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２２－２６ 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究２ (JR-NET ２） 脳神経外科 吉村　紳一 22.5.12 第152回 平成22年10月

２２－４７ アジスロマイシン製剤による下痢発現のリスク因子に関する検討 薬剤部 松浦　克彦 22.6.2 第153回 平成24年5月

２２－５２ 結石性腎盂腎炎（尿路結石による尿路閉塞に伴う急性腎盂腎炎）に対するアンケート調査 泌尿器科 安田　満 22.7.7 第154回 平成22年12月

２２－５８ 肺癌根治手術時に実施した胸腔内洗浄細胞診陽性例の疫学調査 高度先進外科 岩田　尚 22.7.7 第154回 平成22年8月

２２－６４ 疫学調査「血液疾患登録」 血液病態学 鶴見　寿 22.6.28 迅速審査 平成24年3月

２２－８３ UF-1000iによる尿中白血球数および尿中細菌数を用いた男子尿道炎診断の有用性についての検討 泌尿器科学 安田　満 22.8.4 第155回 平成23年7月

２２－９３ ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）の全国疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 22.9.1 第156回 平成25年8月

２２－１０９ 岐阜大学病院神経内科入院中の内服薬見直しによる剤数変化に関する研究 神経内科・老年学 林　祐一 22.10.6 第157回 平成25年9月

２２－１２８ オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロスペクティブ研究(J-RIGID study) 薬剤部 石原　正志 22.10.6 第157回 平成23年12月

２２－１３１ 産後弛緩出血に対する子宮動脈塞栓術における治療効果の検討 放射線科 五島　聡 22.11.10 第158回 平成23年10月

２２－１３９ 緑内障の長期予後に関する研究 眼科学分野 山本　哲也 22.11.10 第158回 平成27年10月

２２－１５２ インターロイキン1受容体関連キナーゼ4（IRAK4）欠損症の全国症例調査に関する研究 小児科 大西　秀典 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－１５５ リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策の立案に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 22.10.12 迅速審査 平成23年3月

２２－１５６ 外来がん化学療法施行患者における薬剤適正使用の推進による副作用発現率調査に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 飯原　大稔 22.10.12 迅速審査 平成24年9月

２２－１６９ ファール病（特発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）の全国疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 22.11.2 迅速審査 平成25年8月

２２－１７０ 間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪に関連する因子の探索　多施設共同後向きコホート研究 高度先進外科学 岩田　尚 22.12.1 第159回 平成23年12月

２２－１７４ メトホルミンによる下痢発現のリスク因子に関する検討 薬剤部 岡安　伸二 22.12.1 第159回 平成24年11月

２２－１９８ 自然免疫不全症の全国症例調査に関する研究 小児科 大西　秀典 22.11.10 第158回 平成25年10月

２２－２０６ 婦人科悪性腫瘍脳転移に対する治療法・予後について 産科婦人科 小倉　寛則 23.1.5 第160回 平成23年12月

２２－２０９ 全身麻酔の抜管時の吸入酸素濃度が術後の呼吸機能に及ぼす影響 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 23.1.5 第160回 平成23年12月

２２－２２２ 超急性期脳梗塞に対する血管内救済療法の効果に関する全国後ろ向き登録研究 脳神経外科学 吉村　紳一 23.2.2 第161回 平成23年6月

２２－２３１ 頭部CTによる脳内石灰化に関する研究 神経内科・老年科 山田　恵 23.2.2 第161回 平成26年1月

２２－２３５ 頚動脈狭窄症における治療選択基準としてのプラーク診断の有用性に関する臨床研究 脳神経外科 吉村　紳一 23.3.2 第162回 平成24年2月

２２－２４５ 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　－複雑性尿路感染症　2011－ 泌尿器科学 安田　満 23.3.2 第162回 平成23年9月

２３－１６ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 23.5.11 第164回 平成23年12月
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２３－１８
保存された診療データの二次利用適用レベルに準じた、医療提供プロセスおよびアウトカムの病院横断比較、年次縦断比較に関する多施
設共同研究

医療情報部 白鳥　義宗 23.4.6 第163回 平成24年3月

２３－３８ メトロニダゾール（フラジール®）内服錠使用実態調査 生体支援センター 村上　啓雄 23.6.1 第165回 平成23年7月

２３－６７ 院内発症の菌血症の疫学に関わる多施設共同研究 生体支援センター 村上　啓雄 23.7.6 第166回 平成24年5月

２３－７７ リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策の立案に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 23.6.29 迅速審査 平成24年3月

２３－８０ Stevens-Johnson症候群（SJS）および中毒性表皮壊死融解症（TEN）の眼合併症に関する疫学調査（2008年－2010年） 眼科 望月　清文 23.8.3 第167回 平成28年7月

２３－８１
感染性膵壊死に対する直接内視鏡挿入下壊死巣除去術の日本における治療成績調査
Endoscopic necrosectomy for infected walled-off pancreatic necrosis : Japanese multicenter experience

第一内科 安田　一朗 23.8.3 第167回 平成24年12月

２３－８４
「感染対策の高精度化に関する新技術の応用、実証のための研究」の一環としての薬剤耐性菌の分子疫学的分析による院内感染の実態調
査に関する研究

生体支援センター 村上　啓雄 23.8.3 第167回 平成24年3月

２３－１５４
院外心肺停止患者における近赤外線による無侵襲脳局所酸素飽和度（rSO2；Regional Cerebral Oxygen Saturation）測定の有用性に関す
る研究(多施設共同研究)

高次救命治療センター 山田　法顕 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１５６ 前立腺癌患者における背景因子、初期治療に関する実態調査研究(初回治療調査) 泌尿器科 仲野　正博 23.10.12 第169回 平成24年9月

２３－１６１ 限局性前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法抗菌剤予防投与についての後ろ向き検討 泌尿器科 仲野　正博 23.10.12 第169回 平成28年9月

２３－１７５ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 23.9.21 迅速審査 平成24年7月

２３－２００ 全身麻酔予定手術患者における術前喫煙状況に関する調査研究 麻酔疼痛制御学 飯田　宏樹 23.12.7 第171回 平成24年12月

２３－２２９ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 24.1.4 第172回 平成24年6月

２３－２６１ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 24.2.1 第173回 平成25年2月

２３－２８０ オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロスペクティブ研究(J-RIGID study) 薬剤部 石原　正志 24.2.6 迅速審査 平成25年12月

２３－２８４ 頚動脈狭窄症における治療選択基準としてのプラーク診断の有用性に関する臨床研究 脳神経外科 吉村　紳一 24.3.5 迅速審査 平成25年1月

２３－３０９ リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策の立案に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 24.4.2 迅速審査 平成25年3月

２３－３１１
「感染対策の高精度化に関する新技術の応用、実証のための研究」の一環としての薬剤耐性菌の分子疫学的分析による院内感染の実態調
査に関する研究

生体支援センター 村上　啓雄 24.4.2 迅速審査 平成27年3月

２３－３１２ 前立腺癌内分泌療法に関する実態調査 泌尿器科学 仲野　正博 24.4.2 迅速審査 平成28年3月

２４－１ 子宮頸癌骨転移に対する治療法・予後についての後方視的研究 産科婦人科 牧野　弘 24.4.4 第175回 平成24年12月

２４－４ 間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性憎悪に関連する周術期水分バランスを中心とした因子の検討（後向きコホート研究） 高度先進外科学 水野　吉雅 24.4.4 第175回 平成24年12月

２４－６ 呼吸器外科手術における自動縫合器安全性に関する実態調査 高度先進外科学 岩田　尚 24.4.4 第175回 平成24年5月

２４－１６ 小児の特発性血小板減少性紫斑病（ＩＴＰ）に関する疫学調査研究 小児科 舩戸　道徳 24.4.4 第175回 平成29年3月

２４－２０ CKD新重症度分類（KDIGO2009）における尿円柱の臨床的有用性についてのレトロスペクティブ研究 検査部 足立　真理子 24.5.2 第176回 平成29年4月
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２４－２５ 超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ術の安全性と有用性を検討する多施設共同観察研究 地域腫瘍学 安田　一朗 24.5.2 第176回 平成26年4月

２４－２６
切除予定肺癌症例における超音波内視鏡（EUS）観察およびEUSガイド下針生検（EUS-FNA）による両側副腎評価の臨床的有効性に関す
る検討

地域腫瘍学 安田　一朗 24.5.2 第176回 平成25年4月

２４－４１ 抗腫瘍薬全身投与による角結膜障害調査 眼科 望月　清文 24.6.6 第177回 平成29年5月

２４－５６ 「兵庫県受動喫煙防止条例」施行前後の急性冠症候群発生推移の検討　同一期間の岐阜県急性冠症候群の発生推移との比較 第2内科 湊口　信也 24.6.6 第177回 平成28年4月

２４－５９ 頸動脈狭窄症における冠動脈疾患スクリーニング検査の有用性に関する疫学研究 脳神経外科 榎本　由貴子 24.6.6 第177回 平成25年5月

２４－６０ 急性期脳主幹動脈閉塞症の発症機序に関する疫学研究 脳神経外科 榎本　由貴子 24.6.6 第177回 平成25年5月

２４－８２ 視神経脊髄炎の全国疫学調査 眼科 望月　清文 24.7.4 第178回 平成29年6月

２４－１０９ 急性期病院における医療機器関連圧迫創の実態 生体支援センター 村上　啓雄 24.7.4 第178回 平成25年9月

２４－１１０ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 24.6.27 迅速審査 平成25年3月

２４－１２５ 不明熱の原因疾患・診断方法に関する多施設共同レトロスペクティブ研究（FUO study） 総合内科 森田　浩之 24.8.1 第179回 平成24年12月

２４－１３２ 奥穂高登山者の登山前後の精神面の影響―POMSを用いて― 看護学科 大平　幸子 24.8.1 第179回 平成26年3月

２４－１４２ 大学病院での手術看護における医療安全管理に関する実態調査 生体支援センター 鈴木　智之 24.8.1 第179回 平成25年3月

２４－１４３ MRSA保菌者が利用していた病室の利用による感染リスクの評価 生体支援センター 鈴木　智之 24.8.1 第179回 平成25年3月

２４－１４５ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 24.7.30 迅速審査 平成25年7月

２４－１６３ リンパ管腫症の全国症例数把握及び診断・治療法の開発に関する研究 小児科 小関　道夫 24.9.5 第180回 平成29年8月

２４－１６６ 化学療法（抗がん剤）による末梢神経障害に対するduloxetine, pregabalinの治療効果 麻酔・疼痛制御学 竹中　元康 24.11.7 第182回 平成25年3月

２４－１６７ 卵巣明細胞腺癌（Ⅲ，Ⅳ期）における癌幹細胞の発現解析の後方視的研究 産科婦人科学 水野　智子 24.9.5 第180回 平成27年7月

２４－１６８ MRSA新規保菌者数と対策方法の関連性 生体支援センター 鈴木　智之 24.9.5 第180回 平成25年3月

２４－１６９ ドクターヘリの効果検証に係る研究　－後ろ向き疫学研究－ 救急災害医学分野 長屋　聡一郎 24.9.5 第180回 平成27年3月

２４－１８５ 日本の医療機関における針刺し切創事例の収集と予防策の検討 生体支援センター 村上　啓雄 24.8.30 迅速審査 平成27年8月

２４－１９０
院外心肺停止患者の予後予測に対する、乳酸クリアランスおよび近赤外線による無侵襲脳局所酸素飽和度（rSO2）測定の有用性に関する
多施設観察研究

高次救命治療センター 山田　法顕 24.10.3 第181回 平成25年9月

２４－１９９ 肝硬変・肝癌患者の糖代謝異常合併に関する実態調査 第１内科 白木　亮 24.10.3 第181回 平成25年3月

２４－２０１ 岐阜県内の感染防止対策加算算定病院における院内感染対策の状況に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 24.10.3 第181回 平成27年3月

