
承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

第476号
臨床検査部における健診
時血液の血液凝固検査
基準値設定

2001年8月1日 2026年7月31日
臨床検査部

山﨑　哲

第490号
臨床検査部における残余
検体の精度管理への利
用

2001年10月4日 2026年7月31日
臨床検査部

山﨑　哲

第977号

早期関節炎における抗
CCP抗体（抗環状シトルリ
ン化ペプチド抗体）の測
定意義

2005年10月24日 2020年3月31日
:内科学（リ・膠・ア内

科）
永渕　裕子

第982号
膀胱腫瘍の新規腫瘍
マーカーの検索 2005年10月26日 2023年3月31日

腎泌尿器外科学
菊地　栄次

第1182号
A型急性肝炎の疫学的・
臨床的検討

2007年1月18日 期間の設定なし
内科学

（消化器・肝臓内科）
高橋　秀明

第1324号
疫学調査「血液疾患登
録」

2007年12月3日 2021年12月31日
内科学

（血液・腫瘍内科）
加藤　雅之

第1390号

非アルコール性脂肪肝患
者の疫学調査、病態・発
症機序の解明ｰ単純脂肪
肝と脂肪性肝炎との比較
検討ｰ

2008年8月4日 期間の設定なし

内科学
（消化器・肝臓内科）

【多摩病院】
高橋　秀明

第1408号
臨床分離菌・抗菌薬使用
状況サーベイランス

2008年8月11日 2028年6月30日
感染制御部

竹村　弘

第1646号
HTLV-I関連疾患の病態
解明と治療法・予防法の
開発に関する研究

2010年1月6日 永年
内科学

（脳神経内科）
山野　嘉久

第1658号
日本形成外科学会疾患
登録システム

2010年1月22日 2021年3月31日
形成外科学
大岩　利幸

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/476.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/490.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/977

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/982.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1182.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1324.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1390.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1408.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1646.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1658.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第1821号

一般社団法人National 
Clinical Datebase(日本臨
床データベース機構)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

2010年12月17日 期間設定なし

外科学
（心臓血管外科）

宮入　剛

第1825号

一般社団法人National 
Clinical Datebase(日本臨
床データベース機構)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

2010年12月27日 2020年12月31日

外科学
(消化器・一般外科)

【多摩病院】
山田　恭司

第2044号

HAM患者を対象とした診
断・治療の実態及びその
経過に関する観察研究

2012年1月25日
登録症例の観察が
全て終了するまで

難病治療研究センター
山野　嘉久

第2057号
抗菌薬適正使用ならびに
手指衛生と耐性菌発生の
関連性の検討

2012年2月3日 2022年5月31日
感染制御部

竹村　弘

第2142号

研究参加施設に新たに発
生する全ての成人ALL症
例を対象とした5年生存
率に関する前向き臨床観
察観察研究

2012年6月19日 2021年3月31日
内科学

（血液・腫瘍内科）
加藤　雅之

第2145号
自己免疫疾患の疫学と検
査法、治療法に関する後
ろ向き調査

2012年6月22日 2022年6月22日
内科学

（リ・膠・ア内科）
高桑　由希子

第2233号

肺癌症例のデータベース
構築による臨床・病理学
的因子のレトロスペクティ
ブ解析

2022年3月11日 2025年10月31日
外科学

（呼吸器外科）
佐治　久

第2254号
HAM患者を対象とした予
後因子及び治療有効性
に関する後ろ向き研究

2012年12月13日 2025年3月31日
難病治療研究センター

山野　嘉久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1825.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2044

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2057.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2142.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2145.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2233.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/1821.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2254.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第2258号

循環器疾患患者の入院
期リハビリテーション進行
に関わる因子と身体機能
の経時的変化に関する調
査・研究

2012年11月30日 2021年11月30日

内科学
（循環器内科）
【西部病院】
松田　央郎

第2271号

日本Pediatric 
Interventional Cardiology
データベースの構築
(Japan Pediatric 
Interventional Cardiology 
Database, (JPIC-DB)へ
のオンライン症例登録)

2012年12月6日 2017年12月5日
小児科学

麻生　健太郎

第2276号

Urosepsisにおける起因
菌、抗生剤感受性および
ESBLの遺伝子型分布の
観察研究

2012年12月4日 2020年11月30日
救急医学

北野　夕佳

第2297号
乳腺腫瘍の表現型にか
かわる体細胞変異および
遺伝子発現異常の解析

2014年8月27日 2021年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

第2385号

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

2013年4月9日 2020年6月30日
産婦人科学
五十嵐　豪

第2297号

乳腺腫瘍の表現型にか
かわる体細胞変異および
遺伝子発現異常の解析

2014年8月27日 2024年12月31日
外科学（乳腺・内分泌

外科）
津川　浩一郎

第2498号

Rapid Response 
System(RRS) データレジ
ストリーに関する多施設
合同研究

2013年9月17日 2023年7月31日
救急医学

藤谷　茂樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2297

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2498.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2258.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2271.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2276.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2297.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2385.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第2509号
急性期脳梗塞診療の
Quality controlに関する
研究

2013年9月5日
全ての症例登録が

完了するまで

内科学
（脳神経内科）

山野　嘉久

脳卒中

2009年9月1日～
全ての症例登録が完了す
るまで

早期の患者搬送と治療開始は、脳梗塞治療の
効果を改善させると思われるが、実臨床下での
効果は未確認である。消防法の一部を改正する
法律（平成21年法律第34号）に基づき、川崎市
消防局と川崎市市内の13の脳卒中受け入れ施
設がおこなってきた事後検証作業による脳卒中
救急医療のQuality　conrolの実態と効果を検証
する。

診断名、治療成績、重症度、搬送時間などの病
院到着前の情報、病院到着後の情報

900例
（全体5,000例）

第2528号
胃切除術患者の術式によ
る栄養評価について

2013年9月11日 2019年8月31日
栄養部

【西部病院】
清水　朋子

胃癌のため胃の手術を
行った患者

平成22年4月1日～
平成25年8月31日

胃切除術患者は手術により大きな侵襲を受け、
絶食期間を経た後に徐々に食事を開始するが、
食事摂取状況は個人により差がある。今回、胃
切除術患者の術後期間内の食事摂取量を調査
し、必要栄養量に対する充足率を求め、術式に
よる栄養摂取充足率および体重変化率等や栄
養状態のちがいについて調査したいと考えた。

年齢、身長、体重、疾患名、術式、栄養投与内
容および投与量、食事提供内容および摂取量、
生化学検査値（TP,Alb，PAlb,CRP)

50例

第2533号

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

2013年11月22日 2023年3月31日
放射線医学
橋本　一樹

第2543号

慢性ウイルス性肝炎疾患
における、抗ウイルス薬
投与による肝発癌抑制に
関与する因子の探索　－
肝発癌機序の解明とその
予測－

2013年11月25日 2022年3月31日

内科学
（消化器・肝臓内科）

【西部病院】
高橋　秀明

第2560号

HTLV-1関連脊髄症
(HAM)の有効性評価指標
に関する前向き多施設共
同研究

2014年1月14日
登録症例の観察が
全て終了するまで

内科学（脳神経内科）
山野　嘉久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2533.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2543.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2560.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2543.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2543.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2543.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2543.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2543.pdf
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第2571号
人間ドックにおけるホル
ター心電図による心室遅
延電位測定の意義

