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No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

2 20-175
医学部
内科学講座

白藤尚毅
当院で経験した骨髄異形成症候群症例の予後因子に関する後方視
的研究

2020年11月2日

1 20-174
ちば総合医療センター
泌尿器科

納谷幸男
上部尿路結石症に対する経尿道的尿路結石砕石術における周術期
合併症と術後尿管狭窄症に関する全国調査

2020年11月2日

4 20-177
医学部
小児科学講座

小林茂俊 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 2020年11月2日

3 20-176
医学部
産婦人科学講座

長阪一憲 子宮頸癌に対するメトホルミンの有効性についての後方視的検討 2020年11月2日

6 20-179
ちば総合医療センター
外科

幸田圭史
直腸癌手術における適切なCircumferential resection margin(CRM)と
Distal Margin(DM)に関する多施設前向き観察研究

2020年11月2日

5 20-178
医学部
内科学講座

片岡明久 構造的心疾患カテーテル手術専用放射線防護板の開発 2020年11月2日

8 20-181
ちば総合医療センター
産婦人科

五十嵐敏雄
前置胎盤（後壁主体）の発症機序；前置胎盤が深部子宮内膜症例に
多いメカニズムとして病変そのものでなくダグラス窩の子宮腸管癒着
が関連するとした仮説の証明

2020年11月6日

7 20-180
医学部附属病院
薬剤部

小瀬英司 薬剤師の介入が抗MRSA薬の血中濃度に及ぼす影響 2020年11月4日

10 18-235-2
医学部附属溝口病院
皮膚科

下山陽也 帝京大学医学部附属溝口病院における、皮膚真菌症の治療成績 2020年11月10日

9 20-182
医学部
心臓血管外科学講座

下川智樹 大動脈弁狭窄症に対するスーチャレス弁の臨床成績に関する検討 2020年11月6日

12 19-261-2 薬学部 厚味厳一 国民によって活用される薬局薬剤師になるために必要なことの調査 2020年11月10日

11 19-036-2
医学部附属溝口病院
放射線科

多湖正夫
肺気腫診断のためのCTの定量的特徴量解析に影響する因子に関す
る研究

2020年11月10日

14 20-184
医学部
外科学講座

川村雅文 2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究 2020年11月11日

13 20-183
大学院
公衆衛生学研究科

福田吉治 東京都北区における診療報酬情報等を用いた受療行動等の分析 2020年11月10日

16 20-023-2
大学院
公衆衛生学研究科

桑原恵介
住民ボランティアが運営する地域食堂への住民の関わりと社会的孤
立との関連

2020年11月17日

15 20-185
医学部
皮膚科学講座

多田弥生
日本における掌蹠膿疱症（PPP）の治療パターン，疾病負担及び治療
アウトカムのレジストリ試験

2020年11月11日

18 19-132-2 薬学部 岸本成史
薬学生の問題解決能力と臨床能力の向上を目的とした統合学習プロ
グラムの教育効果の解析

2020年11月19日

17 20-186
ちば総合医療センター
光学診療部

小尾俊太郎
消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築（多施設
共同 前向き観察研究）

2020年11月17日

19 19-154-2
医療技術学部
視能矯正学科

広田雅和 網膜走査型光学アイウェア使用時の視覚特性評価 2020年11月19日

1/3



終了日No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

～2022.03.31

～2021.12.31

～2021.03.31

～2021.09.30

～2022.02.28

～2021.07.31

～2024.03.31

～2025.03.31

～2024.08.31

～2022.03.31

～2025.03.31

～2030.03.31

～2036.03.31

～2032.03.31

～2035.03.31

～2023.03.31

～2022.03.31

～2021.09.30

～2022.03.31

～2023.03.31

20 19-224-2
医療技術学部
視能矯正学科

広田雅和
眼球運動の自動解析システムおよび人工知能を利用した障害部位推
定プログラムの開発

2020年11月19日

22 20-188
医学部附属溝口病院
眼科

今村　裕 黄斑上膜手術前後の歪視と網膜移動量の術後1年経過後の評価 2020年11月19日

21 20-062-2
医学部
外科学講座

佐野圭二
膵頭十二指腸切除術後の非アルコール性脂肪肝出現の予測因子の
検討

2020年11月19日

24 20-066-2
ちば総合医療センター
外科

幸田圭史
血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStage II及び低リスクStage III結腸
癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX療法と手
術単独を比較するランダム化第III相比較試験(VEGA trial)