２４－２１４ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 24.10.2 迅速審査 平成25年7月

２４－２２９ 転移性肺癌切除患者における、片側手術と両側一期的手術の比較（後向きコホート研究） 高度先進外科学 水野　吉雅 24.11.7 第182回 平成27年3月

２４－２３６ 痛風治療薬Benzbromaroneのインフルエンザ感染抑制効果 連合創薬医療情報研究科 桑田　一夫 24.12.5 第183回 平成25年11月
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２４－２６０ 日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業への参加 産科婦人科 豊木　廣 24.12.5 第183回 平成29年11月

２４－２６３ スノーボード外傷のリスクを低減させるプロテクターに関する疫学研究 整形外科 石丸　大地 24.12.5 第183回 平成26年6月

２４－２７０ 再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助科学療法に関する調査研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 24.12.5 第183回 平成24年12月

２４－２８３ メトホルミンによる下痢発現のリスク因子に関する検討 薬剤部 岡安　伸二 24.11.28 迅速審査 平成27年11月

２４－２８５ 子宮頸癌骨転移に対する治療法・予後についての後方視的研究 産科婦人科 牧野　弘 24.12.5 迅速審査 平成25年6月

２４－２８７ 当院通院中のインスリン抗体陽性患者の臨床像について 生体支援センター 飯塚　勝美 25.1.9 第184回 平成27年3月

２４－２９２ 岐阜大学医学部附属病院におけるカンジダ血症に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 25.1.9 第184回 平成26年3月

２４－３０３ 同種造血幹細胞移植後の類洞閉塞症候群の発症割合、リスク因子ならびに治療法に関する研究 小児科 舩戸　道徳 25.1.9 第184回 平成26年4月

２４－３０９ CT, MR, FDG-PET/CT画像を用いた臓器・腫瘤の機能診断および質的診断 放射線科 五島　聡 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３１８ 婦人科癌生存患者におけるメタボリックシンドロームに関する調査研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 25.1.9 第184回 平成25年12月

２４－３３３ テイコプラニン初期負荷投与設計の効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 24.12.18 迅速審査 平成25年12月

２４－３４１ 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究３ (JR-NET ３） 脳神経外科学 吉村　紳一 25.3.6 第186回 平成26年3月

２４－３５４ 冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索　多施設共同後ろ向きコホート研究 高度先進外科学 岩田　尚 25.2.6 第185回 平成25年12月

２４－３５５ ウイルス性肝疾患に係る各種対策の医療経済評価に関する研究 肝疾患診療支援センター 内木　隆文 25.2.6 第185回 平成25年3月

２４－３８０ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 25.3.6 第186回 平成28年3月

２４－３８６ 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事業および登録情報に基づく研究 産科婦人科 伊藤　直樹 25.3.6 第186回 平成30年2月

２４－３９５ 当院通院中のインスリン抗体陽性患者の臨床像について 生体支援センター 飯塚　勝美 25.2.7 迅速審査 平成27年3月

２４－４０５ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 25.2.28 迅速審査 平成26年2月

２４－４１３ 冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索　多施設共同後ろ向きコホート研究 高度先進外科学 岩田　尚 25.3.26 迅速審査 平成25年12月

２４－４１７ リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策の立案に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 25.4.2 迅速審査 平成26年3月

２４－４２０ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 25.4.2 迅速審査 平成26年3月

２４－４３１ MRSA保菌者が利用していた病室の利用による感染リスクの評価 生体支援センター 鈴木　智之 25.4.23 迅速審査 平成26年3月

２４－４３２ MRSA新規保菌者数と対策方法の関連性 生体支援センター 鈴木　智之 25.4.23 迅速審査 平成26年3月

２５－１ 既存データを用いた皮膚病変の超音波エラストグラフィ所見に関する研究 検査部 冨岡　千草 25.4.3 第187回 平成26年2月

２５－４ 既存データを用いた石灰化上皮腫の超音波所見に関する研究 検査部 関根　綾子 25.4.3 第187回 平成25年12月

２５－６ 子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2期における縮小手術の可能性を検討するための観察研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 25.4.3 第187回 平成26年6月
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２５－７ 子宮癌肉腫症例に関する調査研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 25.4.3 第187回 平成25年6月

２５－８ 精神神経科の医療保護入院における入院時GAF尺度（機能の全体的評価）と病名から見る在院日数について 医事課 藤谷　香澄 25.4.3 第187回 平成27年3月

２５－１０ 高周波熱凝固術の治療評価（後ろ向き観察研究） 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 25.4.3 第187回 平成28年3月

２５－３３ 肺癌術後想定外経過症例の実態調査　－多施設共同後向きコホート研究－ 第1外科 白橋　幸洋 25.5.1 第188回 平成25年5月

２５－４４ 精神神経科の医療保護入院における入院時GAF尺度（機能の全体的評価）と病名から見る在院日数について 医事課 藤谷　香澄 25.4.30 迅速審査 平成27年3月

２５－７７ MRSA保菌者が利用していた病室の利用による感染リスクの評価 生体支援センター 村上　啓雄 25.5.27 迅速審査 平成26年3月

２５－７８ MRSA新規保菌者数と対策方法の関連性 生体支援センター 村上　啓雄 25.5.27 迅速審査 平成26年3月

２５－８１ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.7.3 第190回 平成30年3月

２５－１０５ 乳腺疾患におけるFDG-PET画像の臨床的意義に関する研究 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.7.3 第190回 平成30年7月

２５－１２１ 日本インターベンショナルラジオロジー学会（IVR学会）における，症例登録データベース事業 放射線科 兼松　雅之 25.7.16 迅速審査 平成30年6月

２５－１２５ ガドキセト酸ナトリウム肝造影ダイナミックMRI　～動脈相画像におけるtruncation artifact出現と検査条件との相関性に関する後ろ向き研究～ 放射線科 五島　聡 25.8.7 第191回 平成26年12月

２５－１３０ 禁煙治療パスと禁煙開始行動実施のためのツールを使用して看護介入した結果得られた禁煙指導の効果 看護部 内藤　和代 25.8.7 第191回 平成26年1月

２５－１３１ 急性網膜壊死の診断基準に関する後ろ向き全国調査研究（厚生労働省難治性疾患等克服研究事業） 眼科 望月　清文 25.8.7 第191回 平成28年2月

２５－１３７ POT法を用いた分子疫学的解析法によるMRSAの院内伝播に関する研究 検査部 太田　浩敏 25.8.7 第191回 平成30年7月

２５－１３８ スノーボードによる脊椎脊髄損傷患者の疫学的・臨床的調査および検証 整形外科 増田　剛宏 25.8.7 第191回 平成30年12月

２５－１４３ ステージⅢ胃癌に対する術前診断の妥当性についての研究 第２外科 奥村　直樹 25.8.7 第191回 平成26年10月

２５－１５２ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 25.7.31 迅速審査 平成26年7月

２５－１６１ ステロイド糖尿病での血糖降下療法の必要性予測 総合病態内科学 森田　浩之 25.9.4 第192回 平成26年8月

２５－１６２ 既存データを用いた肩腱板断裂の超音波所見に関する研究 スポーツ医科学 渡邉　恒夫 25.9.4 第192回 平成26年1月

２５－１７６ 当科における腹腔鏡下内肛門括約筋切除術（LAP-ISR）の検討（Retrospective Study） がん先端医療開発学 松橋　延壽 25.9.4 第192回 平成28年12月

２５－１８５ シスプラチン投与時の腎機能障害の発現に及ぼす要因解析の解析とその予防対策の検討 薬剤部 鈴木　昭夫 25.9.4 第192回 平成30年8月

２５－１９６ 重症外傷患者における開胸心マッサージの有効性の検討 救急災害医学 鈴木　浩大 25.10.2 第193回 平成30年9月

２５－１９７ 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査 皮膚病態学 加納　宏行 25.10.2 第193回 平成28年3月

２５－２００ Clostridium difficile 感染症（CDI）の病院サーベイランスに関する研究（国公立大学附属病院感染対策協議会共同研究） 生体支援センター 村上　啓雄 25.10.2 第193回 平成27年3月

２５－２０２ 病棟薬剤業務における薬剤適正使用の推進と有害事象対策の評価 薬剤部 鈴木　昭夫 25.10.2 第193回 平成30年10月

２５－２０５ インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究- 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.10.2 第193回 平成26年6月
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２５－２０９ 本邦における小児急性骨髄性白血病の再発に関する後方視的観察研究 小児科 小関　道夫 25.10.2 第193回 平成26年8月

２５－２２１ 耳鼻科における病棟薬剤業務の取り組みとその成果に関する研究 薬剤部 鈴木　昭夫 25.10.2 第193回 平成30年10月

２５－２３３ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 25.10.1 迅速審査 平成26年7月

２５－２３８ 看護師の両立支援制度利用プロセスにおけるキャリア支援　－職場復帰した看護師へのインタビュー調査から－ 看護部 五島　光子 25.10.22 迅速審査 平成26年1月

２５－２４０ 既存データを用いた末梢神経伝導速度検査を受けた2型糖尿病患者の合併症に関する研究 病態情報解析医学 伊藤　弘康 25.11.6 第194回 平成26年1月

２５－２４１ 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究（多施設共同研究） 高次救命治療センター 名知　祥 25.11.6 第194回 平成30年10月

２５－２５４ インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究- 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.10.29 迅速審査 平成29年6月

２５－２５９ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 25.10.31 迅速審査 平成28年3月

２５－２６７ 人工股関節置換術術後成績の調査および検証 整形外科 瀧上　伊織 25.12.4 第195回 平成30年12月

２５－２８８ 救急医療と道路整備による時間短縮との関係の分析 救急災害医学 小倉　真治 25.12.4 第195回 平成28年11月

２５－２９２ 成人心房中隔欠損症における右開胸と胸骨正中切開による手術後成績の比較（後向きコホート研究） 高度先進外科学 石田　成吏洋 26.1.8 第196回 平成27年3月

２５－２９４ StageⅠ肺癌脈管侵襲陰性例における術後補助療法の疫学調査 第１外科 白橋　幸洋 26.1.8 第196回 平成26年3月

２５－３０２ 急性胆道炎のベストプラクティス探究に関する日本台湾国際共同研究：急性胆管炎 地域腫瘍学 安田　一朗 26.1.8 第196回 平成28年12月

２５－３０３ 急性胆道炎のベストプラクティス探究に関する日本台湾国際共同研究：急性胆嚢炎 地域腫瘍学 安田　一朗 26.1.8 第196回 平成28年12月

２５－３０７ インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討-前向き観察研究- 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 25.12.16 迅速審査 平成29年6月

２５－３０９ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 25.12.6 迅速審査 平成30年3月

２５－３１２ 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての多施設観察研究 高次救命治療センター 白井　邦博 26.1.8 第196回 平成26年12月

２５－３１６ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－３１７ 岐阜県におけるアンチバイオグラムに関する調査研究 泌尿器科 安田　満 26.1.8 第196回 平成30年12月

２５－３２２ 緑内障の長期予後に関する研究 眼科学分野 山本　哲也 25.12.25 迅速審査 平成27年10月

２５－３３３ テイコプラニン初期負荷投与設計の効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 26.1.6 迅速審査 平成26年12月