2013年11月14日 2019年9月30日
内科学

（循環器内科）
原　正壽

H24年～H26年にホルター
心電図を施行した人間ドッ
ク受診者

平成24年1月4日～
平成26年12月28日

重症不整脈の予知に関する心室遅延電位測定
は保険適応となり、ますます臨床での評価が高
まっている。健診センターでは心室遅延電位測
定可能なホルター心電図を使用しており、通常
のホルター心電図結果に加え1日を通した心室
遅延電位測定が可能である。通常のホルター心
電図ではわからない不整脈の予知が期待でき
る。そこで今回、H24年に当院人間ドックのオプ
ション検査であるホルター心電図を施行した結
果をコンピューター解析する。心室遅延電位の
有無を確認し、今後人間ドックでの検査項目とし
ての有用性を検討する。

人間ドックのオプション検査であるホルター心電
図を施工した結果を解析、心室遅延電位の有無

100例

第2598号
食道癌手術の摂食嚥下
障害について

2013年12月27日 2020年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
大坪　毅人

第2602号
維持期外来心臓リハビリ
テーションの参加の有無
と転帰に関する研究

2014年1月22日 2024年3月31日
心臓病センター

【東横病院】
長田　尚彦

第2615号
当院救急外来における臓
器移植提供の疫学的検
討

2014年1月20日 2028年12月31日
救急医学

若竹　春明

第2637号

患者情報システムを用い
た集中治療部の機能評
価Japanese Intensive 
care PAtient 
Database:JIPAD

2014年2月20日 2024年3月31日
救急医学
平　泰彦

第2781号

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

2014年8月11日 2025年3月31日
内科学

（循環器内科）
明石　嘉浩

第2797号
悪性黒色腫の免疫組織
化学的検討

2014年8月27日 2025年3月31日
病理学

干川　晶弘

第2836号
院内心停止登録に関する
多施設共同登録研究

2014年11月18日 2023年3月31日
救急医学

藤谷　茂樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2598.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2602.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2615.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2637.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2781.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2797.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2836.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2598.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2598.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2598.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2602.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2602.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2602.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2615.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2615.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2615.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2637.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2637.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2637.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2781.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2781.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2781.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2797.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2797.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2797.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2836.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2836.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2836.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2598.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2598.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2602.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2602.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2615.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2615.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2637.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2637.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2781.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2781.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2797.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2797.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2836.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/2836.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第2845号
メニエール病および遅発
性内リンパ水腫に関する
疫学研究

2014年10月21日 2019年3月31日
耳鼻咽喉科学

肥塚　泉

メニエール病および遅発
性内リンパ水腫

2009年4月1日～
2014年9月16日

メニエール病は、耳鳴、難聴を伴う回転性めま
い発作を反復する原因不明の難治性前庭機能
障害疾患で、病態は内リンパ水腫である。遅発
性内リンパ水腫は、先行する高度感音難聴の
後、遅発性持続性に内リンパ水腫が生じ、回転
性めまいを繰り返す難治性前庭機能障害疾患
である。本研究では、当院の耳鼻咽喉科を受診
したメニエール病および遅発性内リンパ水腫患
者の臨床症状、検査所見、予後などについて、
後ろ向きに疫学調査を行う。

年齢、症状、聴力検査の結果、平衡機能検査の
結果、画像検査の結果

100例
（全体16,000

例）

第2877号

Non-vitamin K antagonist 
oral anticoagulants
（NOACs）内服中に発症
した症候性頭蓋内出血例
の臨床的検討

2014年11月25日 2024年5月30日
内科学

（神経内科）
秋山　久尚

NOACsまたはワーファリン
内服中に発症した症候性
頭蓋内出血

2011年3月1日～
2021年2月1日

本邦では2011年3月にNOACsであるダビガトラ
ンが、非弁膜症性心房細動患者における虚血
性脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制を適
応とし発売されて以来、順次、リバーロキサバ
ン、アピキサバン、エドキサバンが使用可能と
なった。これらは出血合併症が稀少とされるも
使用頻度増加と共に頭蓋内出血例が散見され
るようになってきたが、その臨床的特徴の報告
は少ない。本研究ではNOACs内服中に発症し
た症候性頭蓋内出血例の臨床的特徴をワー
ファリンと比較し明確化することを目的とする。

NOACs内服中発症患者の年齢、性別、身長、
体重、頭蓋内出血発症日、NOACｓの種類・用
量・内服日数、併用薬の有無、主訴、臨床診
断、血腫量、基礎疾患の有無、入院時・受診前
血圧値、腎機能などの採血所見、神経学的所
見（NIHSSscoreなど）、画像所見、退院時転帰

17例（NOACs）
＋40例（ワー

ファリン）

計57例

第2898号
関節リウマチ患者におけ
るMTX関連リンパ腫の解
析

2015年1月6日 2020年11月30日

内科学
（リウマチ・膠原病・
アレルギー内科）

永渕　裕子

MTX関連リンパ腫、
対照群として関節リウマチ

平成16年4月1日～
平成29年9月30日

関節リウマチを発症した患者は初回治療として
7-8割がMTXの投与を受けているが、MTX投与
症例の中には悪性リンパ腫を発生することが知
られている。MTX関連リンパ腫は通常の悪性リ
ンパ腫とは異なり、MTX中止により軽快すること
がある。本研究では、当科における関節リウマ
チ患者におけるMTX関連リンパ腫症例について
その臨床的特徴を明らかにするために、解析を
行う。

悪性リンパ腫合併関節リウマチ患者を病名によ
りID、性別、生年月日（年齢）、症例確認の再悪
性リンパ腫を発症した関節リウマチよりMTX関
連リンパ腫の症例の抽出　臨床症状（年齢、性
別、羅病期間、関節炎症状、シェーグレン症候
群などの合併症等）、検査データ（RF、CCP抗
体、血沈、CRP、ANA、IL-2R、EBV）病理所見、
画像診断、治療法（MTX投与量、投与期間）、リ
ンパ腫の経過

MTX関連リン
パ腫50例、

関節リウマチ50
例
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第2900号
単関節炎の関節リウマチ
の臨床的特徴の解析

2015年1月6日 2020年11月30日

内科学
（リウマチ・膠原病・
アレルギー内科）

永渕　裕子

関節リウマチ

平成16年4月1日～
平成29年9月30日

関節リウマチは対称性多関節炎を特徴とする
が、単関節炎の関節リウマチの存在も報告され
ている。関節リウマチのACRの分類基準が改訂
され、早期関節リウマチの早期診断、早期治療
介入のため、単関節炎でも関節リウマチと診断
できる症例が増えている。本研究は、単関節炎
の関節リウマチの臨床的特徴を解析する。

