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C.承認され実施中の臨床研究（平成21年度～） 

平成30年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研究等の題目 

2018/7/31 2017127 脳神経外科 稲葉 真 
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:JND) 

2018/7/31 2018028 救急科 豊田 幸樹年 敗血症性心筋症に対する補助循環の有用性の検討 

2018/7/30 2018042 看護部 諏訪 豊美 
ECMO（Extracorporeal Membrane Oxygenation）装着患者に対

するawake管理から学ぶチームアプローチの必要性 

2018/7/30 2018043 看護部 河嶋 あつ子 独居高齢患者への退院後訪問看護の効果 

2018/7/20 2018015 放射線部 松尾 清邦 Assista Managementを活用した撮影条件の適正化 

2018/7/17 2018034 精神科 辻野 尚久 
精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関す

る研究（2017066のプロトコル等の変更） 

2018/7/10 2018030 泌尿器科 小林 裕章 
高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法に

おける補助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究 

（2012026、2017034の研究者、プロトコル等の変更） 

2018/7/10 2018003 産婦人科 渡邉 豊治 
早期子宮癌に対する腹腔鏡下手術の実施 

‐傍大動脈リンパ節廓清術を含んだ手術の実施について‐ 

（2012004の追記申請等に関する変更申請） 

2018/7/6 2018026 歯科口腔外科 雨宮 剛志 
チタン溶接で加工し製作したカスタムメイド・チタンメッシ

ュトレーと自家腸骨・脛骨海綿骨骨髄細片による顎骨再建 

2018/7/4 2018021 
小児肝臓消化器

科 
小林 宗也 

小児好酸球性胃腸炎の臨床的特徴の検討 

（2017057の課題名、症例数、研究者、期間延長等の変更） 

2018/7/4 2018009 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

小児期のウイルス性肝炎の病態解明や科学的根拠の集積に関

する研究 

2018/7/3 2018031 薬剤部 今浦 将治 
トロンボモデュリン アルファ（リコモジュリン®）の有効性

及び安全性に関する検討 

2018/7/2 2018020 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

小児肝線維性疾患の診断バイオマーカーの探索と臨床応用に

資する研究 

（2017031の施設追加、症例増加等の変更） 

2018/6/25 2018029 循環器内科 荒木 基晴 
日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）専門医技能

評価のためのシネアンギオ動画提出について（荒木基晴、小

林範弘、毛利晋輔、堤正和） 

2018/6/25 2018024 呼吸器外科 井上 芳正 
悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究 

（2017058の研究責任者の変更等） 

2018/6/21 2018019 循環器内科 平野 敬典 
重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建

術の有効性に関する多施設・前向き観察研究（Warriors） 

2018/6/19 2018023 
リハビリテーシ

ョン科 
鈴木 涼平 嚥下造影検査が診断の契機となった気管食道瘻の一例 

2018/6/19 2017126 総合小児科 波多野 道弘 
食物アレルギー患者における重篤なアレルギー症状の緊急調

査 

2018/6/5 2018014 放射線部 稲垣 直之 ２ルーム型Hybrid-ERにおける運用と役割 

2018/6/1 2018012 救急科 廣江 成欧 重症肝損傷の治療方法と転帰 

2018/5/31 2018016 
東京医療保健大

学大学院 
近藤 寛 

周術期管理チームが術前説明を行うことによる術前不安の軽

減 
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2018/5/31 2018010 看護部 諏訪 寛和 
一般病棟に緊急入院した患者家族のニーズに関する調査研究 

-当院７階東病棟に緊急入院されたケースを対象に- 

（2017104の期間延長等の変更） 

2018/5/31 2017112 
心臓血管センタ

ー 
伊藤 良明 

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 SELECTTM＋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（RESET extended study） 

（2011003の責任者、期間延長等の変更） 

2018/5/30 2018013 放射線部 太斎 圭輔 
ここを変えるとどうなるの？？ ～ 腹部 T2 コントラスト

の基礎のキソ ～ 

2018/5/23 2018008 感染管理対策室 大石 貴幸 
血流感染マネジメントバンドルを活用した血流感染対策に関

する実態調査 

2018/5/23 2017121 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

シトリン欠損症における食事療法のガイドラインの作成と成

人発症2型シトルリン血症の発症因子と予測因子の解明 

2018/5/21 2018005 循環器内科 荒木 基晴 
経カテーテル的大動脈弁留置後の心房細動患者におけるエド

キサバンと標準治療の比較、及びそれらの臨床転帰に関する

影響 ENVISAGE-TAVI AF 

2018/5/21 2018007 放射線部 稲垣 直之 2ルーム型Hybrid-ERにおける運用と診療放射線技師の役割 

2018/5/15 2017123 循環器内科 伊藤 良明 
分岐部/入口部病変におけるplaque debulking後のDCB（Drug 

Coated Balloon）の効果の検討（DCA/DCBレジストリ） 

2018/5/11 2018011 放射線部 青木 みき トモシンセシスガイド下吸引式針生検の検討 

2018/4/25 2018006 外科 三原 康紀 
再発危険因子を有する StageⅡ大腸癌に対する UFT/LV治療の

臨床的有用性に関する研究 

（2014030・2015054の期間延長等の変更） 

2018/4/19 2018004 
心臓血管センタ

ー 
伊藤 良明 

第一回横浜ライブデモンストレーション 平成 30 年 4 月 20

日、21日実施 

2018/4/13 2018002 泌尿器科 石田 勝 
膀胱癌に対するロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 

（2017098の委員会指摘事項に関する変更申請） 

2018/4/13 2017094 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 急性発症型自己免疫性肝炎（AIH）の診断指針の策定 

2018/4/11 2017124 救急科 清水 正幸 進行・再発肛門管癌に対する5FU＋CDDP療法 

2018/4/5 2017101 脳神経外科 峯 裕 
インドシアニングリーン(ICG)および近赤外線レーザーを用

いた術中脳腫瘍蛍光診断 

2018/4/5 2017118 泌尿器科 小杉 道男 
将来の精子形成障害に備えた男性の精子凍結保存について新

規規定の導入 

2018/4/4 2017106 循環器内科 平野 敬典 

大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する血

管内超音波併用下でのステントグラフトを用いた血管内治療

の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究（VANQUISH） 

（2017085の期間延長等の変更） 

2018/3/27 2017093 
周術期支援セン

ター 
谷口 英喜 

待機的結腸切除手術患者への術前のロイシン強化飲料および

運動介入効果の検討 ～適切な介入期間、ロイシン負荷量お

よび運動介入法の探索研究～ 

2018/3/27 2017122 泌尿器科 小杉 道男 

尿路性器外傷の治療法に関する多施設共同研究 

REtrospective multicenter AnaLysis of patients with 

GENiTourinaRY trauma（REAL-GENTRY） 

（2017108の研究期間延長等の変更） 
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2018/3/27 2017125 
糖尿病・内分泌

内科 
土方 麻衣 

2 型糖尿病患者における心血管リスク因子回避に関するダパ

グリフロジンＶＳシタグリプチンの有効性の検討

（DIVERSITY-CVR Study) 

(2017064の分担医師、予定症例数等の変更) 

2018/3/26 2017111 泌尿器科 小杉 道男 前立腺針生検の手法別合併症に関する多施設共同研究 

2018/3/26 2017119 放射線部 鈴木 健太郎 
前立腺体幹部定位放射線治療における回転補正効果の基礎検

討 

2018/3/26 2017120 精神科 齋藤 淳一 
アリピプラゾール持続性注射剤が奏功し、早期に職場復帰に

至った統合失調症の一例 

2018/3/15 2017109 
小児肝臓消化器

科 
梅津 守一郎 小児期発症原発性硬化性胆管炎の長期予後に関する検討 

2018/3/12 2017117 不整脈科 酒井 毅 
新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査 

- New Japan Cardiac Device Treatment Registry（New JCDTR）

- 

2018/3/12 2017115 栄養部 齊田 真理 
Open abdominal management施行患者に対する栄養管理につい

ての検証 

2018/3/12 2017114 放射線部 稲垣 直之 Dy-Volume scanにおける小児異物誤飲の評価 

2018/3/7 2017110 新生児科 中村 久理子 
新生児低体温療法レジストリーによる我が国の新生児蘇生法

ガイドラインの普及と効果に関する研究 

2018/3/2 2017113 放射線部 稲垣 直之 2ルーム型Hybrie-ERにおける運用と現状 

2018/2/28 2017108 泌尿器科 小杉 道男 

尿路性器外傷の治療法に関する多施設共同研究 

REtrospective multicenter AnaLysis of patients with 

GENiTourinaRY trauma（REAL-GENTRY） 

（2017078の研究責任者の変更等） 

2018/2/28 2017105 外科 伊藤 康博 
胆道癌切除例に対する S-1 術後補助化学療法の至適投与期

間を検討するランダム化比較第Ⅱ相試験（TOSBIC 03） 

2018/2/22 2017107 放射線部 伊東 利宗 

Evaluation of Edge-Preserving and Noise-Reducing Effects 

using the Nonlinear Diffusion Method in Bone SPECT 

（邦題）Nonlinear Diffusionを用いた骨SPECTにおけるエッ

ジ保存・ノイズ低減効果の評価 

2018/2/22 2017103 呼吸器外科 井上 芳正 
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討する多