２５－３３６ 既存データを用いた石灰化上皮腫の超音波所見に関する研究 検査部 多田　早織 26.1.6 迅速審査 平成26年12月

２５－３４８ 深部静脈血栓症予防用弾性ストッキングの圧迫による皮膚障害の形態的特徴と発生要因の検討 生体支援センター 村上　啓雄 26.2.5 第197回 平成27年1月

２５－３４９ StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する2施設共同後ろ向き研究 第２外科 奥村　直樹 26.2.5 第197回 平成26年7月

２５－３５２ 低体温症患者の医学情報等に関する疫学研究 救急災害医学 小倉　真治 26.2.5 第197回 平成26年8月

２５－３５５ 婦人科癌生存患者におけるメタボリックシンドロームに関する調査研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 26.5.8 迅速審査 平成30年12月
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２５－３７７ 日本集中治療医学会主催のICU入室患者登録システム事業への参画 高次救命治療センター 中野　通代 26.3.5 第198回 平成30年12月

２５－３８６ 禁煙治療パスと禁煙開始行動実施のためのツールを使用して看護介入した結果得られた禁煙指導の効果 看護部 内藤　和代 26.2.20 迅速審査 平成26年3月

２５－３９８ 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究３ (JR-NET ３） 脳神経外科学 榎本　由貴子 26.3.13 迅速審査 平成27年2月

２５－４００ 重症急性膵炎に対する局所膵動注療法についての多施設観察研究 救急災害医学 白井　邦博 26.3.14 迅速審査 平成26年12月

２５－４０３ オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロスペクティブ研究(J-RIGID study) 薬剤部 石原　正志 26.4.4 迅速審査 平成27年10月

２５－４０６ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 26.3.27 迅速審査 平成27年2月

２５－４０８ 既存データを用いた皮膚病変の超音波エラストグラフィ所見に関する研究 検査部 冨岡　千草 26.3.27 迅速審査 平成27年3月

２５－４１４ リネゾリド注射薬を投与された患者での血小板減少発現に関するリスク解析と予防策の立案に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 26.3.28 迅速審査 平成27年3月

２６－３ メロペネムの高用量投与の有用性および安全性に関する多施設共同レトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 26.4.2 第199回 平成28年3月

２６－６ 手術中のクロール濃度の変化と高クロール血症が術後に及ぼす影響の検討 麻酔・疼痛治療科 鬼頭　和裕 26.4.2 第199回 平成27年3月

２６－１８ レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究 第２内科 湊口　信也 26.4.2 第199回 平成28年3月

２６－１９ StageⅠ肺癌脈管侵襲陰性例における術後補助療法の疫学調査 第１外科 白橋　幸洋 26.4.4 迅速審査 平成26年5月

２６－３０ 敗血症性DIC（播種性血管内凝固症候群）に対する治癒効果に関する多施設共同後ろ向き観察研究 高次救命治療センター 名知　祥 26.5.7 第200回 平成29年4月

２６－３１ 職域でのピロリ菌抗体・ペプシノゲン健診（ＡＢＣ健診）の実態調査 産業衛生学分野 田中　完 26.5.7 第200回 平成31年4月

２６－４０ 岐阜大学医学部附属病院におけるカンジダ血症に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 26.4.11 迅速審査 平成29年3月

２６－４３ VCM初期投与早見表使用による業務の改善効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 林　寛子 26.4.11 迅速審査 平成27年3月

２６－５４ シスプラチン投与時の腎機能障害の発現に及ぼす要因解析の解析とその予防対策の検討 薬剤部 鈴木　昭夫 26.5.8 迅速審査 平成30年8月

２６－５７
胸部放射線と化学療法の併用療法が施行される肺癌患者の食道炎に対するアルギン酸ナトリウム液・ポラプレジンク懸濁液と水酸化アルミニ
ウムゲル・水酸化マグネシウム配合液併用の予防効果の評価に関する研究

薬剤部 飯原　大稔 26.6.4 第201回 平成29年6月

２６－５９ 当科における大腸癌肝転移に対する術前化学療法による肝切除術式変化の検討（Retrospective Study） 第２外科 佐々木　義之 26.6.4 第201回 平成29年12月

２６－７０ 前立腺MRI画像において前立腺炎所見を有する患者の、前立腺生検組織における炎症所見の有無についての検討 泌尿器科 亀山　紘司 26.6.4 第201回 平成28年2月

２６－７２ 食道癌に対する術前治療効果予測バイオマーカーに関する多施設共同観察研究 第２外科 田中　善宏 26.6.4 第201回 平成27年3月

２６－７６ オピオイド鎮痛薬による消化管症状の予防対策の有用性に関する多施設共同レトロスペクティブ研究(J-RIGID study) 薬剤部 石原　正志 26.5.15 迅速審査 平成27年10月

２６－９１ 「小児の救急・集中治療体制に関する研究」への参画 高次救命治療センター 長屋　聡一郎 26.7.9 第202回 平成33年12月

２６－９２ ケトン体代謝異常症，HSD10病の発症形態と患者数の把握のための疫学研究 小児病態学 深尾　敏幸 26.7.9 第202回 平成28年3月

２６－１１３ スノーボード外傷のリスクを低減させるプロテクターに関する疫学研究 整形外科 石丸　大地 26.6.17 迅速審査 平成28年6月

２６－１２４ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 26.6.30 迅速審査 平成30年12月



医学研究等倫理審査委員会　公示一覧

研究期限会議承認日申 請 者 名受付番号 研　究　計　画　名 分 野 等 名

２６－１２９ POT法を用いた分子疫学的解析法によるMRSAの院内伝播に関する研究 検査部 太田　浩敏 26.7.3 迅速審査 平成30年7月

２６－１３０ 2型糖尿病患者における退院後血糖コントロール不良に関与する要因解析と薬剤師の指導効果に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 西田　承平 26.8.6 第203回 平成31年7月

２６－１３１ スニチニブ投与患者での副作用発現に関するリスク解析と至適投与量の設定 薬剤部 大野　雄太 26.8.6 第203回 平成31年7月

２６－１４０ 口腔扁平苔癬治療におけるセファランチン投与例に対する臨床効果および有害事象の多施設・後方視的共同研究 口腔病態学 柴田　敏之 26.8.6 第203回 平成27年3月

２６－１４１ 熱中症に関する委員会による熱中症の実態調査(Heatstroke STUDY 2014) 救急災害医学 小倉　真治 26.8.6 第203回 平成27年8月

２６－１４２ 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査(2014) 救急災害医学 小倉　真治 26.8.6 第203回 平成27年8月

２６－１４５ 麻酔方法が周術期血糖値に与える影響の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.8.6 第203回 平成29年7月

２６－１４７ 特発性脳内石灰化症に関する疫学調査 神経内科・老年学 保住　功 26.8.6 第203回 平成31年7月

２６－１４８ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 26.7.18 迅速審査 平成27年8月

２６－１５３ 外来がん化学療法施行患者における薬剤適正使用の推進による副作用発現率調査に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 飯原　大稔 26.7.30 迅速審査 平成31年6月

２６－１６４ アジアコホート連合(Asia Cohort Consortium)：アジアにおける大規模コホート研究の基盤構築と統合解析 疫学・予防医学 永田　知里 26.9.3 第204回 平成31年8月

２６－１７５ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 26.8.8 迅速審査 平成28年3月

２６－１７９ 子宮頸部扁平上皮癌Ⅰa2期における縮小手術の可能性を検討するための観察研究（多施設共同研究） 産科婦人科学 川島　英理子 26.8.21 迅速審査 平成26年12月

２６－１８７ 脊髄くも膜下麻酔後の砕石位が末梢血管抵抗に及ぼす影響 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 26.10.1 第205回 平成27年9月

２６－１８８
SAMIT試験「漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial Designによるランダム化比較試験：フッ化ピリミジン単独と
Paclitaxel→フッ化ピリミジン逐次併用の比較およびUFTとTS-1の比較」バイオマーカー付随研究

腫瘍外科 奥村　直樹 26.10.1 第205回 平成28年9月

２６－１９３ 特発性大腿骨頭壊死症の自然経過に関する調査 整形外科 瀧上　伊織 26.10.1 第205回 平成27年3月

２６－２０３ 脳神経血管内治療の可視化に関する研究 脳神経外科 山内　圭太 26.10.1 第205回 平成28年3月

２６－２０５ ビーチチェア体位手術時の脳局所酸素飽和度低下が体血圧を上昇させることで改善するかどうかの検討 麻酔科疼痛治療科 林　慶州 26.10.1 第205回 平成27年9月

２６－２０７ 子宮体部漿液性腺癌と明細胞腺癌に関する後方視的研究 産科婦人科学 牧野　弘 26.10.1 第205回 平成26年12月

２６－２３２ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.11.5 第206回 平成29年10月

２６－２３３ 全身麻酔中の観血的動脈圧波刑描出不良に影響を与える因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 26.11.5 第206回 平成29年10月

２６－２４１ レトロスペクティブ的手法を用いた肝線維化マーカーの性能評価 検査部 石田　秀和 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２４２ 転移性肝癌存在診断におけるガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI追加施行の有用性に関する後ろ向き研究 放射線科 五島　聡 26.11.5 第206回 平成28年6月

２６－２４３ 「テアの実態調査」 生体支援センター 石川　りえ 26.11.5 第206回 平成26年11月

２６－２４５ 術前化学療法を施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫における組織学的効果判定に関する研究 整形外科 大野　貴敏 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２４７ 多施設共同研究による、日本人における悪性軟部腫瘍に対するパゾパニブの治療効果の検討 整形外科 大野　貴敏 26.11.5 第206回 平成28年12月
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２６－２５７ がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査 腫瘍外科 吉田　和弘 26.11.5 第206回 平成28年3月

２６－２６２ 骨軟部腫瘍術後成績の調査および検証 整形外科 永野　昭仁 26.12.3 第207回 平成30年12月

２６－２６４ 次世代型電子カルテシステムによる高齢者多剤処方の是正効果に関する研究 神経内科・老年内科 林　祐一 26.12.3 第207回 平成31年3月

２６－２６９ 本邦における外陰癌の実態及び治療に関する調査研究(JGOG1075S) 産科婦人科学 川島　英理子 26.12.3 第207回 平成27年3月

２６－２７０ 再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及ぼす影響の後方視的検討(JGOG1076S) 産科婦人科学 川島　英理子 26.12.3 第207回 平成26年12月

２６－２７１ 褥瘡予防における体圧測定の根拠について 生体支援センター 石川　りえ 26.12.3 第207回 平成27年8月

２６－２７５ 筋層浸潤性膀胱癌に対する膀胱全摘除術　術前補助化学療法の有用性及び安全性に関する研究 泌尿器科 髙木　公暁 26.12.3 第207回 平成27年3月

２６－２８０ 高周波熱凝固術の治療評価（後ろ向き観察研究） 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 26.12.9 迅速審査 平成28年3月

２６－２８６ Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明 口腔病態学 武内　勝章 27.1.7 第208回 平成31年3月

２６－２８７ 骨外性骨肉腫の治療成績に関する国際共同研究 整形外科 永野　昭仁 27.1.7 第208回 平成30年12月

２６－２９２ 19ゲージ針を用いた超音波内視鏡下吸引針生検によるGastrointestinal stromal tumorの再発リスク分類術前評価に関する後方視的検討 第１内科 岩下　拓司 27.1.7 第208回 平成27年3月