関節リウマチ患者を病名によりID、病名、性別、
生年月日（年齢）、臨床症状（年齢、性別、関節
炎の性状　部位等）、検査データ（RF、CCP抗
体、血沈、CRP、ANA等）、画像診断、治療法

単関節炎50
例、

多関節リウマチ
50例

第2944号
自己免疫疾患（ベー
チェット病、強直性脊椎炎
等）における観察研究

2015年3月5日 2019年3月31日

内科学
（リウマチ・膠原病・
アレルギー内科）

大岡　正道

自己免疫疾患（ベーチェッ
ト病、強直性脊椎炎など）
とその対象疾患

平成16年4月1日～
平成26年2月1日

自己免疫疾患については罹患率が稀であること
から、大規模な観察研究が難しい。本学は自己
免疫疾患患者が多く、大規模・長期にわたる診
療が行われていることから、予後・治療経過に
ついて疫学調査を行う。

疫学調査（背景、発症様式、症状、診断根拠、
治療、予後、合併症など）

300例

第3017号
早発卵巣不全に対する不
妊治療の臨床成績

2015年6月17日 2023年12月31日
産婦人科学

鈴木　直

早期卵巣不全

2007年1月1日～
2015年5月8日

早発卵巣不全は、若年で卵巣機能が低下し、重
度の不妊症を呈する疾患である。不妊治療は難
渋するものの、妊娠に至った報告が散見される
が、大規模な報告事例は未だなされていない。
当院では早発卵巣不全の不妊治療を積極的に
施行していることから、当院における早発卵巣
不全患者の採卵率、胚移植成功率について後
方視的に検討する。

1.発症年齢、治療開始年齢、治療期間、採卵率
までの体外受精の成績
2.獲得した胚の胚移植による妊娠率
3.上記における背景（年齢、既往歴、不妊症原
因精査結果、ホルモン値、卵胞発育個数、卵胞
発育速度、ホルモン補充療法の現状、骨代謝）

700例

第3024号

高安動脈炎と巨細胞性動
脈炎の治療の現状とその
有効性と安全性に関する
観察研究

2015年6月23日 2025年3月31日

内科学
（リウマチ・膠原病・
アレルギー内科）

永渕　裕子

高安動脈炎、巨細胞性動
脈炎

平成19年4月1日～
平成26年3月31日

本研究は厚生労働省難治性疾患克服研究事業
難治性血管炎の大型血管炎の研究班の中で行
う臨床研究である。平成19年4月1日から平成26
年3月31日の間に高安動脈炎あるいは巨細胞
性動脈炎と診断された患者で、新たにステロイド
療法が開始された症例あるいは再発例に対して
プレドニン（PSL）0.5mg/kg以上を開始した患者
あるいは生物学的製剤の投与が新たに開始さ
れた患者を対象とする。登録された患者に関し
て（1）これらの疾患の人口統計学的特徴と疾患
特性、（2）実施されたステロイド療法、免疫抑制
剤の内容と寛解導入率、再発率、予後、（3）ステ
ロイド治療の安全性、有害事象の発現状況を後
方視的に検討する。

治療開始時・4週・8週・24週・52週・76週・104週
の臨床症状、治療内容、転帰、128週・156週の
転帰に関するデータ、治療開始時から104週ま
での画像所見

10例
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第3044号

神奈川県循環器救急患
者の現状と予後に関する
研究　（神奈川県循環器
救急Registry）

2015年8月12日

多施設レジストリー
であり

研究期間は設けて
いない

内科学
（循環器内科）

明石　嘉浩

第3092号

糖尿病患者における血糖
コントロール、合併症重
症度および身体活動量と
身体機能に関する調査・
研究

2016年1月14日 2023年6月30日
生活習慣病センター

【東横病院】
太田　明雄

第3095号
乳癌におけるエストロゲ
ンレセプター発現制御の
解析

2015年11月4日 2023年7月31日
応用分子腫瘍学

太田　智彦

第3154号
虫垂炎に対する虫垂切除
術を中心とした治療方針
の妥当性の検討

2015年11月4日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

入院治療を行った虫垂炎
症例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

虫垂炎は外科手術による治療が中心となるが、
炎症の軽度な症例では保存的治療、膿瘍形成
性虫垂炎に対しては急性期に保存的治療を行
い、炎症改善後に手術を行うinterval 
appendectomyの方針を選択することも多い。本
研究ではこれらの治療成績について後方視的
に解析を行い、現行の治療方針の妥当性を検
討する。

初診時炎症所見（体温、腹痛の理学的所見、白
血球数、CRP値、プロカルシトニン値）、初療時
CT所見、入院期間、手術時間、出血量、術者の
経験年数、術後入院期間、（interval 
appendectomyの場合）初回入院時治療内容、
初回入院時入院期間

500例

第3155号
膵体尾部切除術における
手術手技および周術期管
理と合併症発生の関係

2015年11月4日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

膵体尾部切除術を施行後
に、膵廔・SSIなどの合併
症が発生した症例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

膵体尾部切除術は合併症の一つである膵廔の
発生が多い。各施設で様々な工夫を行っている
が、合併症の発生率は未だ十分に軽減できて
いない。膵廔は入院期間の延長や、生命危機に
至る可能性をも含む合併症であるが、発生率は
10～20％とされている。本研究では膵切離方法
による膵廔の発生率の差異や、膵切離法以外
の膵廔発生因子を後方視的に検討する。

年齢・性別・疾患・BMI・糖尿の有無・
softpancreasであるか・膵切離法・出血量・手術
時間・術後のCT所見

120例

第3156号

膵頭十二指腸切除術に
おける手術手技および周
術期管理と合併症発生の
関係

2015年11月4日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

膵頭十二指腸切除術を施
行後に、膵廔・SSI・胃内容
排泄遅延・胆管炎・脂肪肝
などの合併症が発生した
症例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

膵頭十二指腸切除術は過大な侵襲を伴う術式
であり、合併症も多い。各施設で様々な工夫を
行っているが、合併症の発生は未だ十分に軽減
できていない。術前栄養管理やシンバイオティク
ス、リンパ節郭清範囲、出血量や手術時間、膵
空腸吻合手技、消化管吻合手技、予防抗菌薬、
術後管理（Enhanced recovery after surgery）な
どの因子と術後合併症の発生との関連性につ
いて、後方視的に検討する。

年齢・性別・疾患・BMI・糖尿の有無・
softpancreasであるか・膵管径・術前栄養指標
データ・術前の栄養管理の有無・シンバイオティ
クス施行の有無・手術手技におけるリンパ節郭
清範囲・出血量・手術時間・膵空腸吻合手技・消
化管吻合手技・予防抗菌薬・術後管理
(Enhanced recovery after surgery)

260例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3044.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3092.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3095.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3044.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3044.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3044.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3092.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3092.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3092.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3094.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3094.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3094.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3044.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3044.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3092.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3092.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3094.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3094.pdf
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第3157号
腹腔鏡下胆嚢摘出術に
関する検討

