10 迅速審査
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223 当院で経験した腸管スピロヘータ症の検討 消化器内科学部門 竹澤 敬人 病院講師 2019/4/22 迅速審査

224 肩甲挙筋リリースによる肩甲背動脈の血流波形変化の観察 隠岐島前病院 白石吉彦 院長 2019/4/16 迅速審査

225 術後再建胃に発生した胃腫瘍に対する内視鏡的治療成績の後方視的研究 消化器内科学部門 三浦義正 学内講師 2019/5/7 迅速審査

226 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術におけるPocket creation methodの有用性の検討 消化器内科学部門 岩下ちひろ 病院助教 2019/11/13 迅速審査

227 十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療の成績に関する多施設後向き研究 消化器内科学部門 三浦義正 学内講師 2019/5/16 迅速審査

228 新規椅子「アルケリス」使用によるリハビリ患者の満足感の研究
メディカルシミュレーショ

ンセンター
川平　洋 教授 2019/10/9

委員会審議

229 肺癌に対する肺葉切除時の左房内血流パターンの変化と血栓形成メカニズムの解明 呼吸器外科 遠藤　俊輔 教授 2019/5/9 迅速審査

230 急性呼吸促迫症候群（ARDS）におけるバイオマーカーの評価
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 2019/4/26 迅速審査

231 ルストロンボパグの有用性に関する多施設共同研究 消化器内科 野本　弘章 病院助教 2019/6/19 迅速審査

232 漢方医学的所見と漢方処方の関連を検証する前向き観察研究
地域医療学センター
（東洋医学部門）

村松 慎一 教授 2019/5/9 迅速審査

234
静脈血栓塞栓症における非ビタミンＫ阻害経口抗凝固薬治療の前向き追跡研究 （ＫＵＲＯ
ＳＩＯ ｓｔｕｄｙ)

循環器内科学 新保　昌久 教授 2019/5/15 迅速審査

235 急性白血病・骨髄異形成症候群における腫瘍と腫瘍微小環境の解明 血液学 神田 善伸 教授 2019/5/20 迅速審査

236
EGFR チロシンキナーゼ阻害薬と免疫チェックポイント阻害薬の投与順・投与間隔と間質性
肺疾患発症リスクの関連を検討する多施設共同後ろ向き観察研究

附属病院呼吸器センター・
内科部門

坂本 典孝 臨床助教 2019/6/6 迅速審査

237 C型肝炎に対するソホスブビル/ベルパタスビル治療の有用性に関する北関東多施設共同研究 消化器内科学 森本 直樹 学内教授 2019/6/4 迅速審査

238 栃木県地区におけるスモン患者の現状調査
附属病院

リハビリテーションセン
ター

森田　光哉 准教授 2019/7/22
委員会審議

239 卵巣癌患者の経過観察における新規腫瘍マーカーHE4の有用性の評価 産科婦人科 竹井　裕二 准教授 2019/6/6 迅速審査

変032 自己免疫性水疱性疾患のライブラリー構築 皮膚科学 小宮根真弓 教授 2019/6/19 迅速審査
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研　　　究　　　課　　　題　　　名

001 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 2019/5/28 迅速審査

002 十二指腸腫瘍に対する内視鏡的切除の方法の違いによる治療成績の後ろ向きな比較検討 消化器内科学部門 三浦 義正 学内講師 2019/5/9 迅速審査

003
胎児期にヘモクロマトーシス予防のため経胎盤的に大量γグロブリン投与を受けた児の出生
後予後調査

移植外科 岡田 憲樹 助教 2019/7/26 迅速審査

004 造血幹細胞移植におけるT細胞代謝の解析
医学部内科学講座
（血液学部門）

佐藤 一也 講師 2019/5/20 迅速審査

005
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き観
察研究（STAR-ACS）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2019/5/20 迅速審査

006
後期高齢者低位直腸癌（高リスクpT1、低リスクpT2）の準標準治療を評価する多施設共同前
向き観察研究

消化器外科 堀江　久永 教授 2019/6/11 迅速審査

007 腎移植ドナーに対する術後鎮痛法の検討：腰方形筋ブロックと局所浸潤麻酔の比較
麻酔科学・集中治療医学講

座
（麻酔科学部門）

石川 美香 臨床助教 2019/9/24 迅速審査

008 救援治療を実施した転移性尿路上皮癌の予後因子に関する研究（多施設共同研究） 附属病院泌尿器科 亀井 潤 病院講師 2019/6/17 迅速審査

009 播種性水痘罹患児における血漿交換下の血清VZV-DNAおよび生化学的マーカーの変動の解析 小児科 青柳　順 助教 2019/6/4 迅速審査

010 人工呼吸器G5におけるClosed loop ventilation systemの情報精度の検証 麻酔科学・集中治療医学講座 方山 真朱 講師 2019/7/17 迅速審査

