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研倫 30-01 H30.4.1 H30.5.7 診療技術部 原　成広
核医学検査領域において考案した、心筋血流シンチグラフィー画像解析処理法
の臨床応用の検討

研倫 30-02 H30.4.17 H30.5.15 診療技術部 川口　弘之 心筋血流SPECTにおける最適化プロトコールの検討

研倫 30-03 H30.4.17 H30.5.15 麻酔科 清水　雅子
肺手術後の開胸術後症候群発症とセロトニントランスポーター遺伝子
との関連性の検討（研倫29-12の解析実施施設の変更）

研倫 30-04 H30.4.23 H30.6.19 外科 西村　重彦

術前抗癌剤治療施行前に腋窩リンパ節転移陽性で、施行後にリンパ節転移陰性
となった乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の認容性に関する検討－多施設
共同単アームⅡ相探索的研究－

研倫 30-05 H30.4.23 H30.5.24 総合診療科 山本　浩司 若年女性のEBウィルス及びサイトメガロウィルスの抗体保有状況の検討

研倫 30-06 H30.4.24 H30.5.24 看護部 家田　優子
救急看護師と病棟看護師による急変対応力向上プロセスの解明
～急変合同カンファレンスを活用して～

研倫 30-07 H30.4.24 H30.5.24 感染制御部 藤原　広子
手指衛生自動モニタリングシステム(automated monitoring system:以下  AMS)
を用いた手指衛生遵守率向上の取り組み

研倫 30-08 H30.5.21 H30.5.24 内分泌代謝内科 山本　浩司 糖尿病性舞踏病の疾患調査

研倫 30-09 H30.5.24 H30.8.7 超音波検査技術科 田上　展子 飲水エコー法による膵描出能改善の評価

研倫 30-10 H30.5.28 H30.6.19 循環器内科 中谷　和弘
左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設共同前向き観察研究
（研倫28-01の計画変更）

研倫 30-11 H30.5.30 H30.8.7 泌尿器科 岡田　紘一
日本人の前立腺癌スクリーニングにおいて血清テストステロン値は新規バイオ
マーカーとなりうるか？～PSAグレイゾーン症例を対象とした前向き臨床的検討
～

研倫 30-12 H30.6.1 H30.6.19 泌尿器科 北風　宏明
表在性膀胱癌に対する抗がん剤維持投与による再発予防効果の他施設共同観察
研究

研倫 30-13 H30.6.1 H30.7.5 内分泌代謝内科 岩本　龍哉
肥満症に対する効果的な治療戦略と健康障害の改善に資する減量数値目標を見
出すための介入研究（研倫29-36の計画変更）

研倫 30-14 H30.6.1 H30.6.14 皮膚科 庄田　裕紀子 DPP4阻害薬関連類天疱瘡の実体調査

研倫 30-15 H30.7.18 H30.8.14 超音波検査技術科 櫻井　沙綾 当院人間ドックにおける腹部超音波検査の成績について

研倫 30-16 H30.8.8 H30.9.3 病理部 藤田茂樹
自家又は同種 造血幹細胞 移植を施行した成熟NK/T細胞性腫瘍患者における予
後不良因子の病理学的検討

研倫 30-17 H30.8.24 H30.9.7 薬剤部 豊濱　隆 亜鉛含有製剤の適正使用状況調査

研倫 30-18 H30.9.6 H30.9.25 看護部 門　千歳 アプリを活用した手指衛生遵守率フィードバックの取り組み

研倫 30-19 H30.9.6 H30.9.25 看護部 門　千歳 新人指導強化による手指衛生遵守率向上

研倫 30-20 H30.10.15 H30.11.8 血液内科 菅原　浩之
骨髄不全患者における、PNH型血球割合とPNH関連の臨床症状を経時的にみる観
察研究（研倫27-24の計画変更）

