
終了予定日

～2024.03.31

～2021.03.31

～2023.12.31

～2022.03.31

～2023.03.31

～2021.12.31

～2023.03.31

～2024.04.30

～2024.03.31

～2021.03.31

～2023.12.31

～2024.06.30

～2022.03.31

～2021.03.31

～2023.03.31

～2030.12.31

～2023.09.30

～2027.12.31

～2020.12.28

～2021.03.31

～2020.07.31

～2019.12.31

～2019.11.30

～2022.12.31

～2021.03.31

1 19-179
医学部
内科学講座

長瀬洋之 COPDにおける喘息病態オーバーラップについての観察研究 2019年11月6日

帝京大学倫理委員会申請書一覧

No. 委員会番号 所属 研究実施責任者 研究課題 承認日

3 19-181
医学部
泌尿器科学講座

中川　徹
膀胱がんに対する根治的膀胱全摘術の治療成績に関する研究（多施
設共同研究）

2019年11月6日

2 19-180
医学部
皮膚科学講座

多田弥生 乾癬の皮疹に対するnarrow band UVB療法の効果の検討 2019年11月6日

5 18-161-2
医学部
眼科学講座

溝田　淳 AIによる網膜視神経疾患の自動診断法の検討 2019年11月8日

4 19-182
大学院
医療技術学研究科看護学
専攻

山﨑恭子
首都圏の行政機関保健師の抱える異文化による困難に関する現状調
査～在日外国人の母子保健活動を通して～

2019年11月6日

7 19-183
医学部
皮膚科学講座

多田弥生
中等症から重症アトピー性皮膚炎患者におけるデュピルマブの効果
予測因子の検討

2019年11月8日

6 19-009-2
医学部
外科学講座

山内良兼 肺切除後気漏に対するドレーン管理法の多施設共同前向き観察研究 2019年11月8日

9 19-185
医学部
衛生学公衆衛生学講座

辰巳友佳子
人間ドック科受診者のデータベースを用いた生活習慣病の発症およ
び進展予防に関する疫学研究

2019年11月8日

8 19-184
ちば総合医療センター
心臓血管外科

宮城直人
一般社団法人National Clinical Databaseへの手術・治療情報登録に
おける個人情報の取り扱いについて

2019年11月8日

11 19-187
医学部
産婦人科学講座

松本泰弘 内視鏡型超音波装置を用いた術中傍大動脈リンパ節評価の試み 2019年11月8日

10 19-186
医学部附属病院
ＭＥ部

赤地　吏 人工心肺下心臓手術後の急性腎障害に関するリスク因子の検討 2019年11月8日

13 19-189
ちば総合医療センター
病院病理部

山﨑一人
卵巣明細胞腺癌の発癌と特異的な呼吸代謝を標的とした治療に関す
る分子病理学的研究

2019年11月8日

12 19-188
ちば総合医療センター
IVRセンター

村田　智
日本インターベンショナルラジオロジー学会における症例登録データ
ベース事業研究

2019年11月8日

15 19-111 スポーツ医科学センター 宮本亘 スポーツ障害予防に対するインソールの有効性と安全性について 2019年11月9日

14 19-190 薬学部 金子希代子
健常人と尿路結石症患者における、血中および尿中Protein Zおよび
関連物質濃度の比較

2019年11月8日

17 19-191
医学部附属溝口病院
脳神経外科

山田昌興
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan 
Neurosurgical Database)に関する研究

2019年11月12日

16 18-043-2
医学部
内科学講座

関　順彦
臨床病期IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診断され
た3 cm以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否例）に対する体
幹部定位放射線治療のランダム化比較試験（JCOG1408）

2019年11月12日

19 19-193
医学部
眼科学講座

林　孝雄 斜視手術における外眼筋操作が視力に与える影響について 2019年11月13日

18 19-192
医学部
内科学講座

上妻　謙
帝京大学医学部附属病院における虚血性心疾患に対する経皮的冠
動脈形成術の臨床成績に関する後ろ向き検討

2019年11月12日

21 19-198
医学部
放射線科学講座

大場　洋 IVRに関する医療被ばく実態調査及び線量評価 2019年11月18日

20 19-196
医学部
皮膚科学講座

多田弥生
第２回Stevens-Johnson症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全国疫
学調査

2019年11月18日

23 17-132-2
医学部
内科学講座

横山直之
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリ
バーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究

2019年11月21日

22 16-114-2
医学部
内科学講座

上妻　謙
経皮的冠動脈インターベンション施行患者を対象とした抗血小板療法
による血栓性イベント、出血性イベント、血小板凝集抑制作用の実態
調査

2019年11月21日

25 19-197
医療技術学部
看護学科

角田こずえ
在宅看護学と成人慢性期看護学領域による領域横断事例演習による
学生の学び
‐地域包括ケア時代に即したシミュレーション教育の試み‐

2019年11月21日

24 19-084-2
医学部
救急医学講座

伊藤　香
重症外傷患者に対する制限輸血戦略：クラスターランダム化クロス
オーバー非劣性試験

2019年11月21日
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27 19-200 薬学部 渡邊真知子 小児在宅医療における薬剤師の実践モデルの構築 2019年11月21日

26 19-199
医学部附属病院
看護部

中條麻実
周産期のソーシャルサポートに関連した情報収集の分析
　－倫理的感応力の向上を目指した助産師教育の必要性－

2019年11月21日

29 19-202
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

竹内英之 妊娠糖尿病患者における血糖値評価方法の妥当性 2019年11月21日

28 19-201
医学部附属病院
感染制御部

松永直久
集中治療、救命救急領域における抗菌薬使用状況調査（多施設共同
研究）

2019年11月21日

31 19-204 スポーツ医科学センター 宮本　亘 扁平足簡易診断ツールの妥当性について 2019年11月27日

30 19-203
医学部附属病院
眼科

林　孝雄
若年者の後天共同性内斜視とデジタルデバイスの使用の関連に関す
る多施設前向き研究

2019年11月21日

32 19-205 スポーツ医科学センター 市川麻美子
スポーツ選手における皮下脂肪法を用いた各推定式の妥当性 - DXA
を用いた検討 -

2019年11月27日
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