2015年11月4日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

腹腔鏡下胆嚢摘出術症例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

腹腔鏡下胆嚢摘出術は良性の胆嚢疾患に対す
る標準的な術式である。従来、同術式には臍に
11～12mm、心窟部・右季肋部および右側腹部
に5mm、計4本のポートを用いていたが、近年で
はreduced port surgery（ポート数を減らす）を実
施することも多い。しかし、reduced port surgery
は整容性に優れるが、手術侵襲を軽減できてい
るかは未だ議論がなされている。本研究では当
院における腹腔鏡下胆嚢摘出術の治療成績を
後方視的に解析し、reduced port surgeryについ
て検討する。

手術時間、出血量、術者の経験年数、術後入院
期間、術後合併症

500例

第3165号
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

2015年11月10日 2021年12月31日
内科学

（代謝・内分泌内科）
方波見　卓行

PAと診断され、原則として
AVSを実施された症例

平成18年1月1日～
平成26年12月31日

アルドステロン産生腺腫（PA）の病態・病型は多
様であるが、その約10％を占めるPAは、軽症型
である特発性アルドステロン症と比較してアルド
ステロン産生量が多く、標的臓器障害の頻度、
予後の面からも重症型PAに位置づけられてお
り、特異的な病型診断と効果の高い治療方針の
確立が必須である。本研究では重症型PAの治
療効果を高めるため、後方視的な検討を行い、
（１）非観血的な検査のスコア化で病型予知が
可能か、（２）副腎静脈サンプリング（AVS）の標
準的な実施・判定法は何か、（３）手術・薬物治
療の内、いずれの治療効果が高いかについて、
３つの主要クリニカルクエッション（CQ）を解決
し、診療ガイドライン改訂に資するエビデンスを
構築する。

・年齢、性別、高血圧の羅病期間、家族歴、既
往歴、主要な合併症。・飲酒、喫煙歴、服用中の
薬剤（降圧薬を含む）、自覚症状。・身長・体重、
血圧（収縮期圧、拡張期圧）、脈拍・採血条件　
随時、空腹、坐位、臥位。・血液検査：PAC、
PRA、PAC/PRA、血清Na、K、Cl、BUN、Cr、UA
濃度など。・内分泌負荷試験：カプトプリル試
験、生食負荷試験、フロセミド立位試験、経口食
塩負荷試験、迅速ACTH試験。・副腎CTスキャ
ン所見（腫瘍の有無、局在）、造影剤の有無。・
副腎シンチグラフィ（デキサメタゾン抑制前処置
の有無）の所見。・副腎静脈サンプリングの実施
方法、ホルモン測定結果。・手術所見。・病理組
織所見（CYP11B1,B2などの免疫組織染色を含
む。・薬物治療内容。・臓器障害の判定指標：腎
臓（sCr,BVN,eGFR)、心臓（心電図：Cornell電位
積[mm・msec]、kolow-Lyon[mm]基準、胸部XP：
CTR・QOL(SF-36)・臨床経過：(術後）6ヶ月、1
年、3年、5年後の基本情報、実施された検査結
果

100例
（全体1,500例）

第3181号

泌尿器科悪性疾患にお
ける予後因子の同定、及
び効果的治療方法の検
討

2016年2月1日 2020年3月31日
遺伝子多型・機能解析

学
佐藤　工

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3181.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3181.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3181.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3181.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3181.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3181.pdf
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第3188号
外傷性膵損傷に対する治
療方針に関する検討

2015年12月14日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

外傷性膵損傷例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

外傷性膵損傷は、頻度は少ないが救命率が低
く、難治性のものである。損傷の程度と全身状
態によって、保存的治療や内視鏡的膵管ドレ
ナージ、緊急手術の方針をとるが、画一した治
療方針はなく、施設ごとで異なるのが現状であ
る。当院で経験した外傷性膵損傷の症例を検討
し、当院における治療方針の妥当性について検
討する。

年齢、性別、外傷機転、損傷部位、治療方法、
予後

10例

第3189号
特殊型膵癌における臨床
病理学的特徴に関する検
討

2015年12月14日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

特殊型膵癌症例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

膵臓癌の多くは管状腺癌であるが、約2％に腺
扁平上皮癌を、また0.2％に退形成癌を認める。
これらは特殊型膵癌と呼ばれ、まれな組織型の
膵癌である。特殊型膵癌は管状腺癌と比べ大
型で発見されることが多く、膨張性発育を呈し、
やや血流が多い腫瘍として画像所見でとらえら
れる。また管状腺癌より予後不良と報告されて
いる。しかし、症例数が少ないため生物学的特
徴は未だ不明な点が多い。当院で経験した特殊
型膵癌の症例について臨床病理学的検討を行
い、その特徴を見出すことを目的とする。

年齢、性別、腫瘍局在、腫瘍径、腫瘍マーカー
値、CT所見、病理所見、進行度、治療方法、予
後

20例

第3190号
膵頭十二指腸周囲にお
ける血管解剖変異に関す
る検討

2015年12月14日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

膵頭十二指腸切除術を施
行した症例

平成17年1月1日～
平成27年10月5日

膵頭十二指腸切除術は工程の多い術式であ
り、特に肛門部および上腸間膜動脈（SMA）周
囲の廓清を要するので、同部の複雑な脈管解
剖についての知識を要する。一方で肝動脈、胆
管、上腸間膜動静脈の分枝は分岐・合流形態
に変異があり、個々の症例で術前に変異を知る
ことが重要である。一般にリンパ廓清は領域動
脈をenblockに切除するが、主要動脈がreplase
している場合には動脈を温存しつつ廓清を行う
必要があり、廓清手技が煩雑となる。本研究で
は肝動脈、SMA、上腸間膜静脈（SMV）の変異
形態の頻度を検討するとともに、正常解剖症例
と変異症例を比較して手技が煩雑となるか、ま
たリンパ再発が多いかどうか検討する。

手術時間、出血量および術後リンパ再発の有無 260例
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第3215号
リコンビナントトロンボモ
ジュリンがDIC治療に与え
る影響

2016年1月20日 2020年12月31日
外科学

（消化器・一般外科）
片山　真史

播種性血管内凝固症候群

平成22年1月1日～
平成27年9月30日

リコンビナントトロンボモジュリン（rhTM）の治療
効果に関するエビデンスは十分と言えず、海外
における第Ⅲ相試験（ART-123 trial）が現在進
行中である。当院では2010年以降、その治療効
果が明らかでないことから、救命病棟では使用
せず、一般病棟では適応があれば使用する治
療体制をとってきた。これらの結果を調査し、敗
血症性DIC治療に与えたrhTMの治療効果を明
らかにする。

背景因子（原因、SOFA　score、DIC　score)、
DIC治療内容、凝固機能の推移、28日生存率、
90日生存率

100例

第3234号
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

2016年3月28日 2020年12月31日
放射線医学
阿部　達之

第3310号
SAPHO症候群の臨床的
特徴の解析

2016年4月22日 2020年12月31日

内科学
（リウマチ・膠原病・
アレルギー内科）

永渕　裕子

掌蹠膿疱症、掌蹠膿疱症
性関節炎（SAPHO症候群）
と診断された症例

平成16年4月1日～
平成27年12月31日

SAPHO症候群（掌蹠膿疱症性関節炎）は掌蹠
膿疱症にリウマチ反応陰性の関節炎が伴う疾
患で、皮膚症状が先行しない症例もある。
SAPHO症候群は希少疾患であるため、症例報
告に留まったものが多く、まとまった報告は少な
い。当科のSAPHO症候群の臨床的特徴の解析
を行う。

