
受付番号 所属 研究申請者 承認月日

180401 消化器内科 入江 彰 2018/4/12

180601 循環器内科 黒沼 圭一郎 2018/6/14

180602 薬剤部 菊池 憲和 2018/6/14

180603 耳鼻咽喉科 三浦 怜央 2018/6/14

180604 消化器外科 萩原 謙 2018/6/14

180701 救急科 杉田 篤紀 2018/7/12

180702 臨床検査科 志方 えりさ 2018/7/12

180703 小児科 吉田 圭 2018/7/12

180704 眼科 古谷 公一 2018/7/12

180705 消化器内科 後藤田 卓志 2018/7/12

180706 消化器内科 池原 久朝 2018/7/12

180801 心臓血管外科 秋山 謙次 2018/8/10

180901 眼科 島田 宏之 2018/9/13

180902 消化器内科 武井 章矩 2018/9/13

180903 消化器内科 江崎 充 2018/9/13

180904 消化器内科 江崎 充 2018/9/13

180905 婦人科 中島 隆広 2018/9/13

180906 消化器内科 後藤田 卓志 2018/9/13

180907 整形外科 永井 多賀子 2018/9/13
高齢運動器疾患患者における障害部位別にみたリハビリ
テーション介入後の健康関連QOL推移とその予測因子の前
方視的検証

食道表在癌に対するクラッチカッターを用いたESDの治療
成績の検討

早期胃癌に対するハイブリッドESDの治療成績の検討

卵巣癌腫瘍マーカーHE4の有用性についての研究

Helicobacter pylori 一次除菌におけるボノプラザンと
アモキシシリンの２剤併用療法の有効性と安全性を検証する
非劣性試験

小児における亜鉛欠乏症と低身長症との関連についての
後向き研究

糖尿病黄斑浮種の初期治療に硝子体内ステロイド注射と
抗VEGF薬を併用する治療効果の検討

直接作用型経口抗凝固薬内服者における内視鏡的粘膜下
層剥離術後出血の薬理学的予測因子の探索的研究

大腸憩室炎に対する大黄牡丹皮湯投与効果の二重盲検
ランダム化比較試験（DADIDA）

大動脈弓部疾患に対するオープン型ステントグラフト内挿術
と外科的置換術の観察研究

殖糖尿病網膜症に対する日帰り硝子体手術 27ゲージと
25ゲージシステムの術後成績を比較する後向き研究

熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査
（2018）

ルーチンの不規則抗体スクリーニングで検出された酵素法
陽性LISS-IAT陰性検体の頻度と検証を行うことにより，当院
で不規則抗体スクリーニングから酵素法が省略可能かどうか
を検討する後向き研究実施計画書

平成30年度 (2018) 倫理委員会審査承認一覧

研究課題名

原因不明の消化管出血に対するカプセル内視鏡検査後の
臨床転帰とそのリスク因子に関する後向き研究

320列CTによる大動脈弁狭窄症に関する低被ばく，低造影
剤量での弁口面積評価研究

アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬の使用による臨床検査値
への影響に関する探索的研究

声帯高速撮影を用いた声帯振動評価に関する探索的研究

超音波内視鏡下穿刺吸引法 (EUS-FNA) におけるrapid on
site evaluation (ROSE) と従来法の診断率の比較に関する
後向き研究

腫瘍の部位と腫瘍径に基づいた胃GISTに対する手術選択
の有効性に関する後向き研究
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180908 臨床検査部 荒木 秀夫 2018/9/13