施設共同後ろ向き臨床研究 

2018/2/22 2017087 産婦人科 田口 圭祐 当院における双胎妊娠の様式と考察 

2018/2/21 2017104 看護部 諏訪 寛和 
一般病棟に緊急入院した患者家族のニーズに関する調査研究 

-当院７階東病棟に緊急入院されたケースを対象に- 

2018/2/21 2017100 

順天堂大学大学

院 
医科学研究科 

鈴木 健太郎 
320列面検出器による 4次元 CT画像を用いた肺腫瘍領域の描

出法の提案 

2018/2/6 2017102 集中治療科 大村 和也 
経カテーテル的大動脈弁置換術待機患者におけるフレイルの

身体的特徴 

2018/2/2 2017099 集中治療科 大村 和也 
VA-ECMO で治療しえた敗血症によるたこつぼ型心筋症の症例

報告 

2018/2/1 2017095 外科 渋谷 慎太郎 
破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内

挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究 

2018/1/31 2017072 泌尿器科 石田 勝 骨盤臓器脱に対するロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術の有
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用性・安全性についての検討 

2018/1/31 2017071 泌尿器科 石田 勝 
腎盂尿管移行部狭窄症に対するロボット支援腹腔鏡下腎盂形

成術の有用性・安全性についての検討 

2018/1/31 2017065 不整脈科 酒井 毅 
心房細動患者におけるマーシャル静脈の化学的アブレーショ

ン 

2018/1/29 2017064 
糖尿病・内分泌

内科 
土方 麻衣 

2 型糖尿病患者における心血管リスク因子回避に関するダパ

グリフロジンＶＳシタグリプチンの有効性の検討

（DIVERSITY-CVR Study) 

2018/1/29 2017019 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

進行性家族性肝内胆汁うっ滞症、良性反復性肝内胆汁うっ滞

症の新規診断法の確立を指向した研究 

2018/1/22 2017098 泌尿器科 石田 勝 
膀胱癌に対するロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 

（2016066の内容の変更等） 

2018/1/22 2017096 歯科口腔外科 堀内 俊克 疫学調査「口腔がん登録」多施設共同 

2018/1/18 2017092 
周術期支援セン

ター 
谷口 英喜 

腹腔鏡下胆嚢摘出術における術後アセトアミノフェン静注液

定時投与の効果検討 

2018/1/18 2017090 脳神経センター 丸山 路之 

神奈川県における急性期脳梗塞に対する再開通療法の登録観

察研究 

Kanagawa intravenous and endovascular treatment of acute 

ischemic stroke registry (K-NET registry) 

2018/1/12 2017097 心臓血管外科 林 祥子 
3腔解離を呈した慢性解離性大動脈瘤に対して Candy Plug法

を施行した一例 

2018/1/11 2017091 集中治療科 木村 慎一 当院ICUにおける再入室患者の検討 

2018/1/11 2017088 栄養部 上田 まなみ 胃がん手術患者の術後の食事療法・栄養状態の検討 

2018/1/11 2017078 泌尿器科 中島 洋介 
尿路性器外傷の治療法に関する多施設共同研究 

REtrospective multicenter AnaLysis of patients with 

GENiTourinaRY trauma（REAL-GENTRY） 

2018/1/4 2017086 放射線治療科 江里口 貴久 
初発孤立性肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療の有効性

に関する多施設共同試験 

2018/1/4 2017080 精神科 辻野 尚久 
精神科救急医療施設における尿中薬物検査の実施状況に関す

る調査 

2018/1/4 2017070 総合小児科 岩本 眞理 医療音声翻訳病院内臨床試験 

2017/12/22 2017084 麻酔科 佐藤 雄生 
当院における周術期栄養評価（サルコペニアと Prognostic 

Nutritional Index:PNI)と再手術率、在院日数との関連性 

2017/12/22 2017082 
筑波大学大学院

医学医療系 
日戸 諒一 

Dosimetric influence of respiratory motion in lung boron 

neutron capture therapy 

（呼吸性移動が肺腫瘍に対するホウ素中性子捕捉療法の線量

分布へ及ぼす影響） 

2017/12/20 2017089 麻酔科 菅 規久子 
帝王切開術後の硬膜外ドロペリドールの有無による嘔気嘔吐

の発生率の比較 

2017/12/20 2017085 循環器内科 平野 敬典 

大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する血

管内超音波併用下でのステントグラフトを用いた血管内治療

の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究（VANQUISH） 

（2017043の期間延長等の変更） 

2017/12/20 2017083 不整脈科 酒井 毅 
CRT 奏功の予測因子としての左心室内伝導時間に関する多施

設、前向きパイロット研究（BIO SELECT Pilot） 
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2017/12/12 2017077 集中治療科 大村 和也 
ICU における抜管後の嚥下スクリーニング評価の安全性と有

用性の研究 

（2016042の期間延長、共同研究者の追加等の変更） 

2017/12/12 2017079 感染管理対策室 大石 貴幸 
DPC・JANIS データを用いた抗菌薬使用状況と耐性菌発現状況

の関連性評価 

2017/12/12 2017081 患者サービス室 相川 祐里 
妊娠期から病院と地域が連携しておこなう育児支援 

-周産期チーム医療の試みと今後の課題- 

2017/12/04 2017076 産婦人科医 水戸 裕二朗 正期産におけるNICU入院児とハイリスク妊娠の関連性の検討 

2017/11/21 2017068 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

難治性小児胆汁うっ帯症に対するフェニル酪酸ナトリウムの

用法、用量至適化のための薬物動態試験 

（2017008の研究計画書・同意説明文書等の変更） 

2017/11/20 2017074 外科 坊岡 英祐 当院における残胃癌に対する手術症例の検討 

2017/11/14 2017054 放射線部 日戸 諒一 
Dosimetric impact of intra-fractional prostate motion in 

robotic radiotherapy 

2017/11/13 2017066 精神科 辻野 尚久 
精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関す

る研究 

2017/11/10 2017063 放射線部 渡辺 拓実 コイルの種類と使用範囲が画像に与える影響 

2017/11/7 2017069 循環器内科 毛利 晋輔 
大腿膝窩動脈領域における血管内治療後再狭窄病変に対する

血管内治療に関する多施設共同実態調査(TLR研究) 

2017/11/7 2017073 患者サービス室 水野 将樹 
急性期病院における心理介入の多層性についての考察 

-入院中に面接した2事例を通して- 

2017/11/06 2017067 循環器内科 伊藤 良明 
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 

2017/11/06 2017052 総合小児科 大山 宜孝 
てんかん・高アルカリフォスファターゼ血症・精神運動発達

障害等を呈する患者における遺伝子変異の検索と先天性 GPI

欠損症の病態解析 

2017/10/23 2017039 循環器内科 平野 敬典 
大動脈疾患ならびに抹消動脈疾患の診療に関する多施設共同

実施調査(REAL-WORLD) 

2017/10/19 2017059 循環器内科 荒木 基晴 
大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル的大動脈弁留置術が検

討された患者の診療・予後調査のための前向きレジストリ研

究 The OCEAN-TAVIレジストリ 

2017/10/4 2017062 循環器内科 伊藤 良明 Yokohama CTO Summit 2017 平成29年10月7日（土）実施 

2017/10/4 2017057 
小児肝臓消化器

科 
小林 宗也 小児好酸球性胃腸炎76例の臨床的特徴の検討 

2017/10/4 2017043 循環器内科 平野 敬典 
大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する血

管内超音波併用下でのステントグラフトを用いた血管内治療

の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究（VANQUISH） 

2017/9/29 2017061 放射線部 伊東 利宗 
Short-time acquisition of bone scintigraphy using 

non-linear diffusion processing 

2017/9/29 2017056 不整脈科 酒井 毅 
心房細動患者におけるマーシャル静脈の化学的アブレーショ

ン 

2017/9/22 2017060 放射線部 伊東 利宗 
センチネルリンパ節シンチグラフィにおけるアーチファクト

の症例報告 

2017/9/22 2017048 
周術期支援セン

ター 
谷口 英喜 

術後早期回復を目指した周術期管理方法に関する研究 

-周術期支援センターの支援による術後疼痛および悪心・嘔吐
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予防効果の検討-（2016090の研究者追加の変更） 