SAPHO症候群を病名によりID、病名、性別、生
年月日（年齢）、このうちSAPHO症候群であるこ
とが確認された症例について臨床症状（年齢、
性別、掌蹠膿法疱症、関節炎、先行症状）、検
査データ（RF、CCP抗体、血沈、CRP、ANA）、画
像診断、治療法

50例

第3314号

十二指腸非乳頭部上皮
性腫瘍の内視鏡的および
病理組織学的特徴に関
する研究

2017年3月14日 2018年3月31日
病理学

藤野　節

第3315号
自己免疫疾患における抗
サイトカイン抗体の同定と
機能解析

2016年9月9日 2019年3月31日
内科学（リ・膠・ア内科）

大岡　正道

第3318号

変形性足関節症に対する
画像診断、関節鏡診断に
よる重症度評価・疫学研
究

2016年4月22日 2020年12月31日
整形外科学
三井　寛之

下記期間中に変形性足関
節症と診断された患者

平成15年1月1日～
平成27年12月31日

変形性足関節症の重症度評価法として、X線学
的に評価できる高倉分類が重症度判定、治療
方針決定に際し重要な役割を担ってきた。一方
で変形性関節症全般においては近年、X線学的
所見と合わせてCTやMRI、関節鏡などの診断
ツールが普及し、X線診断では得られない関節
軟骨周辺の状態などから重症度や予後を判定
する方法が注目されている。しかし、足関節領
域においては未だこれらの評価法による重症度
評価や予後予測に対する一定した見解は得ら
れていない。本研究の目的は変形性足関節症
の重症度や長期予後を推定する画像診断所
見、関節鏡所見を明らかにすることである。

画像所見（X線、MRI、CT等）、関節鏡所見収
集、変形性足関節症の重症度に寄与する画像
所見、関節鏡所見

1,000例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3234.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3314.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3315.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3234.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3234.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3234.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3315.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3315.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3315.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3234.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3234.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3315.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3315.pdf
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第3332号
関節リウマチ患者におけ
るリンパ増殖性疾患に関
する研究

2016年6月28日 2023年3月31日
内科学（リ・膠・ア内科）

岡崎　貴裕

第3376号

上部消化管穿孔に対する
保存的治療選択における
当院でのスコアリングの
検討

2016年7月12日 2017年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
民上　真也

上部消化管穿孔（胃、十二
指腸）

2003年10月1日～
2015年12月31日

近年、消化性潰瘍の薬物治療の進歩に伴い、
上部消化管窄孔に対する保存的治療の有効性
は多数報告されている。腹膜炎が限局し全身状
態が保たれていれば、保存的治療が試みられ
てることが多い。日本消化器病学会の消化性潰
瘍診察ガイドラインでは、手術適応は①発症後
時間経過が長い時②腹膜炎が上腹部に限局し
ないとき③腹水が多量であるとき④胃内容物が
多量であるとき⑤年齢70歳以上であるとき⑥重
篤な依存疾患があるとき⑦結構動態が安定しな
いとき、とされている。しかし、エビデンスレベル
は低く、各施設で基準を設定しているんが現状
である。当院では当科独自の治療選択を行って
いる。今回は、当院における上部消化器管窄孔
症例において、術前の全身状態vital sign血液
検査所見、画像所見、手術所見を評価して当科
独自の基準の妥当性についてretorospectiveに
検討し、新たな選択基準の確立を目指す。

当院で手術施行した上部消化管穿孔症例の初
診時のSIRS項目(①体温、②心拍数、③呼吸回
数、④白血球数)と渡邉基準(①発症から当院受
診までの時間、②腹痛の局在、③胃内容物が
充満しているか、④腹水の局在、⑤併存疾患の
有無）

100例

第3395号
橈骨遠位端骨折術後患
者のQOL評価と上肢機能
および痛みとの関連

2016年9月12日 2021年3月31日
リハビリテーション部

畑中　康志

第3427号
膵頭十二指腸切除（PD）
後早期合併症および膵液
瘻危険因子の検討

2016年9月2日
症例登録が終了す

るまで

外科学
(消化器・一般外科)

【多摩病院】
朝倉　武士

PD施行例

2011年7月1日～
2018年1月31日

PDにおいて膵液痩を中心とした合併症により術
後難渋する症例をいまだ多く経験する。PD後早
期合併症および膵液痩危険因子について統計
学的に解析を行い、危険群に対する早期臨床
的対応をどのように遂行すればよいのかの検討
を行う。

男女比、年齢、術式(PD、幽門側胃切除術輪温
存膵頭十二指腸切除PPPD、亜全胃温存膵頭
十二指腸切除SSPPD、門脈合併切除の有無、
手術時間、出血量、早期合併症(難治性下痢・
肝濃瘍・胃排泄遅延DGE、胆汁瘻術後出血、膵
液瘻、腹腔内膿瘍、Surgical　Site　
InfectionSSI、リンパ瘻等)、合併症率
(方法2)膵液瘻危険因子について膵液瘻の有無
で2群（膵液瘻群VS非膵液瘻群)に分け危険因
子について検討。　検討因子(BMI・手術時間・術
中出血・術翌日の採血データ、ドレーンアミラー
ゼ値、プロカルシトニン・栄養評価として術前小
野寺係数、プレアルブミン等）

150例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3332.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3395.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3395.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3395.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3395.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3395.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3395.pdf
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第3435号
心房細動を伴う失神患者
の臨床経過

2016年9月12日 2019年12月31日
内科学

（循環器内科）
古川　俊行

心房細動、一過性意識消
失発作

平成24年4月1日～
平成27年12月31日

失神患者を対象とした研究は多数行われている
が、心房細動を併発した疾患患者のみを対象と
した研究は非常に少ない。今後、高齢化に伴い
心房細動患者がさらに増加する中で、心房細動
を合併した失神患者の臨床経過を明らかにし、
診療の向上に寄与することを目的とする。

診断までの検査、失神の原因疾患、診断までの
期間、外科手術、ペースメーカー、カテーテル治
療等の侵襲的治療、薬剤治療

500例

第3439号
リンパ管細静脈吻合術に
よる上肢・下肢リンパ浮
腫治療効果の評価研究

2016年10月13日 2019年8月14日
形成外科学

関　征央

第3477号

推定糸球体濾過量
15ml/min/1.73m2未満の
保存期慢性腎臓病患者
における治療と予後につ
いての調査(JOINT-KD 
study)

