
承認番号 所属 研究責任者 承認月日

200401 循環器内科 渡邉 和宏 2020/4/9

200402 整形外科 永井 多賀子 2020/4/9

200403 整形外科 永井 多賀子 2020/4/9

200404 内 科 藤城 緑 2020/4/9

200405 健診センター 谷 樹昌 2020/4/9

200501 小児科 浦上 達彦 2020/5/14

200502 消化器内科 渡邊 幸信 2020/5/14

200503 消化器内科 後藤田 卓志 2020/5/14

200504 消化器内科 高橋 利実 2020/5/14

200601 小児科 浦上 達彦 2020/6/11

200602 救急科 佐藤 淳 2020/6/11

200701 放射線部 安藤 千知 2020/7/9

200702 消化器内科 後藤田 卓志 2020/7/9

200703 循環器内科 渡邉 和宏 2020/7/9

200704 小児科 小川 えりか 2020/7/9

200705 消化器内科 鈴木 翔 2020/7/9

200901 小児科 浦上 達彦 2020/9/10

重症患者を対象とした診察指接着型オキシメータによる組織
酸素飽和度（St02）とショック離脱時間の関係に関する探索
的研究

MOLLI法を用いた心筋 native T1値測定の心拍数による影
響 【後向き研究】

自己免疫性胃炎の診断基準に関わる血清ガストリン及びペ
プシノゲンⅠ，Ⅱ，Ⅰ/Ⅱ比の基準値を検討するための，萎
縮性胃炎患者を対象とした比較観察研究

成人院外心肺停止患者における体外循環式心肺蘇生の施
設差のアンケート調査

ロタウイルス胃腸炎を対象とした遺伝子型の変化や有病者の
高年齢化に関する研究

高細精画質内視鏡と通常画質内視鏡の胃癌発見能を比較
する後ろ向き研究

思春期～青年期１型糖尿病におけるSGLT2阻害薬ダパグリ
フロジンの効果に関する後ろ向き観察研究

小児Ⅰ型糖尿病におけるTime in Rageと測定回数（スキャン
回数）に関する後ろ向き観察研究

令和２年度 (2020) 臨床研究審査委員会審査承認一覧

研究課題名

東京都CCU連絡協議会による急性心筋梗塞に併発した心
原性ショックに対する多施設登録研究

高齢橈骨遠位端骨折患者における不適切薬剤と機能予後
の関連性：後方視的検証

高齢変形性膝関節症患者を対象とした行動変容理論に基
づくリハビリテーション介入効果：探索的検証

非肥満者の非アルコール性脂肪肝疾患リスクとなる体型的
特徴についての後ろ向き探索的研究

健康診断受診者を対象とした魚摂取と血清LDL-C/HDL-C
比，及び生活習慣との関係を検討する後向き研究

小児期発症Ⅰ型糖尿病の治療・予後改善のための多施設
共同研究（第５コホート）における糖尿病療養行動，GOL，認
知機能，精神心理に関する検討

肝動脈化学塞栓療法におけるコロナ様濃染域を超えたリピ
オドール集積の有無による肝細胞癌局所再発率の比較検討

８０歳以上の食道表在癌・早期胃癌患者に対する治療選択
システムの確立

当院で経験した食道異物の検討



200902 小児科 浦上 達彦 2020/9/10

200903 循環器内科 松本 真明 2020/9/10

200904 リハビリテーション室 川村 友恵 2020/9/10

200905 消化器内科 草野 央 2020/9/10

200906 小児科 岩間 元子 2020/9/10

200907 リハビリテーション室 柳澤 佑哉 2020/9/10

200908 リハビリテーション室 柳澤 佑哉 2020/9/10

200909 眼 科 森 隆三郎 2020/9/10

201001 整形外科 佐藤 謙太郎 2020/10/8

201002 消化器内科 鈴木 翔 2020/10/8

201003 消化器内科 鈴木 翔 2020/10/8

201101 消化器内科 市島 諒二 2020/11/12

201102 内科 久志本 優 2020/11/12