011 肺切除手術を側臥位で行う患者の肩痛の評価    ‐NRSを用いて‐ 中央手術部 篠原由華 看護師 2019/5/28 迅速審査

012 乾癬治療における各生物学的製剤の継続率 皮膚科 大槻マミ太郎 教授 2019/5/31 迅速審査

013 胆道・膵管狭窄に対する診断能と治療効果に関する後方視的研究 消化器センター・内科部門 牛尾　純 病院講師 2019/9/10 迅速審査

014 直腸癌内視鏡摘除後の腸切除適応についての検討 消化器センター・外科部門 巷野 佳彦 病院助教 2019/8/28 迅速審査

015  特発性肺線維症に対する抗線維化薬2剤併用療法の有効性と安全性に関する調査研究
医学部内科学講座

（呼吸器内科学部門）
坂東　政司 教授 2019/6/17 迅速審査



016
心房細動に対するカテーテルアブレーション治療対象患者における家庭血圧計を用いた心房
細動検出の有用性および心房細動再発に寄与する因子に関する検討

医学部内科学講座
（循環器内科学部門）

苅尾 七臣 教授 2019/6/4 迅速審査

017 大量メトトレキサート療法における腎機能悪化因子の研究 血液学 神田 善伸 教授 2019/9/5 迅速審査

018 肝疾患における腎障害発症予測バイオマーカーの探索：アクチビンの臨床的意義 臨床薬理学 今井　利美 助教 2019/6/17 迅速審査

019 8ヵ月入院した21トリソミーの幼児と母親への保育の支援
とちぎ子ども医療センター

小児科
堀内　けい子 保育士 2019/6/11 迅速審査

020 改訂版鎮痛鎮静プロトコルの検証
看護部

冠動脈集中治療部
笹井香織 看護師 2019/6/11 迅速審査

021
進行非小細胞肺がんに対する抗PD-1抗体治療後の抗PD-L1抗体の治療効果と安全性の多施設
後方視的観察研究

呼吸器内科学部門 佐多 将史 助教 2019/6/18 迅速審査

022 子宮頸部円錐切除術後のフォローアップにおけるHPV型判別検査の有用性の検討 産科婦人科学 小柳 貴裕 助教 2019/8/5 迅速審査

023 Dupuytren拘縮に対するhandprint法と患者立脚型臨床評価との関連性の検討 整形外科 遠藤　照顕 講師 2019/6/19 迅速審査

025
循環器疾患患者における動脈硬化指標と心電図変化の予後予測能に関する前向き研究
（Coupling-ONE研究）

循環器内科 苅尾七臣 教授 2019/6/11 迅速審査

026 NICU退院児の地域医療機関との連携に関する研究
附属病院総合周産期母子医
療センター新生児発達部

河野 由美
教授

（学内教授）
2019/6/19 迅速審査

027
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き観
察研究（STAR-ACS）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2019/6/17 迅速審査