2017年1月26日 2019年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
小板橋　賢一郎

第3495号
憩室出血における早期・
晩期再出血のリスク因子
についての検討

2017年1月4日 2019年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
佐藤　義典

当院にて憩室出血の診断
で入院加療を要した症例

平成16年1月1日～
平成28年11月16日

近年、高齢化により大腸憩室症は増加してお
り、それに伴って偶発症である憩室出血症例も
増加している。憩室出血の問題点は、緊急下部
消化管内視鏡を施行した場合においても出血
源同定率が低いこと、また再出血を繰り返す症
例が多いことである。当院では出血源の同定に
は腹部CTの施行や緊急内視鏡施行の際の先
端フード着用、Non-traumatic tubeの使用が有
用であることを報告してきた。今回、当院にて大
腸憩室出血と診断され入院した症例を対象と
し、入院中に生じた肉眼的血便を早期再出血、
退院後に生じた肉眼的血便を晩期再出血と定
義し、そのリスク因子を解析する。

年齢、性別、既往歴、抗血栓薬内服歴、入院期
間中の輸血の有無、CT上の憩室分布などの因
子

450例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3439.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3477.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3439.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3439.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3439.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3477.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3477.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3477.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3439.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3439.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3477.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3477.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第3501号

先端刺入法大腸粘膜切
除術と大腸粘膜下層剥離
術の
治療成績の比較検討

2017年1月4日 2019年3月31日

内科学
（消化器・肝臓内科）

【西部病院】
小澤　俊一郎

当院でEMRもしくはESDを
施行したIp型腫瘍を除く腫
瘍

平成20年4月1日～
平成26年12月31日

大腸粘膜切除術（EMR）は大腸腫瘍を切除でき
る標準的な方法であるが、腫瘍径が大きい場合
は分割切除や腫瘍遺残のリスクがある。一方で
大腸内視鏡的粘膜下層剝離術（ESD）は腫瘍径
に関わらず切除することが可能である、近年大
腸ESDは件数が増加しているが、コスト・時間面
においてESDはEMRより非効率的である。2001
年に野村らがスネア先端刺入法EMRと通常
EMRの比較検討を行い、スネア先端刺入法
EMRの一括切除率の優位性を論文で示したが、
スネア先端刺入法EMRと大腸ESDの治療成績
を比較検討した報告はない。今回、どのような
病変であればスネア先端刺入法EMRが大腸
ESDと同等の治療成績を示せるか明らかにし、
不必要な大腸ESD施行を減らすことを検討す
る。

年齢、性別、局在（部位、ヒダとの位置関係、局
注後の状態）、肉眼型、LST分類、腫瘍径、病理
診断（腫瘍／非腫瘍、組織型）と内視鏡的一括
切除率

200例

第3528号

IgA腎症（再生検症例を含
めた）における病理組織
分類のOxford分類と我が
国の組織学的重症度分
類を用いた予後予測モデ
ルの構築

2017年1月23日 2020年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
鈴木　智

当院で2回以上腎生検した
IgA腎症

昭和59年1月1日～
平成28年12月31日

IgA腎症は我が国で難病指定の疾患となった20
年以上の経過で約4割が末期腎不全に至る予
後不良の疾患である。そのため、正確な予後及
び治療効果の予測が必要である。IgA腎症は、
病理組織所見により潜在的なリスクの検討が可
能となる。組織学的分類には、Oxford分類と本
邦の組織学的重症度分類がしばしば使用され
ているが、議論の余地がある。今回、再生検に
よる形態学的分類の移行を観察し、
heterogenousなIgA腎症を形態学的に細分化す
ることが可能か検討する。

①腎生検時観察項目
生年月日、性別、腎生検日時、RAS系阻害薬内
服の有無、、副腎皮質ステロイド剤内服の有
無、扁桃摘出の有無・日時、病理組織分類
（Oxford分類、半月体形成の有無、わが国の組
織学的重症度分類）②経過観察時観察項目
観察日、身長、体重、血清クレアチニン値、
eGFR、尿中アルブミン・クレアチニン比、尿中蛋
白・クレアチニン比、尿中蛋白量、降圧剤内服
数、RAS系阻害薬内服の有無、副腎皮質ステロ
イド剤内服の有無、免疫抑制剤内服の有無、
Fish oil内服の有無、透析開始の有無・日時、腎
移植の有無・日時、死亡の有無・日時

約50例

第3533号

急性期病院における脳損
傷患者の認知機能に関
する検討

2017年3月7日 2025年3月31日
リハビリテーション部

宮内　貴之
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3533.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3533.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3533.pdf
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第3538号
CT所見に基づく絞扼性腸
閉塞の緊急度判定

2017年3月22日 2021年6月30日
救急医学

佐藤　文恵

絞扼性腸閉塞

平成20年1月1日～
平成29年1月31日

絞扼性腸閉塞は腸管と共に腸間膜動静脈が圧
迫されることによりうっ血・虚血を生じる病態であ
り、適切に診断し速やかに解除しないと壊死を
生じる例や比較的、時間的な猶予がある例まで
様々である。身体所見や血液生化学検査など
の臨床所見と重症度との相関性は乏しく、臨床
的に緊急度を判定することは難しい。今回の研
究では、実際に手術した症例のCT所見を解析し
た上で、画像によるstagingを行い、適切な診断・
マネージメントのための緊急度判定や腸管予後
予測が可能か検証する。また、どのようなCTプ
ロトコールを用いればそれらが達成できるかも
検討する。

絞扼性腸閉塞のCT画像についてⅠからⅣまで
のstaging（Ⅰ：静脈うっ滞期、Ⅱ：動脈血流入低
下期、Ⅲ：動脈血流高度低下／途絶期、Ⅳ：壊
死期）を行い、CT検査から手術までの時間、臨
床所見（バイタルサイン、理学的所見、血液検
査所見）、手術内容（絞扼解除のみか、腸管切
除を要したか）等と対比して、適切な緊急度判
定・腸管予後予測を行えるか検証します。

70例

第3562号
リウマチ性疾患の患者に
生じた顎骨壊死の解析 2017年2月14日 2023年3月31日

内科学（リ・膠・ア内科）
永渕　裕子

第3599号
当院における再発性多発
軟骨炎症例の病態・治療
における特徴解析

2017年4月13日 2022年3月31日

内科学
（リウマチ・膠原病・
アレルギー内科）

大岡　正道

再発性多発軟骨炎

平成22年1月1日～
平成28年3月31日

再発性多発軟骨炎（RP：Relapsing 
Polycondritis）は全身の軟骨組織に系統的な炎
症をきたし、軟骨組織の剤弱化をもたらす希少
疾患（100万人あたり3.5人）である。希少疾患で
あることから、その診断と治療については過去
の症例報告に依存しており、確固たるエビデン
スがある治療法は確立されていない。今回、希
少な疾患の診断・治療を後方視的に調査し、病
態の特徴及び治療方法の特徴を解析する。

発症時・診断時・最重症時、最終受診段階での
疾患活動性、他疾患合併の有無、診断基準の
満足度

40例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3562
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第3651号
成人ループス腎炎の予後
に関する観察研究（コ
ホート研究）