2017/9/20 2017053 集中治療科 進藤 俊介 
集中治療室（ICU）における抗菌薬使用とde-escalationの実

態調査（2017007の研究デザイン等の変更） 

2017/9/20 2017058 呼吸器外科 井上 芳正 
悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究 

（2017003のプロトコル等の変更） 

2017/9/15 2017050 
周術期支援セン

ター 
谷口 英喜 

がん診療連携拠点病院において、がん栄養食事指導料の導入

が栄養管理体制に与えた影響 

2017/9/11 2017036 循環器内科 平野 敬典 
大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジス

トリー研究（Guide SFA) 

2017/9/5 2017049 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 腎機能に基づくS-1用量算出式「B-B formula」の検証試験 

2017/8/31 2017051 放射線部 日戸 諒一 肝定位放射線治療の流れ 

2017/8/31 2017046 外科 坊岡 英祐 腎機能に基づくS-1用量算出式「B-B formula」の検証試験 

2017/8/30 2017029 臨床検査部 渋谷 理恵 
臨床分離肺炎球菌における多角的検討 

（2016058の個人情報等の変更） 

2017/8/30 2017030 臨床検査部 渋谷 理恵 
臨床分離 Staphylococcus lugdunensis における遺伝子学的

検討 （2016059の共同研究者の役職の変更） 

2017/8/29 2017044 脳神経内科 丸山 路之 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 

2017/8/29 2017026 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

難治性副腎疾患の診療の質向上と病態解明に関する研究 

（2015084の研究計画変更） 

2017/8/21 2017037 循環器内科 毛利 晋輔 
多種診断デバイスおよび新世代ナイチノールステントを用い

た SFA 領域への至適血管内治療の有効性に関する多施設前向

き研究（IGNITE study)（2016034の変更） 

2017/8/18 2017042 不整脈科 酒井 毅 
カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-AB

レジストリ) 

2017/8/18 2017035 循環器内科 毛利 晋輔 

鼠経靭帯以下の慢性閉塞性病変を有する閉塞性動脈硬化症に

対する下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（TruePath TM)を使

用した末梢血管内治療の安全性と有効性に関する多施設前向

き研究（TRUMP study) 

2017/8/18 2017020 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

アラジール症候群に対するベザフィブラートの有用性 

（2016038の個人情報等の変更） 

2017/8/18 2017018 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

銅代謝異常症におけるCOMMD1遺伝子変異に関する研究 

（2015086の個人情報等の変更） 

2017/8/10 2017045 循環器内科 伊藤 良明 
慢性完全閉塞病変（CTO)に対する経皮的冠動脈インターベン

ション（PCI)のレジストリー（Japanese CTO PCI Expert 

Registry)（2016033の個人情報等の変更） 

2017/8/10 2017031 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

小児肝線維性疾患の診断バイオマーカーの探索と臨床応用に

資する研究 

2017/8/7 2017040 薬剤部 丸山 真一 
C 型肝炎治療における病院薬剤師の取り組み ～薬剤師外来

とその評価～ 

2017/8/2 2017041 看護部 久保 恵子 視覚教材を用いたストーマケア指導の統一 

2017/8/1 2017034 泌尿器科 石田 勝 
高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法に

おける補助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究 

（2012026の個人情報等の変更） 

2017/7/27 2017038 泌尿器科 石田 勝 膀胱癌に対するロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 
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（2016066の年齢制限等の変更） 

2017/7/27 2017032 薬剤部 今浦 将治 
トロンボモデュリン アルファ（リコモジュリン®）の有効性

及び安全性に関する検討 

2017/7/25 2017021 放射線治療科 江里口 貴久 前立腺がんに対するロボット追尾定位放射線治療 

2017/7/20 2017017 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

小児期の B 型慢性肝炎に対するペグインターフェロン治療効

果（2016078の個人情報等の変更） 

2017/7/7 2017025 外科 伊藤 康博 
膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離・個別処理

と脾静脈同時切断の多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験 

（2016037の個人情報等の変更） 

2017/7/7 2017024 外科 伊藤 康博 
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関す

る検討～前向き多施設共同研究～ 

（2016009の個人情報等の変更） 

2017/6/30 2017022 総合小児科 岩本 眞理 
川崎病の早期診断および治療不応例・冠動脈形成リスク予測

における新規川崎病識別蛋白の有用性についての研究 

2017/6/30 2017033 産婦人科 渡邉 豊治 日本産科婦人科学会データベース登録事業（婦人科腫療登録） 

2017/6/30 2017007 集中治療科 進藤 俊介 
集中治療室（ICU）における抗菌薬使用とde-escalationの実

態調査 

2017/6/28 2017028 
心臓血管センタ

ー 
伊藤 良明 Yokohama Live Demonstration 2017 (平成29年7月1日） 

2017/6/28 2017015 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断

システムの構築（2016024の個人情報等の変更） 

2017/6/27 2017023 
心臓血管センタ

ー 
伊藤 良明 

日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）専門医技能

評価のためのシネアンギオ動画提出について 

2017/6/27 2017009 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

進行性家族性肝内胆汁うっ滯症、原発性胆汁うっ滯性肝硬変

症、原発性硬化性胆管炎、アラジール症候群、胆汁うっ滞性

の薬剤性肝障害、胆道閉鎖症などの難治性胆汁うっ滯性疾患

患者に対するフェニルブチレートの安全性と有効性に関する

探索的研究（2013048の個人情報等の変更） 

2017/6/23 2017027 放射線部 日戸 諒一 前立腺治療の照射誤差に関して 

2017/6/19 2017016 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

本邦における進行性家族性肝内胆汁うっ滞症の疫学調査 

（2016072の個人情報等の変更） 

2017/6/19 2017008 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

難治性小児胆汁うっ帯症に対するフェニル酪酸ナトリウムの

用法、用量至適化のための薬物動態試験 

（2016077の個人情報等の変更） 

2017/6/19 2017005 
リハビリテーシ

ョン部 
森下 史子 

医療経済評価に用いる健康関連 QOL 値集積のための実証的研

究 

2017/6/6 2017014 放射線部 大内 滋人 
長尺 FPD 撮影システムにおける実グリッドと散乱線補正処理

の比較 

2017/6/5 2017013 放射線部 鈴木 健太郎 
定位体幹部放射線治療計画における指示呼吸下 CT と 320 列

4DC-CTによる肺腫瘍輪郭の評価 

2017/6/2 2016095 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 慢性肝疾患鑑別における自己抗体有用性 

2017/5/30 2014012 放射線部 鈴木 健太郎 
動体追尾照射法における指示呼吸と 320 列 4D-CT による肺腫

瘍の描出精度の評価 

2017/5/30 2017004 小児肝臓消化器 小林 宗也 次世代シークエンサーを用いた膵炎関連候補遺伝子の全国的
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科 調査 

2107/5/19 2017011 放射線部 太斎 圭輔 Synthetic MRI を膝領域へ適応するための基礎検討 

2017/5/19 2017010 
心臓血管センタ

ー 
伊藤 良明 Yokohama Live Demonstration 2017 (平成29年5月20日） 

2017/5/19 2016100 脳血管内科 丸山 路之 

非弁幕症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向

き観察研究 

All Nippon AF In Elderly Registry-ANAFIE Registry- (企

業主導臨床研究） 

2017/5/19 2016099 脳血管内科 丸山 路之 
ｒｔ-PA（アルテプラーゼ）静注療法施行時の説明と同意に関

する院内指針の策定 

2017/5/12 2017006 看護部 高野 公輔 
身体疾患患者および医療チームに関わる心理職の能力要件に

関する研究 

（2016052の個人情報等の変更） 

2017/5/8 2016091 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

日本人非アルコール性脂肪性肝疾患が疑われる患者群におけ

るライソゾーム酸性リパーゼ欠損症の潜伏頻度に関する検討 

2017/5/8 2016090 
周術期支援セン

ター 
谷口 英喜 

術後早期回復を目指した周術期管理方法に関する研究 

-周術期支援センターの支援による術後疼痛および悪心・嘔吐

予防効果の検討- 

2017/4/28 2017003 呼吸器外科 井上 芳正 悪性胸膜中腫の前方視的データベース研究 

2017/4/21 2017002 消化器内科 大久保 雄介 
初発・再発限局性肝細胞癌に対するサイバーナイフによる体

幹部定位放射線治療の多施設共同第Ⅱ相試験 

2017/4/12 2017001 集中治療科 大村 和也 
本邦集中治療室における早期リハビリテーション実施に関す

る横断的研究 

2017/4/5 2016096 整形外科 谷川 英徳 人工膝関節置換術の患者満足度向上に関する研究 

2017/4/3 2016098 看護部 阪田 智美 
コミュニケーション手段に工夫を要した患者家族への関わり 

聴覚障害者の家族を事例に 

2017/4/3 2016097 看護部 櫻井 祥子 
重症外傷シミュレーションによる中堅看護師の実践の意味づ

け 

2017/4/3 2016094 脳神経外科 稲葉 真 法的脳死判定における脳死判定医としての妥当性に関して 

2017/3/30 2016066 泌尿器科 石田 勝 膀胱癌に対するロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 

