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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

2 20-049
医学部附属溝口病院
外科

小林宏寿 大腸がん治療における短期・長期成績に関する後方視的観察研究 2020年6月2日

1 20-048
医学部
内科学講座

田代晴子
ヘムライブラ® (エミシズマブ) 定期投与中のFVIIIインヒビターを保有し
ない先天性血友病A患者における，身体活動及び出血イベント，日常
生活の質，安全性を評価する多施設共同，前向き観察研究

2020年6月2日

4 17-042-2
医学部
衛生学公衆衛生学講座

大久保孝義
2010年国民健康栄養調査対象者における循環器関連追加調査およ
び長期追跡 (NIPPON DATA 2010)

2020年6月3日

3 20-050
医学部附属溝口病院
外科

小林宏寿
高齢者Stage III大腸癌に対する術後補助化学療法の現状調査（多施
設共同観察研究）

2020年6月2日

6 20-052
医学部
泌尿器科学講座

中川　徹
根治切除不能または転移性腎細胞癌に対するニボルマブ単剤療法
の臓器特異的治療効果についての後ろ向き観察研究

2020年6月4日

5 20-051
ちば総合医療センター
整形外科

村田泰章
「脊椎手術（手術に準じた手技を含む　例：脊髄刺激療法、椎間板内
酵素（ヘルコニア）注入療法）」に関する調査研究

2020年6月3日

8 20-054
医学部附属溝口病院
産婦人科

土谷　聡
婦人科悪性腫瘍に対する手術・化学療法・放射線療法の臨床成績に
関する後ろ向き検討

2020年6月4日

7 20-053
ちば総合医療センター
小児科

奥主朋子
急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検査の意義と実行可能性
を検証するための多施設共同前向き観察研究（ALL-18）

2020年6月4日

10 20-056
ちば総合医療センター
第三内科学講座

長山人三
新型コロナウイルス感染迅速診断キットの臨床的有用性評価のため
の多施設共同臨床試験計画

2020年6月9日

9 20-055
医学部
泌尿器科学講座

中川　徹
日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患者の臨床転
帰を観察するレジストリ試験

2020年6月9日

12 20-008-2
大学院
公衆衛生学研究科

桑原恵介
看護師人材確保にむけた再就職要因の調査
－退職後同病院へ再就職した看護師および、雇用先の看護部門管
理職へのインタビュー調査－

2020年6月13日

11 14-072-2
医学部
外科学講座

川村雅文
肺癌に対するEGFR-TKI投与中の流血中腫瘍細胞を用いた耐性検出
に関する多施設共同研究

2020年6月10日

14 20-060
医学部
内科学講座

田中　篤 自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎に対する症例対照研究 2020年6月13日

13 20-057
医学部
泌尿器科学講座

中川　徹
早期前立腺がんにおける根治術後PSA再発における病理学的および
分子生物学的予測因子探索研究

2020年6月13日

16 20-061
医学部
外科学講座

佐野圭二 膵癌膵切除における栄養状態が予後に及ぼす影響に関する検討 2020年6月15日

15 19-270-2
医学部
皮膚科学講座

多田弥生

中等症から重症の慢性局面型乾癬患者を対象とした多国間プロスペ
クティブ観察コホート研究【Multi-Country Prospective
ObserVAtionaL, Cohort Study of Patients with Moderate to Severe
Chronic PlaqUE Psoriasis（VALUE）】

2020年6月15日

18 20-063
ちば総合医療センター
第三内科学講座

小尾俊太郎 SARS-CoV-2感染時の肝障害の検討 2020年6月15日

17 20-062
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6月15日

20 18-221-3
ちば総合医療センター
脳神経内科

作石かおり パーキンソン病の幻視・パレイドリアに関する神経生理学的研究 2020年6月19日

19 20-032
医学部
リハビリテーション医学
講座

中原康雄
没入型VRを応用した新規リハビリテーションシステム開発における探
索的研究

2020年6月18日

21 20-064
ちば総合医療センター
外科

幸田圭史
根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研究
(GALAXY trial)

2020年6月19日
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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

～2021.05.31

～2029.03.31

～2025.12.31

～2021.03.31

～2022.03.31

～2021.03.31

～2020.12.31

～2023.12.31

22 20-065 臨床研究センター 宇野希世子 大学におけるテレワークを活用した業務の成果を明らかにする研究 2020年6月19日

24 20-068
医学部
外科学講座

齋藤雄一 Cone-beam CTを用いた胸部外科手術の有用性の研究 2020年6月23日

23 20-066
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6月23日

26 20-069
ちば総合医療センター
整形外科

村田泰章 帝京脊椎診レジストリ研究 2020年6月25日

25 19-115-3
医学部
形成・口腔顎顔面外科学
講座

市ノ川義美 同日実施した嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査の診断一致率の検討 2020年6月25日

28 20-071
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

菊池健太郎 SARS-CoV-2感染時の肝障害の検討 2020年6月26日

27 20-070
医学部
内科学講座

上妻　謙

可視的流血下血栓形成解析装置(Total Thrombus-formation
Analysis System: T-TAS®)による経カテーテル大動脈弁置換術周術
期の血栓形成過程の評価および至適抗血栓療法の検討におけるパ
イロット研究

2020年6月25日

29 20-072
医学部
内科学講座

柴田　茂

プロスペクティブ及びレトロスペクティブなデータ収集によって早期治
療開始、治療パターン、治療の有効性、患者の転帰及び患者のQOL
を評価するためのCKD患者を対象としたリアルワールドデータを収集
する観察研究

2020年6月26日
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