028
Dynamic MRIを用いた関節リウマチとリウマチ性多発筋痛症の肩関節所見の比較検討　前向
き研究

整形外科 西頭 知宏 病院助教 2019/7/5 迅速審査

029 Memorial symptom assessment scale（MSAS）日本語版開発のための調査研究に向けた試作版アンケート調査 小児科 早瀬明美 助教 2019/7/11 迅速審査

030 鎖骨骨幹部骨折保存的治療中亜急性期に腕神経叢麻痺を生じた症例の検討 整形外科 西頭 知宏 病院助教 2019/6/21 迅速審査

032 ホジキンリンパ腫に対する同種移植前後のPD-1阻害薬投与の安全性に関する全国調査 血液学 藤原 慎一郎 講師 2019/8/9 迅速審査

033 非ホジキンリンパ腫に対するCHOP療法のPSL50mg/m2に対する有効性と安全性の検討 血液学 神田 善伸 教授 2019/8/28 迅速審査

035
白色光非拡大内視鏡画像による大腸pT1b癌のコンピュータ支援診断システムの開発：多施設
共同研究

消化器内科学部門 山本　博徳 教授 2019/6/27 迅速審査

036 膵癌の早期段階で現れる画像所見と発育様式を検討する多施設共同研究 消化器内科学部門 牛尾　純 講師 2019/7/8 迅速審査

037 ダブルバルーン内視鏡（DBE）施行時の体位が及ぼす影響に関する後方視的研究 消化器内科学部門 横山　健介 病院助教 2019/8/26 迅速審査

038 再発した青年期クローン病患者の家族が行う療養行動への支援内容
看護部

８階西病棟
田村　晃 主任看護師 2019/7/22 迅速審査

039 新生児低酸素性虚血性脳症の生物学的マーカーの臨床応用に向けた研究
附属病院総合周産期母子医
療センター新生児発達部

河野 由美
教授

（学内教授）
2019/6/27 迅速審査

041
1歳未満乳児の片側性閉塞性巨大尿管症に対するPsoas Bladder Hitch法による膀胱尿管新吻
合術の長期における安全性と有効性

とちぎ子ども医療センター
小児泌尿器科

中村 繁 病院講師 2019/9/6 迅速審査

042
 心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開発のための心不全レ
ジストリ

医学部内科学講座
（循環器内科学部門）

苅尾 七臣 教授 2019/9/19 迅速審査

043 妊娠関連乳癌の検討 乳腺科 櫻木 雅子 病院助教 2019/7/24 迅速審査

045 人工呼吸関連肺障害が重症病態に与える影響の検証 集中治療医学講座 方山 真朱 講師 2019/8/8 迅速審査

046 僧帽弁狭窄症に対する僧帽弁置換術において術前肺高血圧が予後に及ぼす影響の検討 麻酔科 杉本　健三郎 病院助教 2019/8/8 迅速審査

048
ニューラルネットワークに基づく人工知能を用いた急性期患者の容体予測・危険予知機構の
開発

集中治療医学部門 小山　寛介 講師 2019/9/2 迅速審査

049 造血幹細胞移植におけるT細胞代謝の解析
医学部内科学講座
（血液学部門）

佐藤 一也 講師 2019/8/5 迅速審査

050
JCOG0306「腫瘍径2 cm以上のI-IIIA期原発乳がんに対する術前化学療法とそれに続く放射線
照射の有効性・安全性試験（PRICRA-BC）」の附随研究
術前化学放射線療法の病理学的効果判定法を検討する研究

乳腺科 大澤　英之 病院講師 2019/8/6 迅速審査

051 嚥下機能評価における超音波検査の有用性の検討 耳鼻咽喉科学 山内 智彦 助教 2019/9/26 迅速審査

052 ポリープ状脈絡膜血管症における長期転帰、再発率、および治療ニーズの検討 医学部眼科学講座 井上 裕治 准教授 2019/9/5 迅速審査

053
がん治療前に妊孕性温存を目的とした精子凍結保存を施行した患者の現状把握と問題点の検
討

泌尿器外科学部門 安東　聡 講師 2019/9/19 迅速審査



054 自治医科大学附属病院で経験したE型肝炎の臨床的およびウイルス学的特徴 消化器内科学 三浦 光一 学内准教授 2019/9/6 迅速審査

055 集中治療室における代謝性アシドーシスの診療実態調査
麻酔科学・集中治療医学講

座
方山 真朱 講師 2019/9/5 迅速審査

056 卵巣癌患者の経過観察における新規腫瘍マーカーHE4の有用性の評価 産科婦人科 竹井　裕二 准教授 2019/8/20 迅速審査

057 早期腎障害を反映する新規バイオマーカー探索 腎臓内科部門 前嶋 明人 准教授 2019/8/20 迅速審査

058
婦人科がん術後のリンパ浮腫の早期発見と2次障害予防のセルフケア指導
―行動変容ステージモデルを活用しての効果―

看護部
（４階東病棟）

野寺 美保 看護師 2019/9/17 迅速審査

059 後腹膜鏡下腎生検の臨床学的検討
附属病院腎臓センター・

外科部門
八木澤 隆 教授 2019/9/24 迅速審査

060
AJCC第8版によるT1膵癌の新分類のバリデーション試験と臨床病理学的特徴－日韓共同プロ
ジェクト研究－

消化器外科外科学部門 佐久間　康成 学内教授 2019/9/19 迅速審査

061 川崎病病態形成における血小板活性化因子の関与の検討
とちぎ子ども医療センター

小児科
関 満 講師 2019/10/18 迅速審査

062 大腸癌表面粘膜より検出された細菌の由来に関する研究 消化器外科学 堀江 久永 教授 2019/10/11 迅速審査

063 進行期悪性黒色腫に対するBRAF阻害剤についての後ろ向き研究 皮膚科学講座 前川 武雄 准教授 2019/9/24 迅速審査

064
体幹部外傷による外傷性出血性ショック患者における大動脈内バルーン遮断の有効性および
安全性に関する前向き観察研究

救急医学講座 伊澤 祥光 講師 2019/10/4 迅速審査

065 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎の臨床像と予後に関する研究 アレルギー・リウマチ科 室﨑 貴勝 病院助教 2019/9/26 迅速審査

066
同種造血幹細胞移植後の好中球回復の違いが移植後合併症や予後に与える影響についての検
討

附属病院血液科 藤原 慎一郎 講師 2020/1/9 迅速審査

067 ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術に対する有効性と安全性についての検討 附属病院泌尿器科 亀井 潤 病院講師 2019/11/21
委員会審議