2017年7月4日 2019年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
市川　大介

ループス腎炎

2007年1月1日～
2012年12月31日

日本腎臓学会の二次研究として、腎生検を施行
してループス腎炎と診断された症例を対象に、
レトロスペクティブなコホート研究を行う。まず
は、ループス腎炎全体および各組織型による腎
予後を明らかにする。今回の検討の結果、成人
ループス腎炎症例の組織型別の初期治療と予
後の実態が明らかになるとともにループス腎炎
の病態解明に有益な知見が得られると考える。

【J-RBRへの診断時登録データ】
・患者基本情報：年齢、性別、腎生検実施日、腎
生検回数、一般所見：身長、体重、血圧（収縮期
／拡張期）、降圧薬内服の有無、糖尿病診断の
有無、尿所見：尿定性試験（尿潜血、尿蛋白）、
尿沈渣（尿中赤血球数）、尿生化学（尿蛋白量g
／日、g／gCr）、血液検査：血清クレアチニン
（Cr）、血清総蛋白、血清アルブミン、総コレステ
ロール、HbA1c、腎生検：病理組織診断名（ルー
プス腎炎）、組織型（ISN／RPS分類）
【診断時の追加調査データ】
・患者基本情報：SLE発症日、ループス腎炎発
症日、臨床病型：ネフローゼ症候群、急速進行
性腎炎症候群（RPGN）の有無、血液検査：抗リ
ン脂質抗体（ループスアンチコアグラント、抗カ
ルジオリピン抗体IgG、抗カルジオリピン抗体
IgM、抗カルジオリピンβ２-GPI複合体抗体のい
ずれかが陽性の有無）、抗DNA抗体（有無）、抗
Sm抗体（有無）、血清補体価（CH50）、C3、C4、
腎生検：理由（初発、再発、難治、軽快、その
他）、今回が２回目以降の腎生検の場合：以前
の腎生検の施行日、組織型（ISN／RPS分類ま
たはWHO分類）。初回治療内容、フォローアップ
のデータ（６ヵ月後、１２ヵ月後、最終観察時、経
過中のイベント）

8例
（全体600例）

第3679号
拡張時間2分の内視鏡的
乳頭ラージバルーン拡張
術（EPLBD）の治療成績

2017年11月27日 2025年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
路川　陽介

総胆管結石

2012年5月1日～
2020年9月30日

近年、胆管の大結石や多数結石などに対する
治療としてEPLBDの有用性が報告されている。
2016年に日本消化器内視鏡学会より、EPLBD
のガイドラインが提唱されたが、バルーンの適
切な拡張時間については明確なエビデンスがな
いのが現状である。また、細径のバルーンを用
いた内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）では
5分の長時間拡張が治療効果や膵炎予防に寄
与するとの報告があるが、EPLBDでは明らかに
されていない。本研究は、内視鏡的胆管結石除
去術におけるEPLBDの拡張時間2分の妥当性、
有用性、安全性を検討する。

結石数、結石径、完全截石率、完全截石までの
治療回数／時間、偶発症率、長期予後

220例

第3680号
慢性腎臓病患者における
教育入院の効果に関する
研究

2017年7月26日 2024年3月31日
栄養部

柴田　みち

慢性腎臓病教育入院の方

2011年1月1日～
2017年6月15日

当院では、平成23年1月より、慢性腎臓病の進
行予防を目的とした1週間の入院教育プログラ
ムを導入している。該当患者の情報を収集し、
教育入院の効果（腎臓機能の悪化速度を緩徐
にする）に影響をおよぼす背景因子を明らかに
する。

患者背景（年齢、性別、身長、体重、BMI、同居
者、栄養指導記録から食生活歴など）、慢性腎
臓病ステージ分類、原疾患、リハビリ室で測定し
た身体機能指標、身体組成、教育入院半年前・
入院時・入院半年後・１年後における生化学検
査値（eGFR）

300例
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第3690号
オノマトペを用いた診療
支援システムの構築につ
いての研究

2017年8月2日 2019年3月31日
内科学

（総合心療内科）
松田　隆秀

疼痛を主訴とする疾患

2016年4月1日～
2017年3月21日

日常診療において、患者は医師に「ずきずき」、
「しくしく」といったオノマトペ（擬音語、擬態語の
総称）で疼痛を表現することが多い。「くも膜下
出血のように、突然バットで頭を「ガーン」と殴ら
れたような痛み」のような表現が代表的である
が、言語による主観的な訴えの多くは客観的に
評価することが困難なため、検査に依存した診
療が行われがちである。電気通信大学では、オ
ノマトペが表す痛みの質と強度を35の評価尺度
を用いて定量化するシステムを開発している。こ
のシステムと日常診療で得られるオノマトペと最
終診断された疾患との関係を合わせることで、
患者の表現するオノマトペから特定の疾患を想
起できるような表現に変換し、診断に結び付け
られるような診療支援システム作りを電気通信
大学と共同で行う。

年齢、性別、症状とその部位、オノマトペ、症状
の具体的な形容表現、pain scale、最終診断
名、身長、体重、既往歴、内服歴、飲酒歴、喫煙
歴、家族歴、血液検査所見、実施された超音
波・CT・MRI・内視鏡検査の実施日・画像所見

1,000例

第3692号

消化器内視鏡に関連する
疾患、治療手技データ
ベース構築

2017年9月14日 2018年12月31日
内科学（消化器・肝臓

内科）
松田　浩二

第3708号
超音波機能SMI、SWEを
用いた婦人科疾患の評
価

2017年9月6日 2019年12月31日
産婦人科学

遠藤　拓

卵巣癌、子宮頸癌、子宮
体癌、その他の婦人科疾
患

2017年5月1日～
2017年8月24日

卵巣癌を中心とした婦人科腫瘍において、超音
波機能であるスーパマイクロバスキュラーイメー
ジング（ＳＭＩ）やシュワーウェイブエラストグラ
フィー（ＳＷＥ）機能の有用性を検討する。

年齢、性別、BMI、採血データ（腫瘍マーカー）、
腫瘍径、CT画像、MRI画像、拡散強調画像、
PETCT、超音波画像

300例

第3709号

本邦における卵巣癌（上
皮性腫瘍、胚細胞腫瘍、
性索間質性腫瘍）に対す
る妊孕性温存治療に関す
る検討

2017年11月28日 2020年3月31日
産婦人科学
吉岡　範人

上皮性腫瘍、胚細胞腫
瘍、性索間質性腫瘍

2007年1月1日～
2017年8月24日

本研究では、小児期および通常成人女性の間
の思春期および若年成人世代であるAYA
（Adolescent　and young adalts)世代に着目し、
AYA世代における卵巣癌（上皮性腫瘍、胚細胞
性腫瘍、性索間質性腫瘍）の治療前情報、治療
方法、妊孕性温存方法、治験後妊娠転機等に
ついて後方視的に調査することを目的とした。