2017/3/28 2016085 
東京医科歯科大

学 
角田 知之 先天性肝線維症の病態研究 

2017/3/28 2016086 
小児肝臓消化器

科 
十河 剛 

小児腸疾患診断における新規血清マーカーの臨床的有用性に

関する検討 

2017/3/17 2016070 放射線部 日戸 諒一 CyberKnifeでの肝腫瘍動体追尾照射における不確かさ 

2017/3/8 2016054 循環器内科 伊藤 良明 
経 皮 的 冠 動 脈 形 成 術 （ PCI) に お け る U1timaster 

Sirolimus-eluting stent留置後3か月以降の単剤抗血小板治

療の安全性、有効性に関する研究（MODEL U-SES) 

2017/3/7 2016076 総合小児科 及川 愛理 
痛風・高尿酸血症及び尿酸関連疾患の病態解明に関する研究 

（2013042・2014069の研究者等の変更） 

2017/3/3 2016089 集中治療科 星野 哲也 
非 HIV 感染者に発症した壊死性筋膜炎を合併した播種性クリ

プトコッカス症の1例 

2017/3/3 2016087 放射線部 鈴木 健太郎 
サイバーナイフによる追尾照射の治療計画における四次元 CT

の偏位時間加算画像の紹介 



済生会横浜市東部病院 倫理委員会 ホームページ内容 
 

2017/2/24 2016078 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

小児期の B 型慢性肝炎に対するペグインターフェロン治療効

果 

2017/2/24 2016075 放射線部 鈴木 健太郎 
サイバーナイフによる肝腫瘍動体追尾照射の治療計画におけ

る相対腫瘍位置の評価 

2017/2/24 2016024 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断

システムの構築 

2017/2/21 2016072 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 本邦における進行性家族性肝内胆汁うっ滞症の疫学調査 

2017/2/17 2016077 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

難治性小児胆汁うっ帯症に対するフェニル酪酸ナトリウムの

用法、用量至適化のための薬物動態試験 

2017/2/17 2016081 
山梨県立大学看

護学部 
米田 昭子 

外来糖尿病患者のフットケアにおけるセルフケアマネジメン

ト評価尺度の開発 

-フットケアを実践する認定看護師・専門看護師を対象にした

計量心理学的性能の検証- 

2017/2/16 2016065 循環器内科 平野 敬典 

重症下肢虚血に対するバイパス術と血管内治療に関する多施

設共同研究（ＳＰＩＮＡＣＨＲｅｇｉｓｔｒｙ）における観

察期間の延長 

（2015024の研究者の変更・観察期間の延長等の変更） 

2017/2/16 2016084 循環器内科 平野 敬典 
Japan Endovascular Treatmet Conference （JET2017）ライ

ブ施設参加 

平成29年2月18日（土） 

2017/2/14 2016083 循環器内科 平野 敬典 
大腿膝寓動脈疾患に対する血管内治療の多施設共同実態調査

（INNOVA) 

2017/2/3 2016074 
小児肝臓消化器

科 
梅津 守一郎 

潜在患者集団におけるライソゾーム酸性リパーゼ欠損症の出

現頻度に関する検討 

2017/2/3 2016080 循環器内科 平野 敬典 

大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症に対する血管内

超音波併用下の血管内治療の安全性と有効性に対する多施

設・前向き研究（IVORY) 

（2015044の症例登録期間変更） 

2017/2/3 2016082 循環器内科 平野 敬典 

大腿膝寓動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する 

薬剤溶出性ステント併用下血管内治療の安全性と有効性に 

関する多施設・前向き研究（ZEPHYR)に関する多施設による 5

年追跡調査 

（2012056の申請者等の変更） 

2017/2/3 2016079 救急部 吉田 浩輔 
抜管後の喉頭浮腫に対するアドレナリン・ベタメタゾン外用

投与法の検討 

2017/2/3 2014036 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

C型慢性肝炎患者（Ⅰ型高ウイルス量）に対するペグインター

フェロン・リバビリン・シメプレビル併用療法における治療

前因子、薬剤アドヒアランスと治療効果の検討ー全国済生会

肝臓研究グループ多施設共同研究ー 

2017/1/27 2016052 看護部 高野 公輔 
身体疾患患者および医療チームに関わる心理職の能力要件に

関する研究 

2017/1/27 2016059 臨床検査部 渋谷 理恵 
臨床分離 Staphylococcus lugdunensis における遺伝子学的

検討 

2017/1/27 2016061 
東京医療保険大

学大学院 
宇田川 美紀 

高度急性期機能をもつ病院における診療看護師（NP)の役割と

期待 

～診療看護師（NP)の活動の実態を通して～ 
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2017/1/27 2016069 外科 松田 諭 
胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の安全性・有効性に関する研

究 

2017/1/27 2016073 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

日本人 2 型糖尿病患者のインスリン単位調節における、患者

の自己調節群と医師調節群の QOL 及び自己効力感に関する比

較 研 究 （ The COMparison of satisfaction betweenn 

patient-led and physician-led titration groups Measured 

by QOL and self-efficacy scores In japanese T2D patients 

(The COMMIT-patient) study) 

（2016050の研究期間の延長等） 

2017/1/24 2016068 腎臓内科 鯉渕 清人 

保存期慢性腎臓病の erythropoiesis stimulating agent 

低反応性腎性貧血患者に対するエポエチン ベータ ペゴル

製剤投与時の維持ヘモグロビン値による腎予後の評価多施設

共同、オープンラベル、ランダム化並行群間比較試験 

（2014034からの研究計画等の変更） 

2017/1/23 2016055 循環器内科 伊藤 良明 
済生会横浜市東部病院 PCIライブデモンストレーション 

～Yokohama Complex PCI Live Demonstration～ 

2017/1/23 2016057 
小児肝臓消化器

科 
十河 剛 

小児患者に対するカプセル内視鏡検査の有用性および安全性

に関する前方視的研究 

017/1/23 2016071 
小児肝臓消化器

科 
梅津 守一郎 

小児原発性硬化性胆管炎症例における新規血清肝線維化マー

カーM2BPGi測定の有用性の検討 

2017/1/20 2016067 外科 伊藤 康博 
遠位胆管癌に対する膵頭十二指腸切除施行後成績における腫

瘍局在が及ぼす影響に関する研究 

2017/1/17 2016063 放射線部 鈴木 健太郎 肝臓のサイバーナイフ治療における計画 CTの紹介 

2017/1/17 2016023 
小児肝臓消化器

科 
十河 剛 

消化管細菌叢と小児の消化器疾患及び川崎病の関連について

の研究 

（2013035研究計画書の修正等） 

2017/1/13 2016062 泌尿器科 宮崎 保匡 
da Vinci サージカルシステム（DVSS)による腎部分切除術が

施行された腎腫瘍患者を対象とした後ろ向き大規模観察研究 

2017/1/5 2016049 麻酔科 永渕 万理 
帝王切開術前の積極的経口補水療法が循環動態に及ぼす影響 

（PVIを指標として用いた前向き検討） 

2017/1/5 2016050 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

日本人 2 型糖尿病患者のインスリン単位調節における、患者

の自己調節群と医師調節群の QOL 及び自己効力感に関する比

較 研 究 （ The COMparison of satisfaction betweenn 

patient-led and physician-led titration groups Measured 

by QOL and self-efficacy scores In japanese T2D patients 

(The COMMIT-patient) study) 

2016/12/22 201604 放射線部 日戸 諒一 CyberKnifeによる前立腺治療 

2016/12/16 2016060 放射線部 稲垣 直之 右腎動脈-総肝動脈バイパス再建術後 

2016/12/16 2016058 臨床検査部 渋谷 理恵 
臨床分離肺炎球菌における多角的検討 

（2016002の研究者の追加） 

2016/12/16 2016031 
心臓血管センタ

ー 
伊藤 良明 

実臨床におけるUltimaster薬剤溶出性ステント（DES)の安全

性及び有効性に関する多施設前向き研究（e-ULTIMASTER レジ

ストリー） 

2016/12/12 2016046 事務部 冨永 亜紀 
高度急性期病院の出口問題を解消する DPC データ活用につい

ての研究 
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2016/12/6 2016047 麻酔科 十河 大悟 
修 正 型電 気け いれ ん療法  (mECT:modified Electro 