068
慢性膵炎による難治性疼痛に対する内科的インターベンション治療と外科治療の比較解析　-多施
設共同前向き実態調査-

消化器外科 佐田　尚宏 教授 2019/9/24 迅速審査

069 ダブルバルーン内視鏡にて診断した盲係蹄症候群の長期経過に関する検討 消化器内科学部門 坂本 博次 学内講師 2019/10/1 迅速審査

070 口腔指標と生活習慣病との関連：検査指標の探索 地域医療学部門 小谷　和彦 教授 2019/9/25 迅速審査

071 十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に関する研究 消化器外科学部門 三木　厚 講師 2019/10/25 迅速審査

072 原発性アルドステロン症と肥満に関する研究 内分泌代謝科 澤山 渚 臨床助教 2019/9/25 迅速審査

073
上部内視鏡検査における腫瘍性病変の拾上げ・鑑別の診断を支援するAI開発に向けた内視鏡
画像および診療データの取得

消化器内科学部門 山本 博徳 教授 2020/1/20 迅速審査

074 先行的腎移植患者の自己管理行動変化プロセスの分析 移植・再生医療センター 増渕　優子 看護師 2019/10/10 迅速審査

075
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研
究：(J-TAIL)

医学部内科学講座
（呼吸器内科学部門）

佐多 将史 助教 2019/9/24 迅速審査

076 心不全患者への非監視型心臓リハビリテーションの有効性の検討
医学部内科学講座

（循環器内科学部門）
小森 孝洋 講師 2019/11/18

委員会審議

077
中等症から重症の慢性局面型乾癬患者を対象とした多国間プロスペクティブ観察コホート研
究　【Multi-Country Prospective ObserVAtionaL, Cohort Study of Patients with 
Moderate to Severe Chronic PlaqUE Psoriasis（VALUE）

皮膚科学 小宮根 真弓 学内教授 2019/11/5 迅速審査

078
白色光非拡大内視鏡画像による大腸pT1b癌のコンピュータ支援診断システムの開発：多施設
共同研究

消化器内科学部門 山本　博徳 教授 2019/9/30 迅速審査

079
Heart Failure Indication and Sudden Cardiac Death Prevention Trial Japan,HINODE
（日本における心不全適応および心臓突然死予防試験）

医学部内科学講座
（循環器内科学部門）

甲谷 友幸 准教授 2019/10/15 迅速審査

080
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・リウマチ科 石澤 彩子 病院助教 2019/10/15 迅速審査

081
頸部リンパ節腫脹の診断における臨床予測ルールの作成とPoint-of-Care超音波（POCUS）の
有用性に関する研究

地域医療学センター
（総合診療部門）

神谷 尚子 助教 2019/11/13 迅速審査

082 食道癌術前化学療法患者における末梢血白血球の総合的解析 鏡視下手術部 細谷　好則 教授 2019/11/22 迅速審査

083 非外傷性脳出血における発症前血圧治療状況や生活習慣と急性期予後に関する調査研究
医学部内科学講座
（神経内科学部門）

田中 亮太 教授 2019/11/13 迅速審査

084 栃木県のおける認知症病態解明
医学部内科学講座
（神経内科学部門）

藤本　茂 教授 2019/10/29 迅速審査



085 卵巣癌患者の経過観察における新規腫瘍マーカーHE4の有用性の評価 医学部産科婦人科学講座 竹井 裕二 准教授 2019/10/15 迅速審査

086
経カテーテル大動脈弁植込み術症例における大動脈弁狭窄症の病型ならびにその予後に関す
る調査

医学部内科学講座
（循環器内科学部門）

原田 顕治 准教授 2019/10/25 迅速審査

087 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 2019/10/16 迅速審査

088 疼痛を有する慢性期石灰沈着性腱板炎に対するDynamic MRIの検討 整形外科 西頭 知宏 病院助教 2019/10/31 迅速審査

089 人工膵臓（ STG-55 ）を用いた循環停止を要する心大血管手術における持続血糖管理の効果 心臓血管外科 相澤　啓 准教授 2019/10/25 迅速審査

