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～2023.03.31

～2023.03.31

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 20-240
医学部
整形外科学講座

安井洋一
個人防護具着脱法技術習得に関する実物を用いた教育研修効果の検
証

2021年2月2日

1 20-239 助産学専攻科 池田真弓 産後の理学療法的個別指導の有用性と参加者のニーズ 2021年2月2日

4 20-241
医学部
放射線科学講座

山本浩大郎 Radwispを用いた呼吸機能、肺血流の評価 2021年2月3日

3 20-130-2
医学部
救急医学講座

神田 潤
Heat related illness（熱中症（heat illness）だけでなく気温上昇によって
悪化する疾患を包含する疾患概念）と気象の関係に関する多国籍多
施設研究

2021年2月3日

6 20-243
医学部
小児科学講座

三牧正和
小児がん連携病院を対象とした小児がん医療の質を表す指標
（Quality Indicator:QI）の作成と小児がん連携病院における適応に関す
る研究

2021年2月3日

5 20-242
医学部附属溝口病院
外科

山﨑健司 胃癌における胃切除術後障害に関する前向き観察研究 2021年2月3日

8 20-245
医学部
救急医学講座

神田 潤 COVID-19感染患者治療の疫学的調査 2021年2月5日

7 20-244 スポーツ医科学センター 笹原 潤 アスリートにおけるアキレス腱超音波画像所見の検討 2021年2月3日

10 18-100-2
医学部
外科学講座

山内良兼 胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究 2021年2月8日

9 20-246
医学部附属溝口病院
外科

小林宏寿 大腸癌全国登録  （多施設共同観察研究） 2021年2月5日

12 19-064-2
医学部
救急医学講座

伊藤 香
体幹部外傷による外傷性出血性ショック患者における大動脈内バルー
ン遮断の有効性および安全性に関する前向き観察研究

2021年2月17日

11 18-171-2
ちば総合医療センター
外科

首藤潔彦 消化器疾患における診断・治療に関する後ろ向き観察研究 2021年2月8日

14 20-048-2
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

2021年2月17日

13 19-078-3
医学部附属溝口病院
消化器内科

土井晋平
遠位胆道閉塞を伴う切除不能膵癌に対する10mm径および14mm径金
属ステントの無作為化比較第Ⅲ相試験

2021年2月17日

16 20-228-2
医学部
救急医学講座

伊藤 香 機械学習を用いたCT画像によるCOVID診療戦略アルゴリズムの構築 2021年2月17日

15 20-208
医療技術学部
看護学科

濱島ちさと 大腸がん検診未受診者を対象とした受診勧奨のための試行調査 2021年2月17日

18 19-236-2
医学部
内科学講座

横山直之
光音響イメージングの医療応用：閉塞性動脈硬化症患者における末梢
血管描出の有用性の検討

2021年2月19日

17 20-247
医療技術学部
視能矯正学科

瀧川流星 Spatial Aniseikonia Test の性能評価 2021年2月17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

～2023.12.31

～2025.12.31

～2025.03.31

～2025.03.31

～2022.3.31

～2022.03.31

～2030.03.31

～2025.03.31

～2022.03.31

～2021.10.31

～2022.03.31

～2026.01.31

～2026.03.31

20 20-249
医学部
内科学講座

盛田幸司
ルシフェラーゼレポーターアッセイを用いた、血清・血漿の核内受容体
刺激活性評価による病態解析

2021年2月19日

19 20-248
医学部
神経内科学講座

神林 隆道
中枢性・末梢性顔面神経麻痺を鑑別するための臨床症候に関する前
向き研究

2021年2月19日

22 20-251
医学部
内科学講座

横山直之
心不全を発症した低収縮非拡張型心筋症の臨床的意義における後ろ
向き研究

2021年2月19日

21 20-250
医学部
内科学講座

横山直之
心臓エコー施行例における心機能評価の臨床的意義における後ろ向
き研究

2021年2月19日

24 20-253
医学部
麻酔科学講座

澤村成史 敗血症性患者の予後の経時的推移とそれに影響する因子の検討 2021年2月19日

23 20-252
ちば総合医療センター
第三内科学講座

井上大輔

糖尿病患者における、COVID19流行がもたらした生活変化による血糖
および動脈硬化リスク因子管理に対する影響実態調査 (Impact of
Lifestyle Changes on Diabetes Mellitus Risk Management Influenced
by COVID19 ［Life-DM COVID19］study)

2021年2月19日

26 20-254
医学部附属病院
薬剤部

大西永里子
Therapeutic Drug Monitoring (TDM) を用いた塩酸バンコマイシン
（VCM）の初期投与設計に関わる整形外科病棟担当薬剤師の役割

2021年2月24日

25 20-064-2
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)

2021年2月24日

28 19-279-2
医学部附属溝口病院
精神神経科

張 賢徳 精神科初診患者の自己診断名の正確性に関する検討 2021年2月26日

27 20-255
医療技術学部
看護学科

前田直宏 吸入デバイスにおける微生物が示す在宅患者の特徴 2021年2月24日

30 20-257
医学部
外科学講座

神野浩光 トリプルネガティブ乳癌患者に対するアテゾリズマブの前向き観察研究 2021年2月26日

29 20-256
医学部
泌尿器科学講座

中川 徹
前立腺全摘除術の骨盤リンパ節郭清にてリンパ節転移陽性と診断さ
れた症例に対する治療と予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究

2021年2月26日

31 20-258
大学院
公衆衛生学研究科

金森 悟
健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりに関する大規
模疫学研究

2021年2月26日
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