２６－２９５ 臨床分離株の感受性測定研究 検査部 太田　浩敏 27.1.7 第208回 平成31年12月

２６－２９８ 尿定性機器および定量A/C比と腎疾患関連項目およびeGFRとの相関 検査部 大橋　葉津希 27.1.7 第208回 平成28年3月

２６－３００ 重症急性膵炎における凝固線溶系の変動が合併症と予後に及ぼす影響 高次救命治療センター 中野　志保 27.1.7 第208回 平成28年1月

２６－３０１
重症敗血症性DIC(disseminated intravascular coagulation)に対するリコンビナントトロンボモデュリン(rTM)製剤とアンチトロンビン(AT)製剤併
用投与の効果

高次救命治療センター 中野　志保 27.1.7 第208回 平成28年1月

２６－３２０ National Clinical Database（日本臨床データベース機構、NCD)における症例登録事業 病院長 小倉　真治 27.1.7 第208回 期限なし

２６－３２７ 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義 第２外科 高橋　孝夫 27.2.4 第209回 平成27年12月

２６－３３０ 大学生の基礎学力の実態と経年変化に関わる要因の検討 保健管理センター 堀田　亮 27.2.4 第209回 平成32年1月

２６－３３４ 十二指腸閉塞を合併した中下部悪性胆管閉塞に対する内視鏡的胆道ドレナージの安全性と有用性を検討する多施設共同後ろ向き研究 第１内科 岩下　拓司 27.2.4 第209回 平成27年3月

２６－３４１ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 27.1.9 迅速審査 平成30年12月

２６－３４９ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、透明性の確保を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 27.1.29 迅速審査 平成28年3月

２６－３５０ JOABPEQを用いた代償性矢状面アライメント維持例におけるQOLの検討 地域医療運動器医学 下川　哲哉 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３５１ 4-level ACDF(Anterior Cervical Decompression and Fusion)の治療成績の検討 地域医療運動器医学 下川　哲哉 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３５２ 脊柱矢状面アライメント不良における歩行動作解析 地域医療運動器医学 下川　哲哉 27.3.4 第210回 平成32年2月

２６－３５３
中リスク群および高リスク群の子宮体がんに対する、術後補助療法の様式が予後に与える影響に関する多施設後方視的研究(KCOG-
G1401)

産科婦人科学 牧野　弘 27.3.4 第210回 平成27年8月
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２６－３５８ 汗孔角化症における発症メカニズムについての免疫組織学的検討 皮膚病態学 松山　かなこ 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３６０ 集中治療室における呼吸状態改善目的の鍼治療の利用状況と効果に関する後ろ向き検討 高次救命治療センター 牛越　博昭 27.3.4 第210回 平成28年2月

２６－３６２ 圧迫性頸髄症に対する前方除圧固定術の手術合併症の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６３ 圧迫性頸髄症に対する前方除圧固定術における術中エコー診断の効用の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６４ 圧迫性頸髄症に対する後方除圧術，前方除圧固定術の治療成績の比較検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６５ 感染性脊椎炎に対する後方固定・前方かくせい固定という２期的手術治療の成績の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６６ 胸椎後縦靭帯骨化症に対する各種術式の治療成績の比較検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３６７ 脊柱側弯症に対する前方矯正固定術の治療成績の検討 地域医療運動器医学 宮本　敬 27.3.4 第210回 平成29年2月

２６－３９１ 岐阜大学医学部附属病院における呼吸器材料から検出されたMRSAの臨床的検討 生体支援センター 魲　稔隆 27.2.19 迅速審査 平成28年2月

２６－３９９ 当科における80歳以上高齢者における胃癌術後補助化学療法の検討 第２外科 山口　和也 27.3.4 第210回 平成29年12月

２６－４１９ 岐阜県内の感染防止対策加算算定病院における院内感染対策の状況に関する研究 生体支援センター 村上　啓雄 27.3.11 迅速審査 平成30年3月

２６－４３１ 病棟薬剤業務における薬剤適正使用の推進と有害事象対策の評価 薬剤部 鈴木　昭夫 27.3.27 迅速審査 平成30年10月

２６－４４７ 日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業（略称：「ドクターヘリ・レジストリー」） 高次救命治療センター 豊田　泉 27.3.31 迅速審査 平成30年3月

２７－２ 20mm以下の直腸Neuroendocrine tumorに対する新たな治療方針の位置付け(Retrospective Study) がん先端医療開発学 松橋　延壽 27.4.1 第211回 平成27年4月

２７－５ 化学療法前後に膀胱癌患者の腫瘍組織で発現変化を示すタンパクの免疫組織学的検討 泌尿器科 亀山　紘司 27.4.1 第211回 平成30年3月

２７－１４ 疼痛患者の夜間睡眠に与えるミルタザピンの影響の検討（後ろ向き研究） 麻酔科疼痛治療科 山口　忍 27.5.1 第212回 平成32年4月

２７－１６ 膵切除術の質管理-膵切研究会発-Bench Mark Study- 腫瘍外科 佐々木　義之 27.5.1 第212回 平成27年8月

２７－３３ 病棟薬剤業務における薬剤適正使用の推進と有害事象対策の評価 薬剤部 鈴木　昭夫 27.4.6 迅速審査 平成30年10月

２７－３８ 内因性眼内炎の起炎菌および薬剤感受性に関する多施設後ろ向き研究 眼科 望月　清文 27.5.1 第212回 平成32年3月

２７－４２ 化学療法前後に膀胱癌患者の腫瘍組織で発現変化を示すタンパクの免疫組織学的検討 泌尿器科 亀山　紘司 27.4.23 迅速審査 平成30年3月

２７－７９ 既存データを用いた肩腱板断裂の超音波所見に関する研究 検査部 渡邉　恒夫 27.4.27 迅速審査 平成28年3月

２７－８３ 手指消毒使用量と耐性菌検出率および手指衛生遵守率との関連についての分析 生体支援センター 土屋　麻由美 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－８９ 卵巣漿液性腺癌の病理組織細分類に基づく治療個別化の探索(JCOG3016A1) 産科婦人科学 牧野　弘 27.6.3 第213回 平成27年9月

２７－９０
我が国における再発上皮性卵巣がん・卵管がん・腹膜がんに対するsecondary debulking surgeryの現状と再々発時の治療法および予後に
関する調査研究

産科婦人科学 牧野　弘 27.6.3 第213回 平成27年12月

２７－９１ 胸部食道癌に対するfield-in-field法を用いた放射線治療に関する研究 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成30年3月
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２７－９２ 乳癌術後照射におけるfield-in-field法の最適化に関する研究 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成32年3月

２７－９３ 子宮頸癌に対する全骨盤照射後の不全骨骨折に関する解析 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成30年3月

２７－９４ 直腸癌術後の局所再発に対する放射線治療に関する研究 放射線科 田中　秀和 27.6.3 第213回 平成30年3月

２７－９５
頭蓋内動脈硬化症に対する経皮的血管形成術に関する前向き観察研究 Prospective Registry of Percutaneous Transluminal Angioplasty
for Intracranial Atheroslerotic Disease (AICAD)

脳神経外科 榎本　由貴子 27.6.3 第213回 平成29年11月

２７－９６
ウィングスパンステントシステム市販後調査に基づく頭蓋内動脈硬化症に対する経皮的血管形成術/ステント留置術に関する前向き観察研
究 Post-Market Surveillance of Percutaneous Transluminal Angioplasty and Wingspan Stenting for Intracranial Atheroslerotic Disease
(WICAD)

脳神経外科 榎本　由貴子 27.6.3 第213回 平成29年11月

２７－１００ 当院整形外科の手術成績の評価に関する後ろ向き臨床研究 関節再建外科先端医療講座 小川　寛恭 27.6.3 第213回 平成32年5月

２７－１０５ 総胆管結石治療に対するEST付加有りまたは無しのEPLBD施行術における治療成績の評価に関する後方視的検討 第１内科 岩下　拓司 27.6.3 第213回 平成27年6月

２７－１１３ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 27.5.8 迅速審査 平成30年12月

２７－１２４ 当院における麻酔に対する患者満足度の現状について 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 27.7.1 第214回 平成28年12月

２７－１２６ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 27.7.1 第214回 平成32年3月

２７－１２７ ホスフェニトインの長期使用における血中濃度推移の検討 薬剤部 大野　雄太 27.7.1 第214回 平成32年6月

２７－１２８ 腸管内・腸管外病原大腸菌属の病原因子の検索およびその検査法の確立 検査部 太田　浩敏 27.7.1 第214回 平成32年6月

２７－１３７ オピオイド鎮痛薬による便秘対策に使用される緩下剤に影響を与える要因に関する研究 薬剤部 石原　正志 27.7.1 第214回 平成32年12月

２７－１５５
過灌流症候群高リスク例に対する頚動脈ステント留置術に関する後ろ向き研究 Strategy of Optimal carotid revascularization for high-risk
Patients of Cerebral Hyperperfusion Syndrome (STOP CHS) Retrospective Study

脳神経外科 江頭　裕介 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１５６ 陰茎癌とヒトパピローマウイルス感染との関連性についての研究 病態情報解析医学 加藤　卓 27.8.5 第215回 平成32年6月

２７－１５９ 高度救命救急センターにおけるインシデント報告と気管切開事例の検討 救急災害医学 熊田　恵介 27.7.1 第214回 平成29年3月

２７－１６０ 当科における膵頭十二指腸切除術後の膵ろう危険因子の検討 腫瘍外科 佐々木　義之 27.8.5 第215回 平成30年12月

２７－１６１ CHOP療法における緩下剤予防投与の有用性に関する研究 薬剤部 大畑　紘一 27.8.5 第215回 平成32年12月

２７－１６２ 画像認識技術を利用した平均脳血流量推定の自動化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 27.8.5 第215回 平成32年3月

２７－１６３ ドパミントランスポーターイメージングにおける画像定量化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 27.8.5 第215回 平成32年3月

２７－１６９ PET/CT画像を用いた肺結節の自動解析手法の開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－１７１ 熱中症に関する委員会による熱中症の実態調査(Heatstroke STUDY 2014) 救急災害医学 小倉　真治 27.7.2 迅速審査 平成28年8月

２７－１７２ 膵癌進展に関する膵繊維化の影響 肝胆膵・がん集学的治療学 長田　真二 27.8.5 第215回 平成27年10月

２７－１７４
高次救命治療センターで治療を行った患者における深在性真菌症の診断のためのβ-Dグルカン測定および結果解析の最適化に関する研
究

救急災害医学 小倉　真治 27.8.5 第215回 平成27年10月
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２７－１７５ 集中治療室におけるせん妄・不穏改善目的の漢方治療の利用状況と効果に関する後ろ向き研究 高次救命治療センター 牛越　博昭 27.8.5 第215回 平成28年7月

２７－１７６ 岐阜県における病院前外傷救護後ろ向き実態調査 救急災害医学 吉田　隆浩 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１７７ 岐阜県における病院前外傷救護前向き実態調査 救急災害医学 吉田　隆浩 27.8.5 第215回 平成28年3月

２７－１７８ 当院高度救命救急センターにおけるVAP（人工呼吸器関連肺炎）発生率の推移とその対策 看護部 廣瀬　泰子 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－１８８ 大動脈内バルーン閉塞の有効性と安全性に対する観察研究 高次救命救急センター 吉田　隆浩 27.8.5 第215回 平成29年3月

