
承認番号 所属 研究責任者 承認月日

190401 循環器内科 渡邉 和宏 2019/4/11

190402 耳鼻咽喉科 松﨑 洋海 2019/4/11

190403 臨床検査部 荒木 秀夫 2019/4/11

190501 消化器内科 岩塚 邦生 2019/5/9

190502 消化器内科 後藤田 卓志 2019/5/9

190503 消化器内科 小川 眞広 2019/5/9

190601 小児科 浦上 達彦 2019/6/13

190602 循環器内科 原澤 信介 2019/6/13

190603 リハビリテーション室 脇田 洋平 2019/6/13

190604 感染対策室 須﨑 愛 2019/6/13

190605 循環器内科 松本 直也 2019/6/13

190701 循環器内科 鈴木 康之 2019/7/11

190702 循環器内科 鈴木 康之 2019/7/11

190703 循環器内科 鈴木 康之 2019/7/11

190704 眼科 小野江 元 2019/7/11

190705 救急科 千葉 宣孝 2019/7/11

190901 救急科 杉田 篤紀 2019/9/12

190902 内科 田中 翔 2019/9/12

熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査
 (2019) 【前向き研究】

筋力の低下した高齢者２型糖尿病患者の臨床的特徴に関
する後ろ向き研究

半導体心筋血流SPECTの虚血スコア低値群における頸動
脈エコーを用いた心筋虚血再灌流療法のリスク層別化に関
する後ろ向き研究

ポリープ状脈絡膜血管症に対するアフリベルセプト併用光線
力学的療法の６か月までの OCT angiography の経過 【後向
き研究】

術式の違いによる乳癌術後肩関節可動域制限への影響の
検討 【後向き研究】

ウェルシュ菌による劇症型血管内溶血性敗血症例の後ろ向
き検討

※安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者
におけるエドキサバンの慢性期安全性を検討する臨床研究
【前向き研究】

日本救急医学会関東地方会における院外心肺停止患者に
対する匿名加工情報（非識別加工情報）を用いた多施設前
向き観察研究 (SOS-KANTO 2017）

透析患者における心腎関連バイオマーカーと血行動態およ
び心血管イベントの関連性に対する研究 【後向き研究】

わが国の血清アルカリホスファターゼ活性(ALP)測定法が国
際臨床化学連合標準法(IFCC法)に変更されることに伴う新
たな基準範囲の検討 【前向き研究】

急性閉塞性胆管炎に起因した播種性血管内凝固症候群に
対する治療薬の使用に関する後向き研究

NCDのリスクカリキュレーターを用いた胃ESD非治癒切除症
例に対する新たな治療アルゴリズム構築の可能性に関する
多施設共同遡及的観察研究 【後向き研究】

半導体心筋血流SPECTと320列CTを用いた冠動脈カルシウ
ムスコアを組み合わせた診断法による心筋虚血再灌流療法
のリスク層別化に関する後ろ向き研究

吹田スコアによる冠動脈疾患の検査前確率の推定と半導体
心筋血流SPECTと冠動脈カルシウムスコアを組み合わせた
診断法による心筋虚血再灌流療法のリスク層別化に関する
後ろ向き研究
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本邦における院外心停止患者に対する Extracorporeal
Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR) に関する多施設後
ろ向き観察研究 (SAVE-J Ⅱ study)

※気道乳頭腫の病勢におけるヒトパピローマウィルスの関与
に関する研究 【前向き研究】

腹部超音波スクリーニング検査基準断面撮影における専用
ソフトウェアの効果 【後向き研究】

SGA性低身長症におけるGH治療前後のインスリン抵抗性と
耐糖能の変化に関する後ろ向き観察研究
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190903 耳鼻咽喉科 長谷川 央 2019/9/12