181001 眼科 若月 優 2018/10/11

181002 眼科 町田 弓美子 2018/10/11

181101 放射線部 奥山 幹大 2018/11/8

181102 内科 田中 翔 2018/11/8

181103 耳鼻咽喉科 松﨑 洋海 2018/11/8

181104 薬剤部 鶴﨑 大 2018/11/8

181105 臨床検査部 安藤 秀実 2018/11/8

181201 薬剤部 橋本 詠次 2018/12/13

181202 消化器内科 市島 諒二 2018/12/13

181203 放射線科 大森 裕子 2018/12/13

181204 放射線科 天野 康雄 2018/12/13

181205 眼科 田中 公二 2018/12/13

181206 救急科 水落 美紀 2018/12/13

181207 臨床検査部 荒木 秀夫 2018/12/13

181208 消化器内科 小川 眞広 2018/12/13

190101 小児科 峯 佑介 2019/1/10

190102 臨床検査部 荒木 秀夫 2019/1/10

190103 小児科 浦上 達彦 2019/1/10

190201 眼科 小野江 元 2019/2/14

低体温症患者の医学情報等に関する疫学調査

血清乳酸脱水素酵素(LD)活性測定の日本臨床化学会
(JSCC)法から国際臨床化学連合(IFCC)法への変更に向け
た検討

人工知能の利活用を見据えた超音波デジタル画像のデータ
ベース構築

糖尿病サマーキャンプに参加した１型糖尿病患児における
Free Style リブレ®の解析

EDTA偽性血小板減少のための血小板数測定用凝集抑制
剤の検討

経口バンコマイシンの適正使用にむけた取り組みによる効果
と影響に関する後向き研究

胃U領域病変に対する strip biopsy の有用性と安全性の検
討

MRI T1T2 mapping を用いた腎機能障害関連心筋症の重症
度評価

MRIで抽出された高齢者の糸球体嚢胞腎症-腎機能や皮髄
コントラストとの関連

日本網膜色素変性症レジストリプロジェクト

光干渉断層計を用いた黄斑上膜形成までの網膜の層別お
よび部位別変化

黄斑上膜長期自然経過例における中心窩網膜厚，視力，
変視量の変化に関する後ろ向き研究

D-SPECT装置を用いた心筋シンチグラフィ患者被ばく線量
の低減

非心原性脳梗塞患者を対象とした体液量の季節性変動に
関する後ろ向き研究

全国日本耳鼻咽喉科学会認定施設を対象とした喉頭乳頭
腫の診療実態調査に関する後向き研究

下肢整形外科手術施行患者を対象としたエドキサバントシル
酸塩水和物減量投与による静脈血栓塞栓症発症抑制の有
効性と安全性に関する後向き観察研究

東京都臨床検査技師会精度管理調査試料の作製

全自動尿分析装置 UA-ROBO-2001Aの基本性能評価

成長ホルモン治療における服薬アドヒアランスに対するス
マートフォンアプリケーションソフトウェアの有用性の探索的
検討

小児１型糖尿病患者における OCT angiography を用いた黄
斑部血管評価
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190202 放射線科 天野 康雄 2019/2/14

190203 消化器外科 萩原 謙 2019/2/14

190301 循環器内科 松本 直也 2019/3/14

190302 放射線科 天野 康雄 2019/3/14

190303 消化器内科 菊田 大一郎 2019/3/14

190304 薬剤部 菊池 憲和 2019/3/14

190305 薬剤部 菊池 憲和 2019/3/14

190306 消化器内科 武井 章矩 2019/3/14

190307 消化器内科 渡邊 幸信 2019/3/14

新規抗てんかん薬レベチラセタムの体内動態に影響する因
子の探索とそれにもとづく投与設計

内視鏡的経乳頭的胆道ドレナージ術におけるピッグカテル
型およびストレート型プラスチックステントの後向き研究

肥大型心筋症におけるT2強調STIRへのテクスチャ解析の適
用

腹部超音波検査で指摘された膵管内乳頭粘液性腫瘍の精
検結果との比較検討

胃癌に対する用手補助腹腔下幽門側胃切除術と腹腔鏡補
助下幽門側胃切除術の比較

半導体SPECTにおける日本人正常範囲検証

バンコマイシンをモデル薬物とする抗菌薬療法に対する影
響因子の検出に関する研究

人工知能 （AI）を用いた非アルコール性脂肪肝炎（NASH）
の超音波診断支援システムの開発

3D CTAを用いた人工透析患者における閉塞性動脈硬化症
の検討―有症状例における中膜石灰化と動脈狭窄の評価
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