２７－２０５
胸部放射線と化学療法の併用療法が施行される肺癌患者の食道炎に対するアルギン酸ナトリウム液・ポラプレジンク懸濁液と水酸化アルミニ
ウムゲル・水酸化マグネシウム配合液併用の予防効果の評価に関する研究

薬剤部 飯原　大稔 27.7.28 迅速審査 平成29年6月

２７－２０８ 不規則抗体陽性患者に対する赤血球製剤輸血に関するアンケート調査 輸血部 南谷　泰仁 27.9.2 第216回 平成30年3月

２７－２０９ 傍尿道腫瘍の発生母地の検討 泌尿器科 水谷　晃輔 27.9.2 第216回 平成28年12月

２７－２１０ 岐阜地区における「糖尿病連携手帳」使用に関する実態調査 第３内科 武田　純 27.9.2 第216回 平成28年8月

２７－２１５ 原発性肺癌における臨床病期別の外科治療の予後に関する検討（後向きコホート研究） 高度先進外科学 白橋　幸洋 27.9.2 第216回 平成32年3月

２７－２３２ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 27.8.10 迅速審査 平成30年12月

２７－２３８ 日本の医療機関における針刺し切創事例の収集と予防策の検討 生体支援センター 村上　啓雄 27.8.10 迅速審査 平成31年3月

２７－２４０ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 27.8.19 迅速審査 平成28年8月

２７－２４７ 日本形成外科学会疾患登録システム 耳鼻咽喉科 加藤　久和 27.8.19 迅速審査 平成32年8月

２７－２５９ 子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する調査研究(JGOG 2049s) 産科婦人科 牧野　弘 27.10.7 第217回 平成27年12月

２７－２８１ 巨大軟部腫瘍に対する治療成績の検討 整形外科 永野　昭仁 27.10.7 第217回 平成28年12月

２７－２８２ 透析心筋症の病理に関する超微形態的考察 高次救命治療センター 牛越　博昭 27.10.7 第217回 平成30年12月

２７－２９６ ホルモン陽性進行再発乳癌治療におけるホルモン療法が後続する化学療法の効果に与える影響 腫瘍外科 森　龍太郎 27.10.7 第217回 平成32年9月

２７－３０６ 緑内障の長期予後に関する研究 眼科学 山本　哲也 27.10.5 迅速審査 平成32年10月

２７－３２１ StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際多施設共同後ろ向き研究 第２外科 奥村　直樹 27.11.4 第218回 平成28年4月

２７－３２９ 自家及び同種移植を施行した悪性リンパ腫における治療関連急性骨髄性白血病/骨髄異形成症候群に関する検討　後方視的研究 血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３３０ 本邦における原発性骨髄線維症の臨床像に関する研究（後ろ向き） 血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成30年5月

２７－３３１ 第11次ATL全国実態調査登録患者の予後調査研究 血液内科 中村　信彦 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３３２ 家庭用体組成計を用いたメタボリックシンドローム診断基準の検証 総合内科 森田　浩之 27.12.2 第219回 平成28年12月

２７－３３６ 非閉塞性腸管虚血（non-occlusive mesenteric ischemia ; NOMI）全国アンケート調査 放射線科 川田　紘資 27.12.2 第219回 平成27年12月

２７－３３７ 全自動血液凝固測定装置CS-2500による新規血小板凝集能測定システムの検討 検査部 石田　秀和 27.12.2 第219回 平成28年12月
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２７－３３８ レトロスペクティブ的手法を用いた3-ヒドロキシ酪酸の有用性検討 検査部 石田　秀和 27.12.2 第219回 平成29年12月

２７－３３９ CKD重症度分類における尿沈渣成分の意義と腎関連マーカーとの関係性について 検査部 石田　真理子 27.12.2 第219回 平成32年3月

２７－３４５
多施設共同ランダム化比較試験に参加したStageⅡ/Ⅲ進行大腸癌患者を対象とした予後予測および術後補助療法の適正化を目的とした
大規模バイオマーカー研究（JCOG1506A1）

第２外科 高橋　孝夫 27.12.2 第219回 平成34年1月

２７－３４８ 尿路結晶症の要因となる尿中尿酸アンモニウム結晶の解析 病態情報解析医学 稲垣　勇夫 27.12.2 第219回 平成31年3月

２７－３５５ 脳神経外科患者用転倒転落アセスメントスコア注釈表と実際の転倒転落インシデントとの関係性の検討 看護部 伊藤　友美 27.12.2 第219回 平成29年3月

２７－３７１ 胆管空腸吻合部狭窄および膵管空腸吻合部狭窄に対するバルーン内視鏡治療後の長期臨床成績を検討する多施設共同後方視研究 第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成28年2月

２７－３７２ 中枢神経浸潤を合併した多発性骨髄腫の予後因子の検討：多施設後方視的調査研究 血液内科 中村　信彦 28.1.6 第220回 平成30年12月

２７－３７３ 二次性骨髄線維症の全国調査 血液内科 中村　信彦 28.1.6 第220回 平成29年12月

２７－３８１ 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設共同研究） 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 28.1.6 第220回 平成28年12月

２７－３８２ 上部消化管術後症例における胆管結石に対する超音波内視鏡下順行性治療の有用性 第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８４ 血液培養陽性因子の解析 総合内科 池田　貴英 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８５ 発熱疾患の診断のための血液、尿検査の解析 総合内科 池田　貴英 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３８９ 片肺換気中の非換気側への持続陽圧に用いる酸素濃度の違いが動脈血酸素分圧に与える影響についての後方視的検討 麻酔科疼痛治療科 山田　裕子 28.1.6 第220回 平成28年3月

２７－３９１ 胆膵疾患に対する内視鏡処置の後方視的検討 第１内科 岩下　拓司 28.1.6 第220回 平成32年12月

２７－３９６
CTA spot signと頭蓋内出血の血腫増大に関する観察研究（SCORE-IT研究）
SCORE-IT: the Spot Sign score in restricting ICH growth -an ATACH-Ⅱ ancillary study

脳神経外科 江頭　裕介 28.1.6 第220回 平成31年3月

２７－４０５ 転倒転落インシデント分析による「脳神経外科患者用転倒転落アセスメントスコア注釈表」の見直し 看護部 伊藤　友美 27.12.10 迅速審査 平成29年3月

２７－４１２ ステントグラフト内挿術後の急性腎障害発症のリスク因子の後方視的検討 麻酔・疼痛制御学 飯田　宏樹 27.12.18 迅速審査 平成30年12月

２７－４２３ 消化管静脈瘤症例の臨床病理学的事項と治療成績の後方視的検討 第１内科 荒木　寛司 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４２５ 炎症性腸疾患症例の臨床病理学的事項と治療成績の後方視的検討 第１内科 荒木　寛司 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４３９ 胃病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)についての後方視的検討 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４１ 24時間pHモニターによる酸逆流診療に関する後方視的検討 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４３ 非静脈瘤上部消化管出血についての後方視的検討 第１内科 高田　淳 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４４５ 同時性・異時性の胃多発性病変に関する後方視検討 第１内科 杉山　智彦 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－４６３ カプセル内視鏡、バルーン内視鏡による小腸病変診療に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月
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２７－４６４ 大腸ESD、EMR、cold polypectomy症例に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６５ 十二指腸ESD症例に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６６ 消化管リンパ腫に関する後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６７ 食道運動障害診療に対する食道内圧検査の後方視的検討 第１内科 井深　貴士 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４６９ 当科における腹腔鏡下胃切除術における体腔内吻合の有効性と安全性の評価（Retrospective Study） がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.3.2 第222回 平成29年12月

２７－４７２
粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫におけるNY-ESO-1の発現と臨床成績に関する研究　‐骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施
設共同研究‐

整形外科 永野　昭仁 28.3.2 第222回 平成28年12月

２７－４７３ 特発性びまん性骨増殖症（DISH）におけるQOLの検討 地域医療運動器医学 下川　哲哉 28.3.2 第222回 平成29年2月

２７－４７５ 重症敗血症患者における免疫グロブリンと重度症の相関を解析する 高次救命治療センター 鈴木　浩大 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－４７６ リコンビナントトロンボモジュリンとがんの再発・転移に関する考察 高次救命治療センター 名知　祥 28.3.2 第222回 平成31年2月

２７－４８２ 全自動血液凝固測定装置CSシリーズの抗血小板薬に対する薬効確認指標の評価 検査部 石田　秀和 28.3.2 第222回 平成29年3月

２７－４８４ 透析患者におけるHelicobacter pylori感染症についての検討 総合内科 高橋　典子 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４８６ 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究 高度先進外科学 白橋　幸洋 28.3.2 第222回 平成29年12月

２７－４８７ アジアにおけるくすぶり型骨髄腫患者の臨床経過に関する後方視的観察研究 血液内科 中村　信彦 28.3.2 第222回 平成28年5月

２７－４８８ 尿沈渣白血球の生死と細菌性膣症の関連性に関する研究 検査部 仲本　賢太郎 28.3.2 第222回 平成31年3月

２７－４９０ 食道内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)実施症例における後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９１ 消化管狭窄に対する拡張術に関する後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９２ 下部消化管出血に関する後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９３ StageⅣ胃癌症例についての後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９４ StageⅣ大腸癌症例についての後方視的観察研究 第１内科 久保田　全哉 28.3.2 第222回 平成33年3月

２７－４９５ トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討　－前向き観察研究－ 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 28.3.2 第222回 平成31年5月

２７－４９６ 胆道・膵臓腫瘍に対する化学放射線療法の後方視的検討 第１内科 岩下　拓司 28.3.2 第222回 平成32年12月

２７－５００ 画像下治療（IVR治療）に関する後方視的研究 放射線科 川田　紘資 28.3.2 第222回 平成33年2月

２７－５２４ 手指消毒使用量と耐性菌検出率および手指衛生遵守率等との関連についての分析 生体支援センター 土屋　麻由美 28.2.29 迅速審査 平成32年3月

２７－５２７ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、医療安全、医療の透明化を確保し、周術期におけるチーム医療推進を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 28.3.9 迅速審査 平成33年3月

２７－５３５ 岐阜県下における「糖尿病連携手帳」使用に関する実態調査 第３内科 武田　純 28.3.16 迅速審査 平成28年8月

２７－５４１ StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際多施設共同後ろ向き研究 第２外科 奥村　直樹 28.3.31 迅速審査 平成29年3月
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２７－５５２ 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査 皮膚病態学 加納　宏行 28.3.31 迅速審査 平成31年3月

２８－７ oligometastases状態の転移性肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療の全国遡及的調査研究 放射線医学 田中　秀和 28.4.6 第223回 平成30年8月

２８－９ 多発性骨髄腫の治療成績及び予後因子の後方視的検討 血液内科 北川　順一 28.4.6 第223回 平成30年3月

２８－１１ 心内膜心筋生検組織を用い拡張型心筋症における炎症細胞浸潤の意義を検討する多施設レジストリ研究（後ろ向き研究） 第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成31年3月

２８－１２ 大腸がんにおけるPKM関連遺伝子の発現とWarburg effectの解明 乳腺・分子腫瘍学 二村　学 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－１３ 耳鼻咽喉科および関連病院における頭頸部神経内分泌小細胞癌の検討 耳鼻咽喉科 若岡　敬紀 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－１４ 当院の胸部下行大動脈ステントグラフト内挿術後における対麻痺症例の検討 麻酔科疼痛治療科 阪田　耕治 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－１８ 悪性リンパ腫の治療成績及び予後因子の後方視的検討 第１内科 中村　信彦 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－１９ 急性骨髄性白血病の治療成績及び予後因子の後方視的検討 第１内科 中村　信彦 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－２０ 再発または難治性の多発性骨髄腫に対するレナリドミド治療の有効性と安全性に関する後方視的観察研究 第１内科 中村　信彦 28.4.6 第223回 平成29年9月