研倫 30-21 H30.11.8 H30.12.18 泌尿器科 栗林　宗平 前立腺癌患者における内臓脂肪が手術、癌の悪性度への影響について

研倫 30-22 H30.11.8 H30.11.29 放射線診断科 山本　浩詞
閉塞性動脈硬化症患者の大腿膝窩動脈閉塞性病変に対する血管内治療の安全性
と有効性に関する多施設・後ろ向き研究
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研倫 30-23 H30.11.15 H30.12.18 薬剤部 野口　直子 当院におけるバイオシミラー（リツキシマブBS)使用時の安全性についての検討

研倫 30-24 H30.11.15 H30.11.29 内分泌代謝内科 伊藤　慶人
内臓脂肪量の変化を意識した糖尿病診療（2019年5月の糖尿病学会での演題登録
のために審査が必要）

研倫 30-25 H30.11.28 H30.12.18 薬剤部 豊濱　隆 便秘治療薬の使用状況調査

研倫 30-26 H30.12.3 H31.1.9 総合診療科 村上　賢
発熱患者における肺炎診断スコアの作成
（2019年2月の総合診療医学界での演題登録のために審査が必要）

研倫 30-27 H30.12.21 H31.1.9 循環器内科 執行　秀彌 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI)

研倫 30-28 H30.12.25 H31.1.9 内分泌代謝内科 杉山　拓也 当院人間ドック受診者集団を対象とした、糖代謝関連指標の長期的推移の検討

研倫 30-29 H30.12.25 H31.1.15 小児科 川上　智子 エビ経口負荷試験の安全性および負荷試験後の摂取状況の多施設症例集積研究

研倫 30-30 H31.2.13 H31.2.20 消化器内科 清　裕生 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象の現状

研倫 30-31 H31.2.13 H31.2.26 膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科 角田　慎一郎
キャッスルマン病/TAFRO症候群およびその関連疾患におけるバイオマーカー解
析

研倫 30-32 H31.2.25 H31.3.19 膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科 角田　慎一郎
キャッスルマン病/TAFRO症候群およびその関連疾患における実臨床での後方視
的検討

研倫 30-33 H31.2.25 H31.3.27 膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科 角田　慎一郎 特発性キャッスルマン病（iMCD)の肺病変についての検討

研倫 30-34 H31.2.25 H31.3.19 膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科 宮城　瑠美子 当院における膠原病性間質性肺炎に対するIVCY治療についての検討

研倫 30-35 H31.3.19 H31.3.28 泌尿器科 栗林　宗平
日本人の前立腺癌スクリーニングにおいて血清テストステロン値は新規バイオ
マーカーとなりうるか？～PSAグレイゾーン症例を対象とした前向き臨床的検討
～（研倫 30-11の責任医師と分担医師の変更）

研倫 30-36 H31.2.25 H31.3.27 膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科 馬場　識至 血清反応陰性関節リウマチ患者における分子標的薬の治療奏功性の検討

研倫 30-37 H31.3.20 H31.4.5 薬剤部 延藤　勇 レボセチリジンの腎機能別投与量における現状と問題点

研倫 30-38 H31.2.25 H31.3.12 眼科 岩橋　千春 眼原発悪性リンパ腫の眼所見と中枢神経浸潤および生命予後についての検討

研倫 30-39 H31.3.4 H31.3.19 循環器内科 執行　秀彌

日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析
（2017-2019年度　日本衣料研究開発機構事業「冠動脈疾患」に係る医療の適正
化を目指
　した研究」の内容を包括）

研倫 30-40 H31.3.14 H31.4.2 皮膚科 庄田　裕紀子 ウェルナー症候群の症例登録システム構築によるエビデンスの創生

研倫 30-41 H31.3.27 H31.4.19 外来１階ブロック内科外来 渡利　佳代 病棟・外来看護師の継続看護に対する認識の現状調査

研倫 30-42 H31.3.29 H31.4.19 超音波検査技術科 尾羽根　範員 びまん性肝疾患における肝エラストグラフィの有用性について