201103
乳腺内分泌

外科
高橋 紗綾 2020/11/12

201104 小児科 石毛 美夏 2020/11/12

201105 消化器内科 後藤田 卓志 2020/11/12

201201 整形外科 永井 多賀子 2020/12/10
高齢骨粗鬆性脊椎圧迫骨折患者を対象とした栄養関連指
標GNRIと機能予後に関する後向き研究

膝前十字靭帯再建術後患者を対象とした膝関節最大等速
性筋力と起立動作の関係に関する観察研究

膝前十字靭帯再建術後患者を対象とした膝関節等速性筋
力と体組成の関係に関する観察研究

滲出型加齢黄斑変性の抗VEGF薬硝子体内注射後の網膜
色素上皮裂孔発症早期の網膜感度に関する後向き研究

高齢者の頚椎・頚髄損傷に関する多施設後ろ向き研究

Helicobacter pylori 一次除菌におけるボノプラザン・アモキ
シシリン２剤療法の除菌成否に影響する因子の解明：後ろ向
き研究

ボノプラザン，アモキシシリン，メトロニダゾールによる
Helicobacter pylori 二次除菌療法の除菌成功群と除菌不成
功群の患者背景因子を比較する後ろ向き研究

大腸腫瘍に対する cold snare polypectomy 後に癌と診断さ
れた症例に対するサーベイランス方法についての探索的研
究：多施設共同研究

非糖尿病高齢者における冬季の耐糖能悪化に関する後ろ
向き研究

当院で Eribulin を投与された局所進行・転移再発乳癌患者
における好中球リンパ球数比 NLR を含む末梢血の免疫関
連マーカーに関する検討

糖原病 Ia 型患者における持続血糖測定器を用いたグル
コース濃度推移と摂食の相関解析研究

Linked color imaging を用いた大腸腺腫とポリープの発見率
を検証するアジア多施設共同無作為化試験

食物アレルギー患者を対象としたアトピー性皮膚炎合併の
有無による臨床像の比較検討：前向き症例集積研究

小児内分泌疾患患者臨床情報の全国登録システムの構築
 【前向き研究】

経皮的冠動脈形成術施行後の抗血栓薬の変革期における
リアルワールドでの効果および安全性についての多施設共
同観察研究 【前向き研究】

慢性心不全患者のフレイル実態調査

BLEIA法を用いた高感度便中H.ピロリ抗原検査の臨床的有
用性の検討



201202 循環器内科 松本 直也 2020/12/10

201203 小児科 浦上 達彦 2020/12/10

201204 小児科 岩間 元子 2020/12/10

210101 循環器内科 松本 直也 2021/1/14

210102 小児科 浦上 達彦 2021/1/14

210103 臨床検査部 荒木 秀夫 2021/1/14

210201 眼　科 森 隆三郎 2021/2/18

210202 消化器内科 草野 央 2021/2/18

210301 薬剤部 関本 真雄 2021/3/11

治療歴のない滲出型加齢黄斑変性に対する brolucizumab
硝子体内注射の短期成績

胃内細菌叢，腸内細菌叢と胃の発癌との関連性についての
探索的検討 【前向き研究】

COVID-19 患者を対象としたファビピラビルとワルファリンの
薬物間相互作用についての検討

透析患者における心筋半導体検出器 D-SPECT を用いた

安静時 99mTc / 負荷時 201Ti の二核種同時収集法(SDI法)に
よる冠動脈疾患の診断精度に関する後ろ向き研究

我が国におけるⅠ型糖尿病の実態の解析に基づく適正治
療の開発に関する研究

救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査
【前向き研究】

レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医
療の質に関する研究

小児Ⅰ型糖尿病における rtCGM を用いた Time in Rageに
関する後ろ向き観察研究

ミュータスワコー i50 用試薬のパラメータ変更についての性
能評価