２８－２２ 加齢が正中神経におよぼす影響についての検討 検査部 伊藤　大輔 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－２３ 既存データを用いた深部静脈血栓症と下肢筋エコー性状に関する研究 検査部 多田　早織 28.4.6 第223回 平成28年12月

２８－２７ 心内膜心筋生検組織を用いた糖尿病性心筋症における病理・組織学的意義の研究（後ろ向き観察研究） 第２内科 湊口　信也 28.4.6 第223回 平成33年3月

２８－３６ 輸液ライン変更に伴う、安全性、作業効率、感染率、費用の比較検討について 生体支援センター 土屋　麻由美 28.5.6 第224回 平成29年3月

２８－３８ 人工呼吸器離脱患者（抜管、気管切開含む）が経口摂取できるまでの現状把握 看護部 廣瀬　泰子 28.5.6 第224回 平成29年5月

２８－４９ レトロスペクティブ的手法を用いた肝線維化マーカーの性能評価 検査部 石田　秀和 28.4.12 迅速審査 平成32年3月

２８－５７ ボーダライン膵癌に関する治療方針の実態調査ならびにボーダライン膵癌の予後因子解明 腫瘍外科 今井　寿 28.6.1 第225回 平成28年7月

２８－５８ 大腸癌肝転移に対する肝切除術における術後補助化学療法の意義 腫瘍外科 今井　寿 28.6.1 第225回 平成29年3月

２８－５９ 腫瘍外科における腹腔鏡下肝切除術の安全性の検討 腫瘍外科 今井　寿 28.6.1 第225回 平成29年3月

２８－６１ 過去のデータを用いた頭蓋内神経鞘腫と頭蓋外神経鞘腫のMRI所見に関する研究 放射線医学 加藤　博基 28.6.1 第225回 平成29年5月

２８－７６ 腫瘍外科における直腸GISTの治療成績（Retrospective Study） がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.6.1 第225回 平成29年12月

２８－８１ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 28.5.12 迅速審査 平成30年12月

２８－８７ オピオイド鎮痛薬による便秘対策に使用される緩下剤に影響を与える要因に関する研究 薬剤部 石原　正志 28.5.26 迅速審査 平成32年12月

２８－９７ 多発性骨髄腫におけるB型肝炎ウイルス再活性化の後方視的観察研究（全国調査） 血液内科 中村　信彦 28.7.6 第226回 平成29年9月

２８－１００ 成人もやもや病術後の一過性神経症候発症と重篤化に関わる臨床的因子の検討 脳神経外科学 江頭　裕介 28.7.6 第226回 平成29年6月

２８－１０４ 大腸ESDにおける二酸化炭素送気の有用性・安全性の検討 消化器内科 杉山　智彦 28.7.6 第226回 平成32年12月
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２８－１０６ ワルデンシュトレームマクログロブリン血症に関する多施設共同後方視的調査研究 血液内科 中村　信彦 28.7.6 第226回 平成28年8月1日

２８－１１１ 術前化学療法を施行した高悪性度非円形細胞軟部肉腫における組織学的効果判定に関する研究 整形外科 永野　昭仁 28.6.8 迅速審査 平成30年3月

２８－１１４ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 28.6.8 迅速審査 平成32年3月

２８－１１５ ドパミントランスポーターイメージングにおける画像定量化に関する研究 知能イメージ情報 原　武史 28.6.8 迅速審査 平成32年3月

２８－１１７ 汗孔角化症における発症メカニズムについての免疫組織学的検討 皮膚病態学 松山　かなこ 28.6.21 迅速審査 平成30年3月

２８－１３０ 尿沈渣白血球の生死と細菌性膣症の関連性に関する研究 検査部 仲本　賢太郎 28.7.4 迅速審査 平成31年3月

２８－１３４ 総胆管結石疑い症例に対するEUS first-approachの有効性の検討 第１内科 岩下　拓司 28.8.3 第227回 平成29年3月

２８－１３５ 腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討　～後ろ向き多施設共同研究～ 腫瘍外科 今井　寿 28.8.3 第227回 平成28年12月

２８－１３６ GP88のリンパ腫マーカーとしての有用性の後方視的検討 第１内科 原　武志 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１３８
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change in Muscle volume in patients with liver cirrhosis :
prosoective cohort study -　【MILE Study】

第１内科 白木　亮 28.8.3 第227回 平成31年12月

２８－１３９ 副腎皮質ステロイド薬による糖尿病治療マーカー（HbA1cおよびグリコアルブミン）に対する影響の検討 内分泌代謝病態学 水野　正巳 28.8.3 第227回 平成29年3月

２８－１４１ 本邦における脱分化型軟骨肉腫の治療成績　骨軟部肉腫治療研究会多施設共同研究 整形外科 永野　昭仁 28.8.3 第227回 平成30年3月

２８－１４９ 泌尿器科関連腫瘍の診断に関連する病理組織学的変化の解析 泌尿器科 水谷　晃輔 28.8.3 第227回 平成33年3月

２８－１５０ 自科麻酔の手術における安全性と、バイタル逸脱時の状況と対応の検討 麻酔科疼痛治療科 北川　雄一郎 28.8.3 第227回 平成29年8月

２８－１５７ QSPECT Dual Table ARG法プログラムにおける動脈血中濃度推定機能（Estimate Blood Counts）に関する研究 放射線部 石原　匡彦 28.8.3 第227回 平成31年3月

２８－１７７
SAMIT試験「漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial Designによるランダム化比較試験：フッ化ピリミジン単独と
Paclitaxel→フッ化ピリミジン逐次併用の比較およびUFTとTS-1の比較」バイオマーカー付随研究

第２外科 棚橋　利行 28.7.19 迅速審査 平成30年9月

２８－１９４ 肩・肘・スポーツ領域の手術成績の評価に関する後ろ向き臨床研究 整形外科 川島　健志 28.9.7 第228回 平成33年7月

２８－１９６ BevacizmabとTAS-102併用における有効性についての後ろ向き観察研究 がん先端医療開発学 松橋　延壽 28.9.7 第228回 平成29年12月

２８－１９８ 侵襲性副鼻腔アスペルギルス症に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 28.9.7 第228回 平成31年8月

２８－２０３ 脊髄硬膜・硬膜外動静脈シャント疾患の病態および血管構築の解明 脳神経外科 山内　圭太 28.9.7 第228回 平成28年12月

２８－２０６ 感染防止対策活動に対する経済評価 岐阜薬科大学 寺町　ひとみ 28.9.7 第228回 平成32年3月

２８－２１０ 岐阜県下における「糖尿病連携手帳」使用に関する実態調査 第３内科 武田　純 28.8.8 迅速審査 平成32年9月

２８－２１１ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 28.8.8 迅速審査 平成29年8月

２８－２１２ 顔面・頭部皮膚悪性腫瘍例の頸部リンパ節転移様式の検討 耳鼻咽喉科 水田　啓介 28.9.7 第228回 平成33年9月

２８－２１３ 検体の病態変化に応じた線溶系分子マーカー測定値の変動解析についての研究 検査部 牛丸　星子 28.9.7 第228回 平成33年3月
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２８－２１５ 肝硬変患者における潜在性肝性脳症の頻度とその予測因子に関する後方視観察研究 第１内科 白木　亮 28.9.7 第228回 平成33年3月

２８－２１６ レトロスペクティブ的手法を用いた3-ヒドロキシ酪酸の有用性検討 検査部 石田　秀和 28.8.23 迅速審査 平成29年12月

２８－２２３ 肝細胞癌におけるc-Metの発現と周術期治療成績、遠隔期成績との関連性に関する検討（後方視的研究） 肝胆膵・がん集学的治療学 松井　聡 28.10.5 第229回 平成33年10月

２８－２２４ 肝切除周術期における茵蔯蒿湯の高ビリルビン血症抑制効果に関する研究（Retrospective Study） 肝胆膵・がん集学的治療学 松井　聡 28.10.5 第229回 平成30年12月

２８－２３２ 高周波熱凝固術の治療評価（後ろ向き観察研究） 麻酔科疼痛治療科 飯田　宏樹 28.9.1 迅速審査 平成30年3月

２８－２４８ 腫瘍外科におけるStageⅡ/Ⅲ肛門管扁平上皮癌に対する化学放射線療法による治療成績の検討（Retrospective Study） 第２外科 高橋　孝夫 28.10.5 第229回 平成32年12月

２８－２４９ 腫瘍外科における切除可能局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療法による治療成績の検討（Retrospective Study） 第２外科 高橋　孝夫 28.10.5 第229回 平成33年5月

２８－２５０ 腫瘍外科における切除不能・困難な局所進行結腸・直腸癌に対する Conversion Therapy 症例の検討（Retrospective Study） 第２外科 高橋　孝夫 28.10.5 第229回 平成33年5月

２８－２５１ 岐阜県におけるEnd-of-Life Care充実に向けた取り組み 看護部 廣瀬　泰子 28.10.5 第229回 平成29年3月

２８－２５７ Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明 口腔病態学 武内　勝章 28.10.3 迅速審査 平成31年3月

２８－２６１ トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討　－前向き観察研究－ 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 28.10.3 迅速審査 平成31年5月

２８－２６３ 単発大腸癌肝転移に限定した開腹手術と腹腔鏡下手術の治療成績の比較 腫瘍外科 今井　寿 28.11.2 第230回 平成29年9月

２８－２７６ 食道がん手術における心肺合併症発生頻度に関連する因子の検討 麻酔・疼痛制御学 山田　裕子 28.11.2 第230回 平成32年3月

２８－２８０ 乳癌骨転移に対する放射線治療の有用性に関する研究 放射線科 田中　秀和 28.11.2 第230回 平成31年3月

２８－２８５ 当院における医療関連感染発生率の推移と考察：各種サーベイランスデータを用いて 看護部 土屋　麻由美 28.11.2 第230回 平成33年3月

２８－２８７ 神経・筋生検のリスク解析に関する研究 神経内科・老年内科 竹腰　顕 28.11.2 第230回 平成32年3月

２８－２８９ 腫瘍外科における腹腔鏡下Covering stoma造設例における合併症の検討（Retrospective Study） 第２外科 高橋　孝夫 28.11.2 第230回 平成31年12月

２８－３０３ 中枢神経原発リンパ腫の診断および治療成績の検討 脳神経外科学 宮居　雅文 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３０４ 心原性脳塞栓症に対する一次予防および二次予防の薬物治療についての検討 脳神経外科学 宮居　雅文 28.12.7 第231回 平成29年11月

２８－３０５ 総合内科における全身性エリテマトーデス・ループス腎炎の現況分析 総合内科 田口　皓一郎 28.12.7 第231回 平成32年3月

２８－３０６
新規脂肪細胞の発見とプロリフェリンによる脂肪組織や脂肪細胞系腫瘍の増殖機序の解明
Lipoma,Liposarcomaの手術標本組織像の免疫染色

総合内科 田口　皓一郎 28.12.7 第231回 平成33年3月

２８－３０７ 発熱患者におけるガリウムシンチグラフィー、PET-CT有用性の検討 総合内科 池田　貴英 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３０８ 総合内科の抗MDA5抗体（melanoma differentiation-accociated gene 5）陽性皮膚筋炎の臨床的特徴 総合内科 池田　貴英 28.12.7 第231回 平成31年11月