2020年11月25日

23 20-187
医学部
麻酔科学講座

弘岡玲奈
新型コロナウイルス感染後の外科治療の至適時期を調査する国際的
多施設共同前向きコホート研究

2020年11月20日

26 20-190
大学院
公衆衛生学研究科

高橋謙造
地域活動を行う住民が求める最期の在り方の変遷
　　　　　～住み続けられる地域の構築のために～

2020年11月25日

25 20-189
医学部
内科学講座

上妻　謙

実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント（XIENCE V™）とシロリ
ムス溶出性ステント（CYPHER SELECT™＋ステント）の有効性および
安全性についての多施設前向き無作為化オープンラベル比較試験：
長期追跡試験

2020年11月25日

28 20-192
医学部
救急医学講座

伊藤　香
小児鈍的肝損傷および脾損傷の自然経過と診療パターンの検討：多
施設後ろ向き観察研究

2020年11月25日

27 20-191
医学部
病理学講座

菊地良直 胃癌微小環境におけるペリオスチンの発現および機能解析 2020年11月25日

30 20-194
ちば総合医療センター
第三内科学講座

寺脇博之 メタボローム解析によるCKDの病態解明と診断法の開発 2020年11月27日

29 20-193
大学院
公衆衛生学研究科

根本明日香

成人女性を対象とした減量等を目的とする健康食品による健康被害
の
原因となると考えられる誤解の傾向についてのオンラインアンケート
調査

2020年11月25日

32 20-196
医学部
内科学講座

長瀬洋之
表現型別の喘息増悪因子の同定と長期予後の解析 -2014年コホート
の延長解析-

2020年11月27日

31 20-195
医学部
小児科学講座

西野智彦 当院における腎疾患の疫学、診断、治療に関する後ろ向き研究 2020年11月27日

34 20-199
医学部
小児科学講座

西野智彦 当院における小児疾患および小児科診療に関する後ろ向き研究 2020年11月27日

33 20-197
医学部
内科学講座

長瀬洋之
表現型別の喘息増悪因子の同定と長期予後の解析 -2020年コホート
-

2020年11月27日

36 20-198
医学部
放射線科学講座

原　卓也 造影CTの血管外漏出検出におけるサブトラクション画像の有効性 2020年11月30日

35 20-165
ちば総合医療センター
整形外科

山本陽平
2型糖尿病患者に対するホームエクササイズにおけるリハビリテーショ
ンサポートアプリの有用性に関するパイロット研究

2020年11月30日

38 20-201
医学部附属病院
看護部

石川和枝
ロボット支援前立腺全摘除術後3か月間に生じる高齢男性の尿失禁
量とQOLの変化および日常生活上の困難の関連性；混合研究法によ
る検討

2020年11月30日

37 20-200
ちば総合医療センター
泌尿器科

巣山貴仁
TURP(経尿道的前立腺切除術）術後の尿勢を予測する手段として
の、尿流動態検査の有用性に関する検討

2020年11月30日

39 20-202
大学院
医療技術学研究科診療放
射線学専攻

岡本孝英
胸部単純X線画像における畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を
用いた結節状陰影の検出システムの検討

2020年11月30日
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～2026.03.3140 20-203
医学部
皮膚科学講座

多田弥生
アトピー性皮膚炎に対しデュピクセントを使用する成人患者を対象とし
たプロスペクティブ観察研究

2020年11月30日
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