Convulsive Therapy) における PVI (Pleth Variability 

Index)と SVV (Stroke Volume Valiance) の変動の検討 

2016/12/2 2016021 
小児肝臓消化器

科 
十河 剛 

炎症性腸疾患の背景としての原発性免疫不全症の検索と、臨

床的特徴の検討 

（2015031の研究責任者の変更等） 

2016/12/2 2016022 
小児肝臓消化器

科 
十河 剛 

消化管細菌叢と小児の原発性硬化性胆管炎(PSC)の関連につ

いての研究 

（2013034研究計画書の修正等） 

2016/12/2 2016045 外科 伊藤 康博 
膵頭部癌に対する門脈合併膵頭十二指腸切除施行後の左側門

亢症に関する研究 

－他施設共同研究－ 

2016/11/14 2016042 集中治療科 大村 和也 
ICU における抜管後の嚥下スクリーニング評価の安全性と有

用性の研究 

2016/11/8 2016038 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの アラジール症候群に対するベザフィブラートの有用性 

2016/11/8 2016008 薬剤部 齋藤 謙治 臨床薬剤業務に対する産科・婦人科病棟スタッフの意識調査 

2016/10/31 2016051 外科 江川 智久 
除可能胃癌に対する da Vinci surgical system (DVSS) によ

るロボット支援胃切除術の安全性、有効性、経済性に関する

多施設共同臨床試験 

2016/10/31 2015053 外科 江川 智久 
胃がんに対するロボット支援腹腔鏡手術の実施（第 2 版、選

定基準の変更）（2013023）の変更 

2016/10/31 2016048 循環器内科 平野 敬典 
Complex Cardiovascular Therapeutics(CCT)2016 

ライブデモンストレーション中継施設参加 平成27年10月21

日（金） 

2016/10/18 2016033 循環器内科 伊藤 良明 
慢性完全閉塞病変（CTO)に対する経皮的冠動脈インターベン

ション（PCI)のレジストリー（Japanese CTO PCI Expert 

Registry)（2013007の申請者等の変更） 

2016/10/18 2016043 放射線部 松尾 清邦 よくわかる胸部画像の見かた 

2016/10/18 2016044 薬剤部 永瀬 怜司 
抗がん剤投与後ルートフラッシュによる血管痛の対策とリス

ク因子の解析（2016026の研究期間の変更） 

2016/9/26 2016041 放射線部 伊東 利宗 脳血流シンチグラフィにおける検出器の黄変についての検討 

2016/9/16 2016.40 腎臓内科 鯉渕 清人 
腎臓病患者における血中シアリダーゼ活性と腎性貧血 

（2015080の他施設研究者の変更） 

2016/9/16 2016037 外科 伊東 康博 
膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離・個別処理

と脾静脈同時切断の多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験 

2016/9/6 2016039 産婦人科 秋葉 靖雄 
日本産婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業への参加 

（2012037の申請者等の変更） 

2016/9/2 2015084 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 難治性副腎疾患の診療の質向上と病態解明に関する研究 

2016/9/2 2016036 外科 伊藤 康博 
腹腔鏡下肝切除の安全性に関する検討 

～後ろ向き多施設共同研究～ 

2016/8/30 2016030 こどもセンター 岩本 眞理 
健常児の心臓超音波所見の基準値（正常値）作成に関する研

究 

2016/8/29 2016035 放射線部 宍戸 正明 
骨シンチグラフィ Static 画像における平滑化フィルタ処理

の有用性 
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2016/8/9 2016032 循環器内科 牧野 憲嗣 
Nobori and Uncoated Stent In Coronary Attack Nausica AMI 

臨床研究 

（2015025の申請者等の変更） 

2016/8/9 2016027 脳神経センター 丸山 路之 済生会脳卒中データベース登録による脳卒中医療の解析 

2016/8/2 2016028 看護部 中村 啓 
救急看護師の自殺未遂者への心理社会的な関わりを阻害する

組織の特性 

2016/7/29 2016018 放射線部 松尾 清邦 CALNEO Smart 導入レポート 

2016/7/29 2016034 循環器内科 平野 敬典 

多種診断デバイスおよび新世代ナイチノールステントを用い

た SFA 領域への至適血管内治療の有効性に関する多施設前向

き研究（IGNITE study) 

（2016011の変更） 

2016/7/25 2016029 看護部 栗原 美穂 当院ICUのせん妄発症リスク因子の探求 

2016/7/25 2016026 薬剤部 永瀬 怜司 
抗がん剤投与後ルートフラッシュによる血管痛の対策とリス

ク因子の解析 

2016/7/25 2016014 循環器内科 山脇 理弘 
冠動脈分岐部病変におけるProximal optimization technique

の有効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（PROPOT) 

2016/7/25 2015091 循環器内科 滝村 英幸 
DPC 及び電子カルテデータベースを用いた心不全入院患者を

対象とした薬剤疫学研究 

2016/7/20 2015083 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビ

デンス構築 

（2015064の変更） 

2016/7/12 2016016 放射線部 土亀 弘達 
核医学検査における予約システムの改善 Open 予約での運用

に向けて 

2016/7/12 2016011 循環器内科 平野 敬典 
多種診断デバイスおよび新世代ナイチノールステントを用い

た SFA 領域への至適血管内治療の有効性に関する多施設前向

き研究（IGNITE study) 

2016/7/6 2016010 外科 伊藤 康博 
浸潤性膵管癌切除症例に対する門注療法およびTS-1を用いた

術後補助化学療法の第Ⅱ相試験 

2016/6/28 2016017 外科 渋谷 慎太郎 末梢血管疾患診療に関する多施設共同観察研究 

2016/6/24 2016025 栄養部 土屋 文美 
がん化学療法施行患者における味覚障害の発生頻度と食物摂

取との相互作用に関する研究（2015067研究機関の延長等） 

2016/6/20 2016020 サルビア 立石 格 
横浜市児童虐待防止医療連携ネットワーク「子どもの外傷患

者初期対応アセスメントシート（案）」の試用後アンケート調

査（2015089の研究者変更） 

2016/6/20 2016002 臨床検査部 渋谷 理恵 臨床分離肺炎球菌における多角的検討 

2016/6/16 2016019 放射線部 鈴木 健太郎 
肝臓サイバーナイフ治療において呼吸性移動対策に 320列 CT

を用いた症例 

2016/6/8 2016012 循環器内科 伊藤 良明 
済生会横浜市東部病院 院内ライブデモンストレーション 

～Yokohama Complex PCI Live Demonstration～ 

2016/6/8 2106013 薬剤部 今浦 将治 
薬剤師による副作用の早期発見と重篤化回避に対する介入効

果 

2016/6/2 2016015 看護部 河嶋 あつ子 腹膜透析療法を選択した高齢患者と主介護者の体験 

2016/5/31 2016009 外科 伊藤 康博 
症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関す

る検討 
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～前向き多施設共同研究～ 

2016/5/17 2016005 看護部 石塚 美沙希 
ナラティブアプローチを用いて導き出された若手看護師の手

術看護を語る意味とは 

2016/5/17 2016004 放射線部 松尾 清邦 「iPadアプリの作成」 ～そのプログラムと収益～ 

2016/5/12 2016006 看護部 滝 真里 
手術室看護師の役割とチーム医療 

－腹臥位における褥瘡・神経予防への取り組みを通して－ 

2016/5/6 2016003 外科 伊藤 康博 膵頭十二指腸切除術後胆管炎の検討 

2016/4/21 2015080 腎臓内科 鯉渕 清人 腎臓病患者における血中シアリダーゼ活性と腎性貧血 

2016/4/21 2015076 循環器内科 伊藤 良明 
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後のDAPT期

間を 1 ヵ月に短縮することの安全性を評価する研究 

STOPDAPT-2 

2016/4/18 2016001 集中治療科 大村 和也 心臓血管外科術後急性期のショックに対する輸液負荷の検討 

2016/4/12 2015086 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 銅代謝異常症におけるCOMMD1遺伝子変異に関する研究 

2016/4/12 2015082 看護部 河嶋 あつ子 
急性期病院の透析室における人員配置の根拠を探る ～看護

必要度による検討～ 

2016/4/7 2015089 サルビア 立石 格 
横浜市児童虐待防止医療連携ネットワーク「子どもの外傷患

者初期対応アセスメントシート（案）」の試用後アンケート調

査 

2016/4/7 2015088 放射線部 日戸 諒一 center doseを用いたplaｎ作成 

2016/4/5 2015095 集中治療科 大村 和也 
スガマデクスの治療効果の予測に関する検討 

（2015058）の変更 

2016/4/1 2015094 放射線部 太斎 圭輔 当院におけるMAGiCの使用経験 ～現状と今後の課題～ 

2016/4/1 2015092 
小児肝臓消化器

科 
梅津 守一郎 

ファブリー病診療におけるLyso-Gb3の有用性の検討 

（2015037）の変更 

2016/4/1 2015090 呼吸器外科 井上 芳正 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症例に対する登録研究 