090 間質性肺疾患の病態研究 (単施設)
附属病院呼吸器センター・

内科部門
澤幡 美千瑠 病院講師 2019/10/24 迅速審査

091 ホジキンリンパ腫に対する同種移植前後のPD-1阻害薬投与の安全性に関する全国調査 血液学 藤原 慎一郎 講師 2019/10/24 迅速審査

092 本邦における集中治療後症候群の実態とリスク因子に関する多施設共同調査
附属病院看護部
集中治療部

福田 侑子 看護師 2019/11/13 迅速審査

093
高感度多遺伝子検査システムMINtSによる、細胞診検体を用いた肺癌druggable遺伝子変異検
索

医学部内科学講座
（呼吸器内科学部門）

萩原　弘一 教授 2019/11/12 迅速審査

094 膠原病におけるサイトカインの産生パターンとその役割の解析 アレルギー膠原病学部門 佐藤　浩二郎 教授 2019/11/5 迅速審査

096 胎児頸部嚢胞性病変の周産期予後解析
附属病院生殖医学

センター
高橋 宏典 学内准教授 2019/11/29 迅速審査

097 泌尿器科・腎臓外科症例の治療成績に関する検討 附属病院泌尿器科 藤村　哲也 教授 2019/11/1 迅速審査

099 前置胎盤の周産期予後解析
附属病院生殖医学

センター
高橋 宏典 学内准教授 2019/11/5 迅速審査

100 アディポカイン（アディポネクチン・レプチン）が間質性肺炎に及ぼす病的意義の検討
附属病院呼吸器センター・

内科部門
藤城 泰麿 病院助教 2020/2/6

委員会審議

101 神経難病に関する実臨床像解析と病態解明
医学部内科学講座
（神経内科学部門）

藤本　茂 教授 2019/12/5 迅速審査

102 小腸GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor) の診断におけるDynamic CTの有用性の検討
医学部内科学講座

（消化器内科学部門）
矢野 智則 学内准教授 2019/11/19 迅速審査

103 ディープ・ラーニング技術を用いた頸部リンパ節の評価についての検討 医学部放射線医学講座 藤田 晃史 准教授 2019/12/10 迅速審査

104 3テスラ(3T)MRIによる頭頸部領域末梢神経の描出に関する研究 医学部放射線医学講座 藤田 晃史 准教授 2019/12/10 迅速審査

105
心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開発のための心不全レジ
ストリ

医学部内科学講座
（循環器内科学部門）

苅尾 七臣 教授 2019/11/29 迅速審査

106 造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病における同種抗体産生機序の解明
医学部内科学講座
（血液学部門）

神田 善伸 教授 2020/1/23
委員会審議

107 マイコプラズマ抗原検出試薬に関する評価 医学部小児科学講座 田村 大輔 准教授 2019/12/13 迅速審査

108 血友病患者及び健康成人における抗AAV抗体保有率の調査
医学部生化学講座
（病態生化学部門）

大森 司 教授 2019/12/25
委員会審議

109 内服忘れや薬剤の紛失・落下に関する患者インタビュー調査
附属病院看護部
８階東病棟

割田 麻美 看護師 2020/1/21 迅速審査

110 CT検査の被ばく管理・推定におけるワークステーション付きコンピュター管理の有用性 附属病院中央放射線部 江﨑 徹
診療放射線

技師
2019/12/4 迅速審査

111 EGFR陽性肺癌のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬早期耐性に対する探索的研究
医学部内科学講座

（呼吸器内科学部門）
佐多 将史 助教 2020/1/15

委員会審議

112 極低出生体重児の学齢期の呼吸機能に関する研究
総合周産期母子医療セン
ター新生児集中治療部

鈴木　由芽 助教 2020/1/20 迅速審査

113 非侵襲的動作解析による着座中のてんかん発作発症推定技術の開発 脳神経外科 川合 謙介 教授 2020/1/14
委員会審議

114
切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後のデュルバルマブの長
期安全性及び有効性に関する観察研究

附属病院呼吸器センター・
内科部門

齊藤 健也 臨床助教 2020/1/28 迅速審査

115 癌の浸潤・転移における微小環境と癌・間質細胞相互作用についての研究
医学部外科学講座

（消化器外科学部門）
北山 丈二 教授 2020/3/31 迅速審査

116
動脈硬化性疾患高リスク病態におけるコレステロール吸収・合成マーカーの測定意義：
CACHE研究

地域医療学センター
（地域医療学部門）

小谷 和彦 教授 2019/12/11 迅速審査

117 Deep Learning技術を用いた骨SPECT画像からの予測CT画像の生成 医学部放射線医学講座 藤田 晃史 准教授 2019/12/25 迅速審査

118 十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視鏡を用いた検査・治療の有用性に関する後方視的研究
附属病院消化器センター・

内科部門
牛尾　純 病院講師 2019/12/12 迅速審査



119
遠隔転移を伴う消化器癌・乳癌の末梢血白血球における免疫チェックポイント分子の発現及
び機能解析

医学部外科学講座
（消化器外科学部門）

北山 丈二 教授 2020/2/4 迅速審査

120 胆道・膵管狭窄に対する診断能と治療効果に関する後方視的研究
消化器センター・

内科部門
牛尾　純 病院講師 2019/12/12 迅速審査

121 全身麻酔中の体液量減少を早期に捉えるための血液尿マーカーの同定 麻酔科 杉本　健三郎 病院助教 2020/1/31 迅速審査

122
大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁植込み術施行症例の予後に関する前向き観察
研究

循環器内科学 高橋 政夫 講師 2019/12/5 迅速審査

123 口腔指標と生活習慣病との関連：検査指標の探索 地域医療学部門 小谷　和彦 教授 2019/12/17 迅速審査

124

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する 機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討する クラスターランダム化第3相比較臨床試験 The cluster randomized trial for 
elderly NSCLC patient using geriatric assessments. 
（NEJ041/CS-Lung001）