２８－３１０ 静脈洞血栓症における頭部ルーチンMRI撮像法の診断能の比較検討 放射線科 浅野　隆彦 28.12.7 第231回 平成30年9月

２８－３１１ 膠原病等におけるステロイド治療の副作用の血糖値上昇に対する血糖降下療法必要性の予測 総合内科 川島　実可子 28.12.7 第231回 平成31年11月
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２８－３１８ オーソ社製オーソビジョンを用いた抗体価測定の検討研究 輸血部 帖佐　光洋 28.12.7 第231回 平成29年3月

２８－３２３ 骨頭圧潰前の大腿骨頭壊死症患者における骨頭圧潰率に関する後向き観察研究 整形外科学 秋山　治彦 28.12.7 第231回 平成29年8月

２８－３２８ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 28.11.22 迅速審査 平成32年3月

２８－３３０ 救急医療と道路整備による時間短縮との関係の分析 救急災害医学 小倉　真治 28.11.22 迅速審査 平成31年11月

２８－３４２ 過去のデータを用いた耳下腺のワルチン腫瘍とオンコサイトーマのMRI所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 29.1.4 第232回 平成29年12月

２８－３４３ 過去のデータを用いたリンパ管腫症とゴーハム病のCT・MRI所見に関する研究 放射線科 加藤　博基 29.1.4 第232回 平成29年12月

２８－３４４ 過去のデータを用いた頸椎前方固定術の頸椎CTにおける移植骨内airに関する研究 放射線科 加藤　博基 29.1.4 第232回 平成29年12月

２８－３７４ 検体の病態変化に応じた線溶系分子マーカー測定値の変動解析についての研究 検査部 牛丸　星子 28.12.14 迅速審査 平成33年3月

２８－３７５ 体幹部FDG-PET画像の解剖学的標準化アルゴリズムの開発 知能イメージ情報 原　武史 28.12.14 迅速審査 平成32年3月

２８－３７８
がん治療施設における妊孕性温存がん治療、がん・生殖医療連携に関する実態調査
（平成28年度AMED研究事業分担研究　生殖機能温存がん治療法の革新的発展にむけた総合的プラットフォームの形成）

産科婦人科 古井　辰郎 29.1.4 第232回 平成30年10月

２８－３７９ StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際多施設共同後ろ向き研究 第２外科 棚橋　利行 28.12.21 迅速審査 平成30年3月

２８－３９３
粘液型脂肪肉腫・滑膜肉腫・通常型軟骨肉腫におけるNY-ESO-1の発現と臨床成績に関する研究　‐骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施
設共同研究‐

整形外科 永野　昭仁 29.1.10 迅速審査 平成31年12月

２８－３９４
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change in Muscle volume in patients with liver cirrhosis :
prosoective cohort study -　【MILE Study】

第１内科 白木　亮 28.12.27 迅速審査 平成31年12月

２８－３９６ 大腸癌肝転移手術症例における自己血輸血が手術成績、治療成績に及ぼす影響 腫瘍外科 今井　寿 29.2.1 第233回 平成30年1月

２８－３９７ 肝細胞癌手術における自己血貯血の必要性 腫瘍外科 今井　寿 29.2.1 第233回 平成30年1月

２８－４００ 帯状疱疹後神経痛を有する患者に対する神経ブロックの有効性に関する多施設観察研究 麻酔・疼痛制御学 山口　忍 29.2.1 第233回 平成29年10月

２８－４０３ 卵円形脂肪体の意義について～血清蛋白/尿蛋白比（TP/UP）および血清蛋白/コレステロール比（TP/CHO）の考察～ 病態情報解析医学 稲垣　勇夫 29.2.1 第233回 平成29年4月

２８－４０４
Acanthocyte（穴あきこぶ状赤血球）の形態に関する検討～アンケート調査の結果と糸球体および非糸球体型血尿のこぶ状赤血球の穴の大
きさについて～

検査部 伊藤　彰洋 29.2.1 第233回 平成29年4月

２８－４０６ 全国国立大学附属病院におけるCT撮影線量調査 放射線医学分野 松尾　政之 29.2.1 第233回 平成30年3月

２８－４０９ 子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研究（JGOG1080S） 産科婦人科 竹中　基記 29.2.1 第233回 平成29年3月

２８－４１６ 重複癌における保険適応外部位の癌腫に対する抗がん薬の有効性、無効性の検討 腫瘍外科 田中　善宏 29.2.1 第233回 平成33年3月

２８－４１９ 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設共同研究） 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 29.1.10 迅速審査 平成29年12月

２８－４５０ 非B非C型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法、予後に関する後ろ向き多施設共同コホート研究 地域腫瘍学 高井　光治 29.3.1 第234回 平成34年2月

２８－４５２ 切除可能膵癌症例に対する術前診断法の検討 第１内科 岩下　拓司 29.3.1 第234回 平成30年3月

２８－４６０ StageⅣ胃がんにおけるConversion therapy　(Adjuvant surgery) の意義に関する国際多施設共同後ろ向き研究 第２外科 棚橋　利行 29.2.17 迅速審査 平成30年3月

２８－４７１ トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討　－前向き観察研究－ 内分泌代謝病態学 諏訪　哲也 29.3.22 迅速審査 平成31年5月
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２８－４７２ 手術医療の質向上、効率化・標準化の推進、医療安全、医療の透明化を確保し、周術期におけるチーム医療推進を目指した疫学研究 手術部 長瀬　清 29.3.22 迅速審査 平成34年3月

２８－４８１ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 29.3.13 迅速審査 平成30年12月

２８－４８４ 日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例登録事業（略称：「ドクターヘリ・レジストリー」） 高次救命治療センター 豊田　泉 29.3.22 迅速審査 平成30年3月

２８－５０９ 乳癌・消化器癌などにおけるPKM関連遺伝子の発現とWarburg effectの解明 腫瘍外科 二村　学 29.3.23 迅速審査 平成33年3月

２８－５１０ PET/CT画像を用いた肺結節の自動解析手法の開発 知能イメージ情報 藤田　廣志 29.5.16 迅速審査 平成31年3月

２８－５１２ 卵円形脂肪体の意義について～血清蛋白/尿蛋白比（TP/UP）および血清蛋白/コレステロール比（TP/CHO）の考察～ 病態情報解析医学 稲垣　勇夫 29.5.16 迅速審査 平成30年3月

２８－５２２ オーソ社製オーソビジョンを用いた抗体価測定の検討研究 輸血部 帖佐　光洋 29.3.31 迅速審査 平成29年12月

２８－５２３ クロマチン再構成因子複合体異常のもたらす乳癌・消化器癌進行メカニズムの解明 腫瘍外科 二村　学 29.3.31 迅速審査 平成30年3月

２８－５２４ Zeb1とその関連分子のもたらす口腔癌進行メカニズムの解明 口腔病態学 武内　勝章 29.3.31 迅速審査 平成31年3月

２９－１ 総胆管結石に対するESTとEPLBDの長期予後における比較検討　a propensity score-based cohort analysis 第１内科 岩下　拓司 29.4.5 第235回 平成29年5月29日

２９－２ ムンプス難聴症例の全国調査 耳鼻咽喉科 西堀　丈純 29.5.10 第236回 平成29年5月29日

２９－４ 法医剖検例における外傷ならびに疾病で早期に発現する組織学的変化の解析の研究 法医学 武内　康雄 29.5.10 第236回 平成31年3月

２９－７ 大腸癌個別化治療にむけた１ｓｔライン抗EGFR抗体薬の役割（Retrospective Study） がん先端医療開発学講座 松橋　延壽 29.5.10 第236回 平成29年5月29日

２９－１８ メニエール病と遅発性内リンパ水腫に関する疫学研究 耳鼻咽喉科 伊藤　八次 29.6.7 第237回 平成32年3月

２９－１９ 慢性肝疾患患者におけるサルコペニアと生活の質に関する後ろ向き観察研究 第一内科 白木　亮 29.6.7 第237回 平成34年3月

２９－２２ 前立腺癌に対する放射線治療前に実施した大腸内視鏡検査結果の後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－２３ 限局性前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法後の直腸出血に対する後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－２４ 前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法の経時的ＭＲＩ画像変化及び前立腺体積変化についての後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.6.7 第237回 平成31年12月

２９－２６ 肝細胞癌患者における筋肉量、脂肪量が再発や生存期間などの臨床的アウトカムに与える影響に関する後ろ向き研究 肝疾患診療支援センター 今井　健二 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－３３ 術前治療後膵癌切除例の予後予測因子に関する臨床病理組織学的後ろ向き観察研究 腫瘍外科 今井　寿 29.6.7 第237回 平成29年12月

２９－３７ マムシ咬傷に対する抗毒素血清療法の有用性についての調査研究 高次救命治療センター 山田　法顕 29.6.7 第237回 平成30年5月

２９－３８ 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 形成外科 加藤　久和 29.6.7 第237回 平成34年12月

２９－４３ 肝細胞癌手術における肝切除断端距離と術後再発形式の調査 腫瘍外科 今井　寿 29.6.7 第237回 平成30年12月

２９－４８ コンピューター解析による眼科画像診断支援システムの検討 電気電子・情報工学科 藤田　廣志 29.6.7 第237回 平成33年3月

２９－４９ 転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射の遡及的多施設共同研究 放射線医学 田中　秀和 29.6.7 第237回 平成33年3月

２９－５１ 洗浄血小板製剤輸血に係る有効性・安全性調査 輸血部 北川　順一 29.6.7 第237回 平成30年6月
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２９－５２ 潰瘍性大腸炎に対するタクロリムス投与の有効性と血中濃度推移に関する探索的研究 薬剤部 山田　悠人 29.6.7 第237回 平成32年3月

２９－５３ 血液疾患登録 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.6.7 第237回 平成33年12月

２９－５４ 乳房画像におけるコンピューター支援診断システムの開発 電気電子・情報工学科 村松　千左子 29.5.16 迅速審査 平成33月3月

２９－６２ 腎生検組織の分子病理学的検討による慢性腎臓病の活動度判定ならびに予後推定の試み
慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連携

講座
村田　一知朗 29.7.5 第238回 平成32年3月

２９－６７ 既往子宮術後（子宮筋腫・腺筋症核出術後、帝王切開術、異所性妊娠根治術）妊娠における子宮破裂例の全国調査 成育医療・女性科 志賀　友美 29.7.5 第238回 平成29年12月

２９－６８ 前置胎盤の管理についての後方視的検討 成育医療・女性科 志賀　友美 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－８３ 岐阜県における病院前外傷救護前向き実態調査 救急災害医学 吉田　隆浩 29.5.29 迅速審査 平成30年6月

２９－８６ 難治性血管・リンパ管疾患患者のレジストリシステム構築に関する研究 小児科 小関　道夫 29.7.5 第238回 平成34年6月

２９－９７ 緑内障治療薬の実態調査 眼科 石澤　聡子 29.7.5 第238回 平成30年7月

２９－１００ 原発性肺癌における臨床病期別の外科治療の予後に関する検討（後向きコホート研究） 第一外科 白橋　幸洋 29.8.2 第239回 平成30年5月

２９－１０２ 深在性真菌症患者における眼病変発症に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.7.5 第238回 平成34年3月

２９－１０４
レシピエントが有する抗HLA抗体の抗原特異性と反応強度が血縁者間HLA不適合移植、および、非血縁者間臍帯血移植の生着に与える
影響

地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０５ 限局性前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法後の血尿発生要因に関する後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０６ 限局性前立腺癌に対するヨウ素１２５密封小線源永久挿入療法後の治療成績についての後方視的検討 泌尿器科 仲野　正博 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０７ 産後一ヶ月健診でのエジンバラ産後うつ質問票（EPDS)についての検討 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.7.5 第238回 平成30年12月