2016/4/1 2015087 腎臓内科 青木 敏行 
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究 

ダルベポエチンアルファ製剤低反応に関する検討BRIGHTEN 

（2014055）の変更 

 

平成27年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研究等の題目 

2016/3/25 2015093 循環器内科 伊藤 良明 
Yokohama Live Demonstration 2016 

～新生、東部ライブへようこそ～ 

2016/3/14 2015085 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

I-UNITE Study Insulin combined with the DPPP-4 inhibitor 

sitagliptin for diabetes:evaluation study 

（2014024）の責任医師変更 

2016/2/22 2015081 脳神経センター 丸山 路之 

非弁膜症性心房細動を伴う脳梗塞患者の脳内微小出血に及ぼ

す抗凝固薬の影響に関するPilot臨床観察研究 

-脳内微小出血を指標とした脳出血リスクの検索的評価- 

（略称：CMB-NOW) 

2015004の変更（期間延長） 

2016/2/22 2015077 放射線部 尾方 健 2D-Gradient Echo 法における最適フリップ角の基礎検討 
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2016/2/22 2015070 放射線部 宮川 竜太 
光子線を用いた放射線治療すべての治療装置に対応した患者

個々の治療の品質保証の確立 

2016/2/9 2015074 麻酔科 佐藤 智行 
ロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺全摘術（RALP)の症例蓄積

による合併症、手術時間等の変化についての後ろ向き検討 

2016/1/28 2015079 放射線部 松尾 清邦 一般撮影における症例画像学習ツールについて 第2報 

2016/1/28 2015078 
小児肝臓消化器

科 
梅津 守一郎 

異なる遺伝子型由来ＨＢワクチンを組み合わせた予防接種効

果 

2016/1/28 2015073 麻酔科 佐藤 智行 
径カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）における心尖部アプロ

ーチと大腿動脈アプローチの術前術後の血清クレアチニン値

を指標とした腎機能障害の後ろ向き検討 

2016/1/28 2015071 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

潜在患者集団におけるリソソーム酸性リパーゼ欠損症の出現

頻度に関する検討 

2016/1/19 2015075 集中治療科 大村 和也 経カテーテル的大動脈弁留置術後の急性腎障害の検討 

2016/1/8 2015059 
糖尿病・内分泌

内科 
比嘉 眞理子 

軽度血糖コントロール不良 2 型糖尿病患者におけるダパグリ

フロジンの血管内皮機能及び血糖コントロールに対する有効

性の検討（ＤＥＦENCE ｓｔｕｄｙ） 

2016/1/8 2015062 栄養部 藤谷 朝実 
高機能性大麦食品の特性および嗜好性評価と糖尿病治療食へ

の利用に関する研究（2013030）の変更 

2016/1/8 2015064 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビ

デンス構築 

2016/1/8 2015067 栄養部 土屋 文美 
がん化学療法施行患者における味覚障害の発生頻度と食物摂

取との相互作用に関する研究 

2016/1/8 2015072 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

発症前型Wilson病小児例に対する亜鉛製剤の有効性と安全性

に関する多施設研究 

2015/12/25 2015069 救急科 佐藤 智祥 
内因性出血疾患に対する緊急腹部ＩＶＲにおける全身麻酔管

理の必要性についての検討 

2015/12/15 2015068 泌尿器科 宮崎 保匡 2015年尿路結石全国疫学調査（多施設後方視的観察研究） 

2015/12/8 2015045 
小児肝臓消化器

科 
藤澤 知雄 

急性発症型自己免疫性肝炎（AIH)の判断基準及び治療指針の

策定 

2015/12/7 2015066 看護部 伊藤 由紀子 
脊椎手術後に硬膜下血腫を合併した患者の排泄自立にむけて

の看護をとおして 

～多職種の中での看護師の役割～ 

2015/12/7 2015065 循環器内科 伊藤 良明 
循環器カテーテル検査・治療 看護師・コメディカル研修 

「第5回 冠動脈インターベンション治療を見る」  

平成27年12月17日（木）実施 

2015/12/1 2015063 放射線部 松尾 清邦 明日から活かせるCT気管支解剖 

2015/11/6 2015060 看護部 大道 美保 
2015 年度 緩和ケアチーム活動に対するスタッフの認知度お

よびニーズに関する調査 

-緩和ケアチーム活動の発展のために- 

2015/11/4 2015001 看護部 中野 麻里 
生活リズムの調整が睡眠覚醒リズムの形成と発達に及ぼす影

響 

2015/11/4 2015061 循環器内科 平野 敬典 
Optimal Treatment of peripheral Artery Club (OTAC) 4th 

Live Demonstration 

平成27年11月14日実施 

2015/10/19 2015056 外科 伊藤 康博 高齢者に対する膵頭十二指腸切除の検討 
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2015/10/13 2015057 口腔外科 堀内 俊克 

頬骨複合体骨折に合併する眼窩底骨折における眼窩底再建の

適応について 

（第60回日本口腔外科学会総会 学術集 2015年10月16～

18日 名古屋） 

2015/10/13 2015049 外科 伊藤 康博 遠位胆管癌術後早期再発予測因子の検討 

2015/10/9 2015044 循環器内科 平野 敬典 
大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症に対する血管内

超音波併用下の血管内治療の安全性と有効性に対する多施

設・前向き研究（IVORY) 

2015/10/9 2015046 
小児肝臓消化器

科 
藤澤 知雄 自己免疫性肝炎（AIH）患者の生活の質（QOL)調査 

2015/10/2 2015055 循環器内科 平野 敬典 
Complex Cardiovascular Therapeutics(CCT)2015 

Live Case Demonstrations 平成27年10月30日（金） 

2015/10/2 2015048 看護部 小陽 美紀 
看護師における仕事のストレッサーが心身の健康や離職意向

に及ぼす影響 

2015/10/2 2015047 看護部 小原 澄子 災害拠点病院における発災時看護マネジメント 

2015/10/2 2014047 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの 

小児期に生体肝移植を受けた患者にとっての治療や療養生活

の意味に関する研究 

2015/9/15 2015011 看護部 仲野 祥子 
外傷の早期発見と予防対策についての検討 

－重症心身障害児（者）・肢体不自由児における分析－ 

2015/9/9 2015037 
小児肝臓消化器

科 
吉年 俊文 ファブリー病診療におけるLyso-Gb3の有用性の検討 

2015/9/4 2015025 循環器内科 髙藤 広弥 
Nobori and Uncoated Stent In Coronary Attack Nausica AMI 

臨床研究 

（2012010の申請者等の変更） 

2015/8/27 2015039 看護部 諏訪 寛和 
術直後から翌日の安静解除までに感じる不快症状の調査研究 

当院泌尿器科手術を受けた患者について 

2015/8/24 2015036 放射線部 松尾 清邦 
組織委員会 ChallengeNote 初級編 ～明日から活かせるＣ

Ｔ気管支解剖～ 

2015/8/24 2015024 循環器内科 平野 敬典 
ＳＰＩＮＡＣＨＲｅｇｉｓｔｒｙ重症下肢虚血に対するバイ

パス術と血管内治療に関する多施設共同研究（2011023の申請

者等の変更） 

2015/8/17 2015026 腎臓内科 鯉渕 清人 
保存期慢性腎臓病の透析導入期における赤血球造血刺激因子

製剤の貧血抑制効果の比較検討 

2015/8/17 2015031 
小児肝臓消化器

科 
岩澤 堅太郎 

炎症性腸疾患の背景としての原発性免疫不全症の検索と、臨

床的特徴の検討（2014068の参加者の追加） 

2015/8/17 2015020 栄養部 工藤 雄洋 「術前経口補水療法が看護業務に与える影響の検証」 

2015/8/12 2015007 循環器内科 平野 敬典 
下肢閉塞性動脈硬化症に対するインジゴカルミンを用いた膝

窩動脈以下の造影に対する安全性、有用性に対する探索的多

施設前向き介入研究（DIESEL-Study) 

2015/8/12 2015009 外科 小野 滋司 大動脈瘤治療の長期成績を解析する多施設共同研究 

2015/8/12 2015012 脳神経外科 稲葉 真 脳死下臓器提供における倫理審査 

2015/8/12 2015028 看護部 大坪 慶子 当施設にICUにおける経腸栄養プロトコールの有用性の検討 

2015/8/3 2014072 泌尿器科 宮崎 保匡 
膀胱全摘術、腎尿管全摘術、経尿道的膀胱腫瘍切除術が施行

された患者の予後解析（多施設後方視的観察研究） 
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2015/8/3 2015019 栄養部 工藤 雄洋 「術前経口補水療法実施による患者アドヒアランスの検証」 