附属病院呼吸器センター・
内科部門

髙﨑　 俊和 病院助教 2020/2/4 迅速審査

125 新型マスクを使用した非侵襲的陽圧換気における呼気終末二酸化炭素モニタリングの検討
呼吸器センター・

内科部門
古川原 春菜 臨床助教 2020/2/7 迅速審査

126 慢性便秘症に対するミヤBMの効果と腸内細菌叢に与える影響に関する検討 消化器一般移植外科 味村　俊樹 教授 2020/1/31
委員会審議

127 頭頚部腫瘍に対する治療の選択と効果予測因子の検討 臨床腫瘍部 長井　良昭 助教 2020/2/21 迅速審査

128 慢性肝疾患の進行を決めるバイオマーカーの検索
医学部内科学講座

（消化器内科学部門）
三浦 光一 学内准教授 2019/12/26 迅速審査

129 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会  絨毛性疾患地域登録事業及び登録情報に基づく研究 医学部産科婦人科学講座 小柳 貴裕 助教 2020/2/4 迅速審査

130
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 2019/12/24 迅速審査

131 小腸悪性腫瘍プロジェクト研究 消化器内科学部門 山本　博徳 教授 2020/1/14 迅速審査

132
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き観
察研究（STAR-ACS）

循環器内科学 苅尾七臣 教授 2019/12/18 迅速審査

133 早産児の概日リズム形成と乳幼児期の成長発達の関連
附属病院総合周産期
母子医療センター
新生児集中治療部

鈴木 由芽 助教 2020/1/16 迅速審査

134 慢性移植片対宿主病における同種抗体・自己抗体の産生機構の解明 血液学 神田 善伸 教授 2020/1/9 迅速審査

135 日本人悪性黒色腫における抗PD-1抗体治療無効例におけるニボルマブ・イピリムマブ併用療法の有用性についての検討皮膚科学 前川 武雄 准教授 2020/1/20 迅速審査

136 ヒト細胞数でノーマライズした呼吸器疾患検体，耳鼻科疾患検体の包括的感染性病原体解析 呼吸器内科 萩原　弘一 教授 2020/3/11 迅速審査

137
進行期悪性黒色腫に対するニボルマブ・イピリムマブ併用療法の効果についての後ろ向き観
察研究

皮膚科学 前川 武雄 准教授 2020/1/15 迅速審査

138

アトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの効果（有効性）を予測するためのバイオマーカー
の探索
Exploring biomarkers to predict clinical improvement of AD in patients treated 
with dupilumab （B-PAD Study）

皮膚科学 大槻 マミ太郎 教授 2020/3/3 迅速審査

139 自治医科大学総合周産期母子医療センターNICU入院児の検体保存 新生児集中治療部 鈴木　由芽 助教授 2020/1/16 迅速審査

140 急性白血病・骨髄異形成症候群における腫瘍と腫瘍微小環境の解明 血液学 神田 善伸 教授 2020/3/12 迅速審査

141
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研
究：(J-TAIL)

医学部内科学講座
（呼吸器内科学部門）

佐多 将史 助教 2020/1/8 迅速審査

142
日本における閉塞性肺疾患のフェノタイプ及びエンドタイプを評価することを目的とした前
向きコホート研究（the TRAIT study）

医学部内科学講座
（呼吸器内科学部門）

中山 雅之 講師 2020/1/23 迅速審査

144
術後再建腸管に対するダブルバルーン内視鏡下逆行性胆管膵管造影（DB-ERCP）を用いた検
査・治療の有用性に関する後方視的研究

消化器内科学部門 横山　健介 病院助教 2020/2/14 迅速審査

145
上部消化管内視鏡画像強調診断、BLI（Blue Laser Imaging）およびLCI（Linked Color 
Imaging）モードにおける各色彩強調（C1～C3）の早期胃癌と周囲粘膜との色調コントラス
トに関する研究

消化器内科学部門 平岡　友二 病院助教 2020/2/21 迅速審査

146
ニューラルネットワークに基づく人工知能を用いた急性期患者の容体予測・危険予知機構の
開発

集中治療医学部門 小山　寛介 講師 2020/1/21 迅速審査

147 膠原病におけるサイトカインの産生パターンとその役割の解析 アレルギー膠原病学部門 佐藤　浩二郎 教授 2020/1/15 迅速審査

148
循環器疾患患者における動脈硬化指標と心電図変化の予後予測能に関する前向き研究
（Coupling-ONE研究）

循環器内科 苅尾七臣 教授 2020/1/15 迅速審査

149 腸管虚血症患者における新規危険シグナルの同定と治療法の開発 消化器外科 佐田　尚宏 教授 2020/1/21 迅速審査

150 腹腔鏡補助下直腸癌手術における予防的人工肛門造設に関する遡及的検討 消化器外科 鯉沼　広治 准教授 2020/3/25 迅速審査

151 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 2020/1/24 迅速審査



154 臨床経過推定に寄与する肝疾患組織学的特徴の検討
医学部内科学講座

（消化器内科学部門）
三浦 光一 学内准教授 2020/2/7 迅速審査

155
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・リウマチ科 石澤 彩子 病院助教 2020/1/21 迅速審査

