
承認番号 所属 研究責任者 承認月日

210401 耳鼻咽喉科 松﨑 洋海 2021/4/8

210402 循環器内科 松本 直也 2021/4/8

210501 看護部 坂口 達哉 2021/5/13

210502 循環器内科 渡邉 隆大 2021/5/13

210601 整形外科 冨塚 孔明 2021/6/10

210602 整形外科 永井 多賀子 2021/6/10

210603 眼科 町田 弓美子 2021/6/10

210604 脳神経外科 小林 真人 2021/6/10

210605 小児科 石毛 美香 2021/6/10

210701 薬剤部 鈴木 悠斗 2021/7/8

210702 小児科 浦上 達彦 2021/7/8

210703 看護部 内野 めぐみ 2021/7/8

210704 救急科 水落 美紀 2021/7/8

210705 救急科 杉田 篤紀 2021/7/8

210801 眼科 田中 公二 2021/8/6

210802 眼科 田中 公二 2021/8/6

210803 循環器内科 松本 直也 2021/8/26
肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症患者の至適な抗凝固
療法期間を明らかにするための多施設共同研究

２型糖尿病における腹部脂肪分布－内臓脂肪/皮下脂肪比
－の検討

成人後期にロービジョンとなった男性患者の見えなくなる生
活の語り

脳卒中を対象としたAKBRの経時的推移に関する観察研究

熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査
（2021）

網膜静脈閉塞症患者における頸動脈内膜中幕複合体厚を
指標とした動脈硬化の検討

網膜静脈閉塞症患者におけるNT-proBNPとmax IMTの検討

手根管症候群を対象としたCarpal Compression Test の至適
圧迫部位に関する前向き研究

介護保険制度による摂食嚥下リハビリテーション体制の実態
調査

黄斑上膜自然経過例を対象とした網膜血管と中心窩間の距
離変化が視力，変視量に及ぼす影響に関する前向き症例集
積研究

水頭症患者を対象としたMRI拡散テンソル像を用いた
Glymphatic system ならびに髄液環境に関する探索的研究

遺伝性難病の遺伝学的検査の実施と病態解明に関する研
究

喉頭微細手術における予防抗菌薬適正使用に向けた取り組
みとその効果に関する後ろ向き研究
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再発性気道乳頭種症における咽頭病変の好発部位に関す
る後ろ向き研究

虚血性心疾患患者を対象とした負荷心筋SPECTにおける
washout rate 計測による冠動脈多枝病変予測の有用性に関
する研究

ICU退室後患者における身体機能障害発生の実態とリスク
因子に関する多施設共同調査

心房細動カテーテルアブレーション後における心房周囲脂
肪および脂肪浸潤の経時的変化と術後再発との関連性を評
価する前向き観察研究
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210901 薬剤部 森川 莉沙 2021/9/9