2015/8/3 2015023 
小児肝臓消化器

科 
十河 剛 小児小腸バルーン内視鏡に関する多施設共同前方視的研究 

2015/7/22 2015010 
小児肝臓消化器

科 
乾 あやの B型慢性肝炎患者の爪・毛髪が含むHBV DNA量の検討 

2015/7/22 2014074 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

トホグリフロジンの安全性および有効性の検討-前向き観察

研究- 

2015/7/6 2015018 心臓血管外科 伊藤 努 
急性大動脈解離患者における心拍数コントロールの予後への

効果検討 

（2014022の申請者等変更） 

2015/7/6 2015015 循環器内科 高間 拓郎 

大腿膝窩動脈領域病変に対する薬剤溶出性ステント（Zilver 

PTX）とシロスタゾール併用下ナイチノールステント（Misago 

ステント）を用いた血管内治療の検討（2013054の申請者等変

更） 

2015/7/6 2015014 循環器内科 毛利 晋輔 
リスクの高い重症下肢虚血に対する結構再建術に関する多施

設共同前向レジストリ研究（PRIORITY Registry）（2013057

の申請者等変更） 

2015/5/25 2015008 
心臓血管センタ

ー 
村松 俊哉 

冠動脈分岐部病変に対するステント留置術の 3D-OCT による

検討（2014040の変更） 

2015/5/25 2015005 
心臓血管センタ

ー 
村松 俊哉 

Tokyo Percutaneous Cardiovascular Intervention 

Conference (TOPIC2015) ライブ施設参加 平成 27年 7月 11

日（土） 

2015/5/25 2015004 脳神経センター 丸山 路之 

非弁膜症性心房細動を伴う脳梗塞患者の脳内微小出血に及ぼ

す抗凝固薬の影響に関するPilot臨床観察研究 

-脳内微小出血を指標とした脳出血リスクの検索的評価- 

（略称：CMB-NOW) 

2015/5/18 2015006 放射線部 伊東 利宗 
Adaptation of a low count and a short-time collection of 

the123 I-MIBG 

Myocardial scintigraphy by Nonlinear diffusion method. 

2015/4/21 2014064 循環器内科 荒木 基晴 アジアにおけるTAVR臨床結果調査研究 

 

平成26年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研究等の題目 

2015/3/31 2014070 放射線部 日戸 諒一 dynamic volume scan 4DCT による呼吸性移動評価 

2015/3/20 2014067 循環器内科 伊藤 良明 
済生会横浜市東部病院 第 4 回 X-Pert Forum Live 

Demonstration Course 

平成27年4月4日（土） 

2015/3/20 2014065 
小児肝臓消化器

科 
角田 知之 

新生児胆汁うっ滞疾患に対する網羅的遺伝子解析（2013043の

変更） 

2015/3/10 2014069 
小児肝臓消化器

科 
角田 知之 

痛風・高尿酸血症及び尿酸関連疾患の病態解明に関する研究

（2013042の変更） 

2015/2/24 2014042 
糖尿病・内分泌

内科 
一城 貴政 

原発性アルドステロン症における副腎静脈サンプリングの局

在診断基準と副腎手術後予後との関連に関する検討 

2015/2/18 2014058 看護部 二瓶 啓徳 
Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) 導入前後の内

科疾患による気管内挿管患者における鎮痛・鎮静剤の使用量
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の変化 

2015/2/3 2014053 耳鼻咽喉科 大塚 邦憲 
一側性反回神経麻痺に対するリン酸カルシウムペースト（商

品名：BIOPEX®－R）を用いた声帯内注入術 

2015/2/3 2014056 循環器内科 毛利 晋輔 

大腿動脈および膝窩動脈病変の血管内治療時における定量的

血管造影法の精度に関する検討～定量的血管造影と血管内超

音波およびコンピュータ断層撮影との比較 

2014/12/9 2014052 循環器内科 小林 範弘 
組織欠損を伴う重症下肢虚血肢における血管内治療の膝下動

脈病変の開存率と傷治癒との関係性の検討 

2014/11/20 2014012 薬剤部 江口 裕三 

HCV 治療における地域連携パスを用いた保険薬局の薬歴評価

と連携の有用性 

Medication History Evaluation of Community Pharmacy wiyh 

Community Cooperation Path in HCV Treatment Usefulness of 

Cooperation 

2014/10/6 2014034 腎臓内科 鯉渕 清人 

保存期慢性腎臓病の erythropoiesis stimulating agent 

低反応性腎性貧血患者に対するエポエチン ベータ ペゴル

製剤投与時の維持ヘモグロビン値による腎予後の評価多施設

共同、オープンラベル、ランダム化並行群間比較試験 

2014/10/2 2014032 消化器外科 江川 智久 癌患者の倦怠感におけるカルニチンの有用性の検討 

2014/9/29 2014033 看護部 二瓶 啓徳 
APACHE(acute physhiology and chronic health evaluation)

Ⅱscoreと医原性皮膚障害の発生について 

2014/9/11 2014044 放射線部 松尾 清邦 
KART（神奈川県放射線技師会） 組織委員会 LungCT 

Challenge Note 初級編 

2014/9/8 2014024 
糖尿病・内分泌

内科 
大内 博美 

I-UNITE Study Insulin combined with the DPPP-4 inhibitor 

sitagliptin for diabetes:evaluation study 

201/8/27 2014009 泌尿器科 小杉 道男 

限局性前立腺癌に対するホルモン療法、ロボット支援前立腺

摘除術ダヴィンチ、サイバーナイフ、密封小線源療法におけ

る治療成績とQOL、治療満足度の検討 

2014/8/26 2014037 臨床工学部 森實 雅司 
急性血液浄化療法の導入時間についての後ろ向き多施設観察

研究 

2014/8/26 2014029 精神科 吉邨 善孝 
身体合併症を有する精神疾患患者における「重度かつ慢性」

判定に関する調査 

2014/8/26 2014027 泌尿器科 石田 勝 腎細胞癌に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 

2014/7/30 2014030 外科 三原 康紀 
再発危険因子を有する StageⅡ大腸癌に対する UFT/LV療法の

臨床的有用性に関する研究 

2014/7/2 2014021 循環器内科 伊藤 良明 

急性心筋梗塞治療におけるエベロリムス溶出性コバルトクロ

ムステントの早期および慢性期血管反応の多施設比較研究

（MECHANISM-AMI） 

2014/6/23 2014023 
小児肝臓 

消化器科 
乾 あやの 

小児受診者の採血残余検体を用いたB型肝炎感染に関する 

多施設共同研究 

2014/6/9 2014016 外科 渋谷 慎太郎 末梢動脈疾患治療に関する多施設前向き研究 

2014/6/3 2014020 泌尿器科 宮崎 保匡 
前立腺癌に対するロボット支援手術の導入 （2012040の手術

者の追加による変更）※6/27手術実施 

2014/6/3 2014006 
小児肝臓 

消化器科 
乾 あやの 

高脂血症、脂肪肝症例におけるリソソーム酸性リパーゼ活性

測定法の検討 （2013028の再申請） 

2014/5/29 2014014 臨床検査部 横山 一紀 関東地区の医療施設において分離された Acinetobacter 属菌
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に関する疫学調査 

2014/5/29 2014013 救急科 松本 松圭 外傷性気胸に胸腔ドレーンを背側へ挿入する必要性の検討 

2014/5/29 2014001 循環器内科 滝村 英幸 
慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予

防効果の検討 RESPECT-EPA 

2014/5/29 2013064 消化器外科 江川 智久 
食道癌におけるフィブリノゲンとアルブミンの予後予測因子

としての有用性に関する多施設共同前向き観察研究 

2014/5/7 2014010 外科 三原 康紀 
胃がんに対するロボット支援腹腔鏡手術（da Vinci）の実施 

（2013023の費用負担変更） 

2014/4/30 2014004 産婦人科 長谷川 明俊 
婦人科良性疾患に対しロボット支援腹腔鏡手術(da Vinci)の

実施 （2012047の費用変更） 

2014/4/30 2014003 産婦人科 長谷川 明俊 
早期子宮がんに対してロボット支援腹腔鏡手術（da Vinci)の

実施 （2012032の費用変更） 

平成25年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研 究 等 の 題 目 

2014/4/15 2013056 循環器内科 平野 敬典 
膝下動脈病変に対する血管内治療後のシロスタゾールの有効性

について（CABBEGE） 

2014/4/15 2013049 
小児肝臓 

消化器科 
乾 あやの 

B 型肝炎ウィルス母子感染ハイリスク妊婦への個別対応に関す

る研究 

2014/4/14 2013032 外科 渋谷 慎太郎 
無症候性下腿限局型深部静脈血栓症に対する、弾性ストッキン

グを用いた理学療法の安全性に関する検討 

2014/3/14 2013044 循環器内科 山脇 理弘 
冠動脈狭窄病変に対する瞬時血流予備量比(iFR)と冠血流予備

量比(FFR)を併用した機能的評価の有用性の検討 

2014/3/12 2013045 整形外科 船山 敦 
全人工股関節置換術に対する術中からの間欠的空気圧迫装置を

用いた深部静脈血栓症予防に関する研究 

2014/2/5 2013053 循環器内科 荒木 基晴 
大動脈弁狭窄症に対する経皮的大動脈弁留置術(TAVI)の導入

（導入2月7日） 

2014/1/30 2013051 循環器内科 平野 敬典 

Misago ステントを用いた大腿膝窩動脈領域への血管内治療の

安全性・有効性に関する多施設・前向き研究 Misago Japan 

Registry 

 