156 心不全患者への非監視型心臓リハビリテーションの有効性の検討
医学部内科学講座

（循環器内科学部門）
小森 孝洋 講師 2020/1/20 迅速審査

157 マルチモーダル脳活動計測による認知機能の検討 脳神経外科 川合　謙介 教授 2020/3/24
委員会審議

158 神経膠腫および脳脊髄液を用いた代謝及び細胞活動性の解析 脳神経外科学講座 川合　謙介 教授 2020/2/18 迅速審査

160 健常者と糖尿病患者の軟部組織の弾性の比較  整形外科 西頭 知宏 病院助教 2020/3/10 迅速審査

161 ディープ・ラーニング技術を用いた頸部リンパ節の評価についての検討 医学部放射線医学講座 藤田 晃史 准教授 2020/2/7
委員会審議

162 自己血回収装置による輸血製剤RBC-LRの投与前洗浄による臨床評価 臨床工学部 川人 宏次 部長 2020/2/14 迅速審査

163 LAP測定試薬の比較検討 臨床検査部 澤田　威男
主任臨床検査

技師
2020/3/16

委員会審議

164
切除不能進行・再発消化器癌（大腸癌・膵癌・胃癌）患者におけるイリノテカン（CPT-11）
の血中濃度推移と副作用発現の相関関係の解析

附属病院腫瘍センター
臨床腫瘍部

山口 博紀
教授

（特命教授）
2020/2/26 迅速審査

165 リード抜去症例の実態調査-Japan Lead extraction registry （J-LEXレジストリ）
循環器内科/附属病院

成人先天性心疾患センター
甲谷 友幸 准教授 2020/2/3 迅速審査

166
小児C型肝炎に対するグレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合錠の有効性と安全性に
関する前方視的多施設観察研究

小児科学 熊谷秀規 学内教授 2020/3/11 迅速審査

167 内反尖足のために骨性手術を行った後の後足部アライメント 小児整形外科 渡邉　英明 准教授 2020/2/7 迅速審査

168 僧帽弁狭窄症に対する僧帽弁置換術において術前肺高血圧が予後に及ぼす影響の検討 麻酔科 杉本　健三郎 病院助教 2020/2/4 迅速審査

169
超低出生体重児の成人期までの慢性疾患群合併の実態に関する調査　①医療機関診療録によ
る後ろ向き研究

母子医療センター
新生児発達部

河野　由美 学内教授 2020/2/14 迅速審査

170 超低出生体重児の成人期までの慢性疾患群合併の実態に関する調査　②質問紙調査
母子医療センター

新生児発達部
河野　由美 学内教授 2020/2/14 迅速審査

171 C型肝炎に対するソホスブビル/ベルパタスビル治療の有用性に関する北関東多施設共同研究 消化器内科学 森本 直樹 学内准教授 2020/2/7 迅速審査

172 レジストリデータに基づいた経口抗凝固薬を適切に選択するための研究2(Strawberry study) 神経内科 藤本　茂 教授 2020/2/4 迅速審査

173 口腔指標と生活習慣病との関連：検査指標の探索 地域医療学部門 小谷　和彦 教授 2020/2/18 迅速審査

174 人工呼吸器G5におけるClosed loop ventilation systemの情報精度の検証 麻酔科学・集中治療医学講座 方山 真朱 講師 2020/2/12 迅速審査

175 自治医科大学附属病院で経験したE型肝炎の臨床的およびウイルス学的特徴 消化器内科学 三浦 光一 学内准教授 2020/2/4 迅速審査

176 レジストリデータに基づいた経口抗凝固薬を適切に選択するための研究1 循環器内科 苅尾七臣 教授 2020/2/4 迅速審査

179 右側結腸癌のリンパ節郭清に関する多施設観察研究 附属病院中央手術部 堀江 久永 教授 2020/3/16 迅速審査

180 既存情報を用いた壊死性筋膜炎における予後不良因子の後方視的研究  整形外科 高橋 恒存 病院助教 2020/3/5 迅速審査

181 ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術に対する安全性についての探索的研究 泌尿器科学部門 安東　聡 講師 2020/3/26
委員会審議