190904 眼科 金子 寛幸 2019/9/12

190905 消化器内科 池原 久朝 2019/9/12

190906 整形外科 永井 多賀子 2019/9/12

190907 整形外科 永井 多賀子 2019/9/12

190908 循環器内科 飯田 圭 2019/9/12

190909 消化器内科 鈴木 翔 2019/9/12

190910 消化器内科 鈴木 翔 2019/9/12

191001 臨床検査科 志方 えりさ 2019/10/10

191002 薬剤部 新海 永梨奈 2019/10/10

191003 消化器内科 江崎 充 2019/10/10

191004 消化器内科 池原 久朝 2019/10/10

191005 消化器内科 市島 諒二 2019/10/10

191006 消化器内科 鈴木 翔 2019/10/10

191007 消化器内科 後藤田 卓志 2019/10/10

191008 看護部 力石 礼子 2019/10/10

191009 眼科 森 隆三郎 2019/10/10

191101 循環器内科 飯田 圭 2019/11/14

191102 循環器内科 松本 直也 2019/11/14

PCVにおける長期転帰，再発率，および治療ニーズを判断
する研究 【前向き研究】

感染性心内膜炎における栄養指標の予後予測性に関する
探索的観察研究 【後向き研究】

安定型冠動脈疾患における包括的な画像診断戦略の医療
経済学的評価～アウトカムと費用対効果を含めた解析～
【前向き研究】

食道表在癌を対象とした先端系ナイフによるESDとITナイフ
によるESDの治療成績に関する比較試験 【後向き研究】

胃ESD後の人工潰瘍閉鎖におけるボノプラザンフマル酸塩３
週間投与の８週間投与に対する非劣性を検証するランダム
化比較試験 【前向き研究】

食道表在癌ESDにおける鎮静方法別治療成績に関する比
較検討試験 【後向き研究】

慢性便秘症患者の大腸内視鏡前処置におけるマクロゴール
4000 追加内服の効果に関する研究 【前向き研究】

腸上皮化生を有する患者における胃癌リスク層別化試験
【前向き研究】

活動量計を用いた手術を受けた患者の術後の身体活動の
実態及びモデル構築 【前向き研究】

サルコペニアの摂食嚥下障害の有病割合および関連因子：
多施設データベース研究 【前向き研究】

心不全患者を対象としたCPX検査時のパラメータCABsに関
する臨床研究 【前向き研究】

※10mm 以下の大腸ポリープ病変に対するコールドスネアポ
リペクトミーにおける病理組織学的完全切除率に対するスネ
アワイヤ径の影響の検討 【前向き研究】

内視鏡画像を基にした胃癌の形状と位置の３次元表示法の
開発 【前向き研究】

尿沈査中の硝子円柱は血漿BNPと関連するかどうかを検討
する後向き研究

白内障手術周術期におけるセファゾリンナトリウム静脈内投
与の術後眼内炎発症予防に対する有効性と安全性の後ろ
向き観察研究

声帯白板症を対象とした切除，レーザー治療法の効果の検
討および癌化，術後再発のリスク因子に関する後向き研究

27ゲージ黄斑上膜硝子体手術における前眼部所見の検討
【後向き研究】

AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断（病変拾いあげ）
システムの実証実験 【前向き研究】

大腿骨近位部骨折患者における筋力および術後ADLと栄養
状態との関連の検証 【後向き研究】
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191201 整形外科 永井 多賀子 2019/12/12

191202 整形外科 永井 多賀子 2019/12/12

191203 薬剤部 橋本 詠次 2019/12/12

191204 小児科 浦上 達彦 2019/12/12

191205 眼科 田中 公二 2019/12/12

191206 救急科 水落 美紀 2019/12/12

191207 薬剤部 佐々木 祐樹 2019/12/12

200101 看護部 河田 翠 2020/1/9

200102 整形外科 谷本 浩二 2020/1/9

200201 消化器内科 菊田 大一郎 2020/2/13

200202 整形外科 永井 多賀子 2020/2/13

200203 消化器内科 池原 久朝 2020/2/13

200204 整形外科 佐藤 謙太郎 2020/2/13

200205 救急科 佐藤 淳 2020/2/13

200206 消化器内科 鈴木 翔 2020/2/13

200207 消化器内科 鈴木 翔 2020/2/13

200208 消化器内科 鈴木 翔 2020/2/13

200209 消化器内科 草野 央 2020/2/13

200301 内科 田中 翔 2020/3/12

200302 耳鼻咽喉科 松崎 洋海 2020/3/12

高齢者を対象とした体液量マーカーの季節性変動に関する
後ろ向き研究

塩基性繊維芽細胞増殖因子の単回声帯内注入術の長期経
過　【後向き研究】

頸椎人工椎間板置換術手術のデータベース構築に関する
研究 【前向き研究】

正常成人ボランティアでの診察指接着型オキシメータを使用
した体表面組織酸素飽和度基準値の観察研究
【前向き研究】

上部消化管内視鏡検査における，施行医師の性別希望に
ついての研究 【前向き研究】

大腸内視鏡検査における，施行医師の性別希望についての
研究 【前向き研究】

腹部超音波検査における，施行者の性別希望についての
研究 【前向き研究】

慢性便秘症患者におけるエロビキシバットの有効性と有効性
に関連する因子についての検討 【前向き研究】

小児Ⅰ型糖尿病における eA1c と Time in Rage に関する後
ろ向き観察研究

中心性漿液性脈絡網膜症とストレスとの関連性の検討
【後向き研究】

低体温症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査
(2019) 【前向き研究】

退院後の患者に対する病院と調剤薬局が連携して行うべき
服薬支援の検討 【後向き研究】

外来心臓リハビリ患者を対象とした導入時看護面談が再入
院に与える効果に関する後ろ向き研究

日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する
研究【前向き研究】

急性胆管炎における超音波内視鏡の総胆管結石抽出能
【後向き研究】

高齢橈骨遠位端骨折患者を対象とした栄養評価および機能
予後に関する後向き研究

大腸腫瘍に対する従来型ESDおよび牽引ESDの無作為化比
較試験 【前向き研究】

大腿骨近位部骨折患者におけるサルコペニアの実態および
術後ADLに影響する因子の検証 【後向き研究】

骨粗鬆症脊椎圧迫骨折患者における不適切薬剤の日常生
活動作への影響に関する後方視的検証 【後向き研究】

抗菌薬適正支援チーム（Antimicrobial Stewardship Team :
AST)活動によるアウトカムの解析に関する後向き研究
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200303 消化器外科 林 成興 2020/3/12

200304 救急科 佐藤 淳 2020/3/12

200305 整形外科 佐藤 謙太郎 2020/3/12

敗血症性ショックの患者を対象とした診察指接着型オキシ
メータでの血管閉塞試験とショック離脱時間の関する探索的
研究
【前向き研究】

患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーション手術患者
の前向き登録調査 【前向き研究】

pStageⅡ大腸癌に対するOSNA法によるリンパ節微小転移
診断意義の検討 【前向き研究】
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