２９－１０８ 骨転移のみの転移性乳癌の転帰の検討（後方視的観察研究） 腫瘍外科 森　龍太郎 29.8.2 第239回 平成32年3月

２９－１１０ 肩関節疾患における鏡視下関節修復術後の治療成績について リハビリテーション部 四井　康喬 29.8.2 第239回 平成34年7月

２９－１１１ 早期大腸癌ESD治療後の外科的追加切除に関する検討（Retrospective Study) 第二外科 末次　智成 29.8.2 第239回 平成30年3月

２９－１１９ EDコイル　Complexタイプ市販後調査 脳神経外科 榎本　由貴子 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－１２０ 病院情報システムを応用したがん生存者における脳卒中に関する網羅的疫学研究 脳神経外科 岩間　亨 29.7.5 第238回 平成31年3月

２９－１２７ 術後せん妄発症予防に対する術前のケア実施率の改善に向けた取り組み 看護部 廣瀬　泰子 29.7.5 第238回 平成30年3月

２９－１３３ 尾側膵切除（DP)後の血球異常と術後合併症との関係に関する後方視的研究
低侵襲・がん集学的治療学講

座
松井　聡 29.8.2 第239回 平成34年7月

２９－１３４ 外傷患者における全身ＣＴでの偶発所見の検討 救急・災害医学 熊田　恵介 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１３６ ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究（JFMC-50-1701-C6) 第二外科 高橋　孝夫 29.8.2 第239回 平成31年6月

２９－１３７ 「下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の意義」研究登録症例における追加調査 第二外科 高橋　孝夫 29.8.2 第239回 平成30年12月

２９－１４４ 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 放射線科 田中　秀和 29.8.2 第239回 平成32年3月
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２９－１４９ 真菌性角膜炎に関する多施設共同前向き観察研究に関する後ろ向き追加調査 眼科 望月　清文 29.10.4 第241回 平成31年3月

２９－１６２ 内視鏡的胆管内自己拡張型金属ステント留置後の内視鏡的抜去試行例についての多施設共同後方視的症例集積研究 消化器病態学 岩下　拓司 29.8.2 第239回 平成29年12月

２９－１７５ モラクセラに起因した眼病変に関する多施設後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.9.6 第240回 平成33年3月

２９－１７６ 腹腔鏡下肝切除術における開腹移行症例・術後合併症症例の検討 腫瘍外科 今井　寿 29.9.6 第240回 平成30年12月

２９－１８１ 高気圧酸素治療の有効性の後方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１８２ 播種性血管内凝固（disseminated intravascular coagulation:DIC)に対する薬物治療の有効性の後方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.8.2 第239回 平成34年6月

２９－１９３ 眼内悪性リンパ腫症例の検討 眼科 石澤　聡子 29.9.6 第240回 平成30年9月

２９－１９４ 18F-FDG-PETにおけるNECdensityを用いた収集時間に関する研究 放射線部 石原　匡彦 29.9.6 第240回 平成34年3月

２９－１９５ ドパミントランスポータシンチグラフィにおけるオペレーター間による定量値の変動に関する研究 放射線部 石原　匡彦 29.9.6 第240回 平成32年3月

２９－２０１ 岐阜県での周産期メンタルヘルスケアに関する現状と医療従事者の意識調査 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.9.6 第240回 平成29年12月

２９－２０２ 泌尿器科癌（腎癌、尿路上皮癌、前立腺癌など）に関する癌マーカーの探索とその評価 泌尿器科 水谷　晃輔 29.9.6 第240回 平成33年3月

２９－２０３ 「岐阜県母と子の健康サポート支援事業」による周産期地域連携を要した褥婦のリスク要因分析 看護部 廣瀬　泰子 29.9.6 第240回 平成30年3月

２９－２０４ 救急初療室における敗血症診断（JAAM SPICE ER） 高次救命治療センター 名知　祥 29.9.6 第240回 平成31年3月

２９－２０６ 高度救命救急センターにおける気管チューブの計画外抜管症例の検討 救急・災害医学 熊田　恵介 29.9.6 第240回 平成34年6月

２９－２２２ Infection control teamによる抗菌薬適正使用推進のための積極的介入効果の評価に関するレトロスペクティブ研究 薬剤部 丹羽　隆 29.8.29 迅速審査 平成30年11月

２９－２２５ JCOG骨軟部腫瘍グループにおける51歳以上の原発性高悪性度悪性骨腫瘍治療に関する調査 整形外科 永野　昭仁 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２２６ 既存データを用いた皮膚科領域における超音波検査診断能に関する研究 検査部 松野　寛子 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２２９ 超音波内視鏡下ハイブリッドランデブー法の有用性・安全性の検討：単施設後方視的観察研究 消化器病態学 岩下　拓司 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２３１ 再発乳癌薬物治療における病勢進行様式の違いによる予後の検討 腫瘍外科 森　龍太郎 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２３３
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change in Muscle volume in patients with liver cirrhosis :
prosoective cohort study -　【MILE Study】

第１内科 白木　亮 29.8.29 迅速審査 平成31年12月

２９－２３６ 心胸郭手術が経胸壁心エコー検査による右室収縮機能に及ぼす影響に関する既存データを用いた研究 検査部 伊藤　大輔 29.10.4 第241回 平成29年12月

２９－２３８ 頭頚部に発生したIgG4関連リンパ節症のCT、FDG-PET/CT所見の後方視的検討 放射線医学分野 川口　真矢 29.10.4 第241回 平成30年10月

２９－２３９ 子宮体癌におけるMRIの拡散強調像でのinchworm sign（しゃくとりむしサイン）の後方視的検討 放射線医学分野 川口　真矢 29.10.4 第241回 平成30年10月

２９－２４０ CTにおける骨外腫瘤を伴う前立腺癌骨転移の臨床所見や予後の後方視的検討 放射線医学分野 川口　真矢 29.10.4 第241回 平成30年10月

２９－２４７ 既存データを用いた２型糖尿病患者におけるサルコペニアと末梢神経障害に関する研究 検査部 篠田　元気 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２４８ 精神科病床における隔離・拘束に関する大規模調査 精神神経科 塩入　俊樹 29.10.4 第241回 平成31年3月
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２９－２５０ 本邦における外陰膣悪性黒色腫に関する調査研究（JGOG1078S　試験） 産科婦人科学分野 牧野　弘 29.10.4 第241回 平成29年12月

２９－２５３ 血液疾患登録 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.9.12 迅速審査 平成33年12月

２９－２５５ 難聴が疑われて精密検査機関を受診した0歳-6歳児についての社会的調査 耳鼻咽喉科 西堀　丈純 29.10.4 第241回 平成34年3月

２９－２５６ 赤血球抗原に対する小児同種免疫に関する多施設共同研究 輸血部 二宮　空暢 29.10.4 第241回 平成34年3月

２９－２５９ 第12次ATL全国実態調査 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２６１ 子宮収縮抑制剤の新生児への影響調査・検討 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.10.4 第241回 平成30年3月

２９－２６３ リピドグライコームによるNAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）先制医療の開発 第一内科 白木　亮 29.10.4 第241回 平成32年3月

２９－２８１ 尿細管間質性腎炎にぶどう膜炎を伴う症候群に関する多施設後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.11.1 第242回 平成33年3月

２９－２８５ 尿路性器感染症起炎菌に関する研究 泌尿器科 安田　満 29.9.27 迅速審査 平成30年12月

２９－２８８ 未破裂大型近位部内頸動脈瘤の治療法に関する全国実態調査 脳神経外科学 江頭　裕介 29.11.1 第242回 平成30年9月

２９－２８９ 大腸癌肝転移術後補助化学療法におけるオキサリプラチン、イリノテカンの必要性に関する研究 腫瘍外科 今井　寿 29.11.1 第242回 平成30年12月

２９－２９３ 日本人における軟部肉腫に対するトラベクテジンの有効性と安全性　-骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究- 整形外科 永野　昭仁 29.11.1 第242回 平成34年6月

２９－２９５ 熱傷症例に対する治療成績の後方視的検討 高次救命治療センター 土井　智章 29.11.1 第242回 平成34年10月

２９－２９７ 周術期口腔機能管理の効果および効果予測因子に関する後ろ向き観察研究 歯科口腔外科 畠山　大二郎 29.11.1 第242回 平成34年3月

２９－３０１ 食物経口負荷試験結果の予測因子に関わる検討 小児病態学 川本　典生 29.11.1 第242回 平成34年12月

２９－３０４ 間質性肺炎合併肺癌の術後間質性肺炎急性憎悪におけるイメージングバイオマーカーの確立
腫瘍制御学講座

（放射線医学分野）
川田　紘資 29.11.1 第242回 平成31年12月

２９－３０７ 高次救命救急センターにおける漢方薬処方の実態 高次救命治療センター 熊田　恵介 29.11.1 第242回 平成34年6月

２９－３１４ 腰椎荷重撮影に関する研究 地域医療運動器学 伏見　一成 29.11.1 第242回 平成31年10月

２９－３１５
肝硬変患者における腹部CTで評価した筋肉量の変化に関する観察研究　- Change in Muscle volume In patients with LivEr cirrhosis :
prospective cohort study -　【MILE Study】

第１内科 白木　亮 29.10.25 迅速審査 平成32年12月

２９－３１６ 肩・肘・スポーツ領域の治療成績の評価に関する後ろ向き臨床研究 整形外科 川島　健志 29.11.22 迅速審査 平成34年11月

２９－３１７ 根治切除不能・困難な大腸癌における conversion therapy に関する検討（Retrospective Study) 第二外科 髙橋　孝夫 29.11.1 第242回 平成32年3月

２９－３２０ 急性網膜壊死患者に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.12.6 第243回 平成34年3月

２９－３２１ 上部消化管術後症例の切除不能悪性胆道閉塞に対するEUS下順行性ステント留置の有用性について：単施設後方視的検討 消化器病態学 岩下　拓司 29.12.6 第243回 平成30年3月

２９－３２８ 肝硬変患者におけるループ利尿剤と骨格筋減少に関する後ろ向き観察研究 第一内科 白木　亮 29.12.6 第243回 平成34年3月

２９－３３１ 炎症性大腸疾患に合併した大腸癌（Colitic cancer）に関する検討（Retrospective Study） 第二外科 髙橋　孝夫 29.11.1 第242回 平成31年3月
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２９－３３２ 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 脳神経外科 榎本　由貴子 29.12.6 第243回 平成32年3月

２９－３３６ 感染性眼内炎に関する後ろ向き研究 眼科 望月　清文 29.12.6 第243回 平成33年3月

２９－３４７ 眼感染症に関する後ろ向き多施設共同研究 眼科 望月　清文 29.12.6 第243回 平成34年9月

２９－３５９ 再発または難治性の多発性骨髄腫に対するレナリドミド治療の有効性と安全性に関する後方視的観察研究 地域腫瘍学（血液内科） 中村　信彦 29.11.22 迅速審査 平成37年9月

２９－３６４ 日本産科婦人科学会周産期委員会　周産期登録事業への参加 成育医療科・女性科 志賀　友美 29.12.19 迅速審査 平成34年12月

２９－３９３ 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設共同研究） 麻酔科疼痛治療科 杉山　陽子 29.12.19 迅速審査 平成30年12月