182 ２１ー水酸化酵素欠損症の移行期医療に関する実態調査
とちぎ子ども医療センター

小児科
田島 敏広 教授 2020/3/11 迅速審査

183
経脛骨骨孔作成法による膝前十字靭帯再建術における解剖学的至適大腿骨側骨孔作成方法の
確立

 整形外科 高橋 恒存 病院助教 2020/2/26 迅速審査

185
婦人科良性疾患（子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症）に伴う脳梗塞に関する多施設共同研
究

医学部内科学講座
（神経内科学部門）

田中 亮太 教授 2020/3/19 迅速審査

187 食道癌の内視鏡による診断法に対する後方視的研究 消化器内科 角田　真人 臨床助教 2020/3/19 迅速審査

189 3Dプリンターを用いた腎臓立体模型作製による手術成績の臨床的検討
医学部腎泌尿器外科講座

(泌尿器科学部門)
山﨑 正博 助教 2020/3/19 迅速審査



190 消化器一般移植外科および臨床腫瘍科症例の治療成績に関する検討
医学部外科学講座

（消化器外科学部門）
佐田　 尚宏 教授 2020/3/10 迅速審査

194 新規自己血糖測定器を用いた糖尿病患者に対する短期的治療効果の検討 内分泌代謝科 岡田　健太 講師 2020/2/27 迅速審査

196 新型コロナウイルス（COVID-19）感染症実態の経時的観察研究 呼吸器内科 萩原　弘一 教授 2020/3/11
委員会審議

198 76歳以上の切除非適応膵癌患者に対する非手術療法の前向き観察研究
附属病院腫瘍センター

臨床腫瘍部
山口 博紀

教授
（特命教授）

2020/3/23 迅速審査

200 医療機関における新型コロナウイルス(COVID-19)拡散防止と医療体制継続の検証
医学部内科学講座 

 （消化器内科学部門）
山本 博徳 教授 2020/3/23

委員会審議

202 双胎妊娠における染色体異常の発生頻度に関する調査研究
附属病院

生殖医学センター
高橋 宏典 学内准教授 2020/3/31 迅速審査

205
高感度多遺伝子検査システムMINtSによる、細胞診検体を用いた肺癌druggable遺伝子変異検
索

医学部内科学講座
（呼吸器内科学部門）

萩原　弘一 教授 2020/3/26 迅速審査

214
心房細動に対するカテーテルアブレーション治療対象患者における家庭血圧計を用いた心房
細動検出の有用性および心房細動再発に寄与する因子に関する検討

医学部内科学講座
（循環器内科学部門）

苅尾 七臣 教授 2020/3/26 迅速審査

変001 循環器リスク患者における心臓・血管関連の予後に関する前向き研究（Ｃoupling研究） 循環器内科学 苅尾七臣 教授 2019/7/11 迅速審査

変002 抗環状シトルリン化ペプチド（CCP）抗体の真の抗原の探索
アレルギー
膠原病学

岩本雅弘 学内教授 2019/8/23 迅速審査

変003
トラスツズマブ併用化学療法における治療効果予測ならびに予後予測に関する免疫能評価による探
索研究

乳腺科 櫻木　雅子 病院助教 2019/7/26 迅速審査

変004 各種非侵襲計測による定型・非定型発達児（者）の認知機能解析
先端医療技術
開発センター

平井　真洋 准教授 2020/1/8 迅速審査

変005 皮膚疾患におけるIL－33およびST2の局在についての検討 皮膚科 小宮根　真弓 教授 2019/10/9 迅速審査

変006
針生検にて非浸潤性乳管癌（ductal carcinoma in situ）と診断された症例の臨床病理学的検討：多
施設共同研究

乳腺科 大澤　英之 病院講師 2019/9/4 迅速審査

変007 頭頸部癌における新規分子標的因子（PRMT5,YAP,GRHL2）の発現解析 統合病理学 天野　雄介 助教 2019/10/16 迅速審査

変008 乾癬患者における生化学的調査，栄養調査，ならびにQOL調査 皮膚科学 大槻マミ太郎 教授 2019/10/9 迅速審査

変010 小児慢性疾患の生理機能検査による血管病態の検討 地域医療学部門 小谷和彦 教授 2019/10/21 迅速審査

変011 超音波内視鏡下組織細胞診の安全性と有効性の研究 消化器内科学 玉田喜一 学内教授 2019/10/29 迅速審査

変012 心血管病・高血圧の病態把握に有用な血液学的マーカーの探索 循環器内科学 苅尾七臣 教授 2020/1/29 迅速審査

変014 発達障害児の光トポグラフィーによる脳機能解析 小児科学 門田行史 准教授 2020/3/26 迅速審査

変017
小児特発性ステロイド感受性ネフローゼ症候群に対するTh1・Th2・Treg細胞と、STAT5Bの関与の検
討

小児科学講座 金井孝裕 講師 2020/3/19 迅速審査

変018 キャピラリ電気泳動による血清蛋白分画の性能評価 臨床検査医学 山田俊幸 教授 2020/3/24 迅速審査