210902 消化器内科 高橋 利実 2021/9/9

211001 内科 藤城 緑 2021/10/14

211002 内科 藤城 緑 2021/10/14

211003 眼科 中静 裕之 2021/10/14

211004 消化器外科 山下 裕玄 2021/10/14

211005 整形外科 上井 浩 2021/10/14

211006 小児科 浦上 達彦 2021/10/20

211101 小児科 鈴木 潤一 2021/11/1

211102 消化器内科 山本 敏樹 2021/11/1

211103 消化器内科 山本 敏樹 2021/11/1

211104 耳鼻咽喉科 森田 優登 2021/11/11

211105 眼科 中静 裕之 2021/11/11

211106 循環器内科 松本 直也 2021/11/11

211107 循環器内科 松本 直也 2021/11/11

喉頭肉芽腫患者における，レーザーを用いた治療の有効性
に関する後ろ向き研究

日本大学病院眼科における網膜硝子体疾患の治療成績

慢性腎臓病を合併した冠動脈疾患Very high-risk患者の疾
病管理に対する冠動脈 MR プラークイメージングの検査精
度の検証

急性非代謝性心不全患者の病態と１年後予後に関する観察
研究：SAKURA HF REGISTRY-2

BRAF 変異型大腸癌に対する BRAF 阻害薬併用療法のバ
イオマーカー探索を含めた観察研究（BEETS試験）：
JACCRO CC-18

骨転移レジストリによる運動器に関する介入効果の検証：前
向きコホート研究

COVID-19流行による小児１型糖尿病の血糖管理へ与える
影響に関する後ろ向き観察研究

小児１型糖尿病における膵島関連自己抗体と臨床経過に関
する後向き研究

腹部超音波スクリーニング検診マニュアル基準断面の撮影
手法がworkflowに与える影響についての研究

限局性結節性過形成における特徴的画像所見の検出率の
超音波検査とCT，MRIでの比較検討

当院におけるせん妄ハイリスク患者ケア加算に関わる実態調
査

健診受診者における逆流性食道炎のリスク因子についての
検討

日本人高齢者における耐糖能異常と咬合機能障害発症の
関連性についての後ろ向き横断研究

日本人高齢者における耐糖能異常と咬合機能障害発症の
関連性についての前向き研究

黄斑上膜，黄斑円孔におけるタンパク質量解析
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211201 消化器内科 山本 敏樹 2021/11/25

211202 耳鼻咽喉科 柴崎 知生 2021/12/9

211203 婦人科 前林 亜紀 2021/12/9

211204 循環器内科 松本 直也 2021/12/9

211205 循環器内科 鷲尾 武彦 2021/12/9

220101 内科 藤城 緑 2022/1/13

220102 放射線科 天野 真紀 2022/1/13

220103 整形外科 永井 多賀子 2022/1/13

220104 消化器外科 山下 裕玄 2022/1/13

220105 消化器外科 山下 裕玄 2022/1/13

220106 消化器外科 山下 裕玄 2022/1/13

220107 消化器外科 山下 裕玄 2022/1/13

220108 消化器外科 山下 裕玄 2022/1/13

220109 眼科 森 隆三郎 2022/1/17

220110 救急科 櫻井 淳 2022/1/21

220201 救急科 杉田 篤紀 2022/2/10

220202 小児科 鈴木 潤一 2022/2/10

220301 消化器内科 高橋 利実 2022/3/10

220302 消化器内科 岩男 彩 2022/3/10

東京都における電話救急医療相談の結果の検討

ICUにおける人工呼吸管理に関する後ろ向き研究

小児侵襲性肺炎球菌感染症患者から分離された肺炎球菌
株の莢膜血清型分布及び薬剤感受性に関する多施設共同
観察研究

胆膵疾患に関する内視鏡検査・治療の有用性と合併症に関
する臨床研究

細径スコープを用いた経口上部消化管内視鏡検査における
苦痛軽減に関する単施設前向き研究

胃癌・間葉系腫瘍患者データベースを用いた探索的研究

非消化器疾患データベースを用いた探索的研究

肝胆膵疾患データベースを用いた探索的研究

大腸癌患者データベースを用いた探索的研究

食道癌患者データベースを用いた探索的研究

日本人滲出型加齢黄斑変性（nAMD）患者を対象とした，実
臨床下におけるブロルシズマブの有効性，安全性を評価す
る後ろ向き，12カ月，多施設共同研究

子宮手術既往患者におけるマイクロ波子宮内膜アブレーショ
ンの有効性についての後方視研究

レセプト及び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

慢性腎臓病進行例（CKD G3b～G5）の予後向上のための予
後，合併症，治療に関するコホート研究
REACH-J-CKD cohort

高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術前後の内
分泌代謝機能変化に関する観察研究

乳癌に対する術前化学療法後の乳房温存術における3D-
MRIを用いたプロジェクションマッピング法による乳腺切除線
決定法の検証的臨床試験

誤嚥性肺炎の再入院に影響する因子の解明に関する後方
視的検証

ペムブロリズマブの投与により引き起こされる免疫関連副作
用の下痢についての研究

鼻副鼻腔内視鏡手術患者における術中出血量と術後合併
症に関する後ろ向き研究
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220303 整形外科 上井 浩 2022/3/10

220304 整形外科 上井 浩 2022/3/10

220305 整形外科 上井 浩 2022/3/10

220306 小児科 浦上 達彦 2022/3/10

220307 小児科 浦上 達彦 2022/3/10

220308 消化器内科 小川 眞広 2022/3/10

220309 循環器内科 渡邉 和宏 2022/3/10

220310 消化器内科 岩男 彩 2022/3/26消化管過誤腫性腫瘍好発疾患群の全国疫学調査

肝腫瘍の超音波診断を支援する人工知能モデルの実用化
研究

補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業
J-PVAD

下肢（股関節から足関節）疾患患者データベースを用いた探
索的研究

脊椎・脊髄疾患患者データベースを用いた探索的研究

栄養・内分泌・代謝性疾患患者データベースを用いた探索
的研究

アレルギー・免疫・感染症患者データベースを用いた探索的
研究

上肢（手指から肩甲帯）疾患患者データベースを用いた探索
的研究
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