2013/12/9 2013031 救急科 松本 松圭 腹部救急疾患におけるI-FABPに関する調査 

2013/11/28 2013036 精神科 吉邨 善孝 精神科病棟における在院長期化要因に関する調査 

2013/11/20 2013035 
小児肝臓            

消化器科 
十河 剛 

消化管細菌叢と小児の消化器疾患及び川崎病の関連についての

研究（2013017研究計画書の修正） 

2013/11/20 2013034 
小児肝臓            

消化器科 
十河 剛 

消化管細菌叢と小児の原発性硬化性胆管炎(PSC)の関連につい

ての研究（2012068研究計画書の修正） 

2013/10/10 2013018 
脳血管 

神経内科 
村松 和浩 多発性ラクナ梗塞の危険因子とMTHFR遺伝子C677T多型 

2013/9/30 2013025 
小児肝臓         

消化器科 
乾 あやの 

原発性硬化性胆管炎合併潰瘍性大腸炎と非合併潰瘍性大腸炎の

病変局在の相違に関する検討 
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2013/9/17 2013020 
小児肝臓         

消化器科 
乾 あやの 川崎病と遺伝子多型の前方視的検討 

2013/8/30 2013023 消化器外科 江川 智久 胃がんに対するロボット支援腹腔鏡手術の実施 

2013/8/2 2013010 循環器内科 荒木 基晴 

リゾリュート・インテグリティーを用いた日本の実地臨床にお

ける長期の有効性および安全性に関する前向き多施設共同市販

後臨床研究 

2013/7/26 2013004 救急科 松本 松圭 開腹困難な症例に対するABRA®Abdominal wall Closura使用 

2013/7/23 2013007 循環器内科 村松 俊哉 
慢性完全閉塞（CTO）病変に対する経皮的冠動脈インターベンシ

ョン(PCI)のレジストリー（Japanese CTO PCl Registry) 

2013/7/19 2013008 循環器内科 滝村 英幸 
非弁膜症心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対する              

リバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察研究 

2013/7/10 2013001 
脳血管 

神経内科 
村松 和浩 

脳血管性障害を有するアルツハイマー型認知症に対する 

ドネペジル塩酸の治療経過の検討 

2013/6/28 2013014 放射線部 松尾 清邦 電子書籍におけるＸ線画像の利用 

 

平成24年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研 究 等 の 題 目 

2013/2/27 2012051 腎臓内科 鯉渕 清人 

保存期慢性腎臓病におけるダルベポエチンアルファ製剤低反応

性腎性貧血賢者を対象としたエポエチンベータペゴル製剤への

切り替えによる造血効果と血清へプシジンモニタリングによる

鉄代謝への影響の検討 

2013/2/27 2012021 
糖尿病・             

内分泌内科 
比嘉 眞理子 J－BRAND Registry 

2013/2/8 2012048 リウマチ科 野本 聡 
術後最大屈曲角度改善におけるFlex IM Rodの有用性に関する

多施設前向き一般臨床研究 

2012/12/27 2012037 産婦人科 小西 康博 日本産婦人科学会 周産期委員会 周産期登録事業への参加 

2012/10/1 2012026 泌尿器科 石田 勝 
高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法にお

ける補助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究 

2012/9/3 2012019 消化器内科 建持 岳史 

治療切除不能進行再発大腸癌における2
nd
line XELIRI + 高用量

ベバシズマブ（Bi-weekly）の第Ⅱ相臨床試験               

（ＡＶＩＲＩＸ試験） 

2012/8/20 2012006 小児科 乾 あやの 
ヒトマクロファージからのコレステロール排泄に対する

ATP8B1の寄与の検討 

2012/8/6 2012015 小児科 乾 あやの 

進行性家族性胆汁うっ滞症、原発性胆汁性うっ滞性肝硬変症、

原発性硬化性胆管炎、アラジール症候群などの難治性胆汁うっ

滞性疾患患者に対する4- phenylbutyrate（4PB）の安全性と有効

性に関する探索的研究（2009016）の変更 

2012/8/1 2012004 産婦人科 渡邊 豊治 早期子宮体癌に対する腹腔鏡手術の実施 
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2012/7/31 2012018 外科 林 忍 
破裂性腹部大動脈瘤の現状および集学的治療の一環としての 

ステントグラフト内挿術の役割の検討 

2012/4/24 2011031 消化器内科 建持 岳史 
KRAS 野生型の進行・再発大腸癌に対する FOLFIRI＋biweekly 

Cetuximab併用療法の第Ⅱ相試験 

2012/4/24 2011037 消化器内科 建持 岳史 
HER2陽性65歳以上の進行再発胃癌に対するティーエスワン+ト

ラスツズマブ併用療法の第Ⅱ相試験 

2012/4/5 2011033 循環器内科 山脇 理弘 
冠動脈分岐部への薬剤溶出性ステント植え込みの多施設共同比

較研究（BEGIN) 

 

平成23年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研 究 等 の 題 目 

2012/3/28 2011019 循環器内科 伊藤 良明 
実地臨床におけるNoboriバイオリムスA9エリューティングス

テントの至適二剤併用抗血小板療法（DAPT)期間の検討 

2012/3/9 2011028 救急科 松本 松圭 腹部刺創患者におけるCTを用いた画像診断の有用性 

2012/3/9 2011027 救急科 松本 松圭 
外傷不顕性気胸における胸部斜位撮影を用いた画像診断の   

有用性 

2012/2/7 2011024 消化器内科 建持 岳史 
内視鏡洗浄廃液を用いた胃がん内視鏡治療後異時再発の予測診

断への応用（多施設共同研究） 

2011/12/26 2011009 循環器内科 山脇 理弘 
浅大腿動脈病変に対する生理学的指標に基づいた血管内治療の

有効性に関する観察研究（PAGOS) 

2011/11/15 2011014 
糖尿病・ 

内分泌内科 
一城 貴政 当院における原発性アルドステロン症の臨床解析 

2011/4/22 2011003 循環器内科 石盛 博 

実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステントとエベロリムス

溶出性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 

平成22年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研 究 等 の 題 目 

2011/3/7 2010019 救急科 折田 智彦 

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 

2011/2/28 2010023 泌尿器科 石田 勝 全国泌尿器癌登録 

2010/12/6 2010015 循環器内科 山脇 理弘 
実臨床における左冠動脈主幹部治療の国際多施設、前向き観察

研究（IRIS-MAIN） 

2010/9/30 2010009 泌尿器科 石田 勝 
日本における前立腺癌に対するヨウ素 125密封小線源永久挿入

療法に関する前向きコホート研究 

2010/9/1 2010010 小児科 乾 あやの シトリン欠損症に対するピルビン酸ナトリウムの治療効果 

2010/8/5 2010002 呼吸器外科 酒井 章次 
非小細胞肺癌完全切除術に対する TS-１術後補助化学療法の感

受性規定因子の検討 

2010/7/2 2010003-2 外科 江川 智久 
StageⅡ大腸癌における分子生物・病理学的マーカーによる再発

high-risk群とフッ化ピリミジン感受性群の選択に関する研究 

2010/7/2 2010003 外科 江川 智久 

StageⅢ大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

UFT/Leucoverin療法とTS－1/Oxaliplatinのランダム化比較第

Ⅲ相試験 
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平成21年度 

承認日 管理番号 申請科 申請者 研 究 等 の 題 目 

2009/10/14 2009006 産婦人科 青野 一則 精子・卵子・受精卵の当院から他施設への移管方法 

2009/9/9 2009005 産婦人科 青野 一則 
「リプロダクションセンターにおける体外受精治療実施に   

ついて」責任者変更 

2009/8/3 2009001 救急科 松本 松圭 
プロティアレンを用いた白血球表面抗原の解析と感染症合併の

予知 

 