手術時年齢、手術前の結婚歴、妊娠既往、月経
歴・月経異常、挙児希望の有無、CA125値、卵
巣予備能検査施行の有無。初回手術実施日、
手術方法、術後進行期、病理組織分類、術後化
学療法の有無、治療後卵巣予備能、術後不妊
期間、治療後の結婚歴・月経歴・月経異常、挙
児希望、妊娠の有無、妊娠時の合併症の有無、
妊娠転機、分娩形式、分娩週数、再発の有無、
再発日、再発日治療、再発時の妊孕性温存治
療の有無、最終生存確認日、最終生存確認時
の転帰

300例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3692.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3692.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3692.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3692.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3692.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3692.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第3710号
婦人科領域におけるVTE
治療に関わる薬剤の研究

2017年11月22日 2020年3月31日
産婦人科学
吉岡　範人

子宮頸癌、卵巣癌、子宮
体癌、婦人科悪性疾患、
婦人科良性疾患

2009年1月1日～
2017年8月24日

婦人科領域のVTE（Venous theromboembolism)
治療において、既存の治療薬であるヘパリンや
ワルファリンと新たな治療薬であるフォンダパリ
ヌクスやDOACｓ（Direct　oral anticoagulants)の
有効性と安全性の検討を目的とする。

年齢、性別、BMI、腫瘍径、疾患名、既往歴、血
液検査（腫瘍マーカー、Dダイマー、PIC、TAT、
可溶性フィブリンモノマー）手術時間、術式、治
療内容、再発期間、全生存期間

300例

第3711号
日本における頭頸部悪性
腫瘍登録事業の実施 2017年10月5日 2021年12月31日

耳鼻咽喉科学
深澤　雅彦

第3715号

日本外傷データバンクへ
の外傷患者登録と登録
データを用いた臨床研究

2017年11月16日 2023年3月31日
救急医学
平　泰彦

第3716号
肝膿瘍の疫学的・臨床的
検討

2017年9月14日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

肝膿瘍症例（細菌性、ア
メーバ性、真菌性、寄生虫
性、その他）

1998年1月1日～
2017年5月31日

肝膿瘍は比較的稀な肝疾患であるが、一度発
症すると重篤になる可能性を有する疾患であ
る。近年、抗菌薬の改良により救命される症例
が増加してきたが、未だ重症化する症例がある
ため、肝膿瘍診療を把握する必要がある。本研
究では、肝膿瘍の背景疾患、起因薬、使用する
抗菌薬、臨床経過など経年的な変化を評価し、
肝膿瘍における疫学的・臨床的検討を行う。

年齢・性別、背景の基礎疾患（糖尿病、悪性腫
瘍、免疫抑制剤使用、同性愛者、常用飲酒の有
無）、肝膿瘍の起因菌（細菌性、アメーバー性、
真菌性、寄生虫性）、使用される抗菌薬、臨床
経過

150例

第3743号

日本人肝チトクローム
P450の各分子種におけ
る遺伝多型とmRNA、蛋
白発現量及び酵素活性と
の関連の評価

2017年10月13日 2022年12月31日
薬理学

松本　直樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3715.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3743.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3715.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3715.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3715.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3715.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3715.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3743.pdf
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第3748号

症候性小腸狭窄を有する
クローン病患者に対する
薬物療法と内視鏡的バ
ルーン拡張術の治療成
績について：多施設共同
研究

2017年10月18日 2019年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
山下　真幸

2008年1月1日以降に症候
性狭窄が明らかとなり追跡
可能であった当院のクロー
ン病

2008年1月1日～
2017年3月31日

本研究では、クローン病の小腸狭窄におけるバ
ルーン小腸内視鏡を用いた粘膜面の評価や内
視鏡的バルーン拡張術の効果、小腸狭窄に対
する免疫調節剤や抗ＴＮＦ-α抗体製剤の有用
性などが明らかになる可能性がある。また、ク
ローン病全例における症候性狭窄に対する薬
物治療や内視鏡的バルーン拡張術が腸管切除
に与える影響の解析により症候性狭窄を来した
クローン病患者の予後予測が可能となり、適切
な治療選択が期待される。

検査日時、性別、クローン病発症時年齢、イレ
ウス発症時年齢、罹病範囲、病型、肛門病変の
有無、投薬情報、臨床経過

5例
（全体200例）

第3749号
胃切除患者に対する継続
的な栄養食事指導システ
ムの効果に関する研究

2017年10月26日 2024年3月31日
栄養部

柴田　みち

当院にて胃切除術を施行
した患者

2011年1月1日～
2017年9月18日

当院では、平成26年3月より、胃切除患者の術
後障害の低域およびＱＯＬの向上を目的とした
継続的な栄養食事指導を行うシステムを導入し
ている。該当患者の情報を収集し、当システム
構築による評価を行う。

患者背景（年齢、性別、身長、体重、BMI）、病
期、術式、再建法、入院期間、摂取栄養量。入
院時、退院時、術後1か月後、3か月後、6か月
後、9か月後、1年後における体重、生化学検査
値（TP、A1b、Palb、CRP）、栄養食事指導実施
の有無、栄養食事指導実施記録より食事に関
する愁訴、指導内容

300例

第3766号
胎児付属物異常と胎盤機
能評価に関する研究 2018年1月5日 2023年12月31日

産婦人科学
長谷川　潤一

第3783号
バイオマーカーによる感
染性心内膜炎スクリーニ
ングに関する観察研究

2017年12月11日 2022年10月31日
救命救急センター

【西部病院】
吉田　徹

第3793号

消化器・一般外科手術に
おける手術部位感染
（Surgical site 
infection:SSI）発生率の検
討

2017年12月21日 2021年3月31日
感染制御部

三田　由美子

消化器・一般外科で手術
症例（食道癌、胃癌、大腸
癌、肝癌、膵癌、急性虫垂
炎、急性胆嚢炎、腹膜炎、
鼠径ヘルニア等）

2005年7月1日～
2017年9月30日

手術部位感染（ＳＳＩ）の発生を抑えることは、患
者さんにとって不要な入院期間の延長を妨げる
だけでなく、特定機能病院を中心に包括医療制
度（ＤＰＣ）の導入による費用増大を抑制し、病
院の収益に反映する。ＳＳＩ対策は非常に重要で
あり、特にサーベイランスを行ってのＳＳＩ発生率
をコントロールすることの重要性が指摘されてい
る。当院では、2005年7月より医師、看護師を中
心にＳＳＩチームを構成し、手術部位感染に対し
てサーベイランスを行ってきた。今回、この結果
について調査する。

年齢、性別、術式、創分類、手術前体温、手術
時最低体温、手術部位感染発症率

10,000例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3766.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3783.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3783.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3783.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3783.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3783.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3783.pdf
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第3794号

ESUS患者における血管
イベント再発と経食道心
臓超音波所見の特徴に
関する後方的観察研究

2017年12月6日 2020年3月31日
内科学

（神経内科）
清水　高弘

脳梗塞

2005年4月1日～
2012年3月31日

発生機序が不明な虚血性脳卒中を潜因性脳梗
塞といい、脳梗塞の1/4を占めると報告されてい
る。2014年にEmbolic Stroke of Undetermined 
Source (ESUS)の概念が提唱された。その知見
によると、心原性脳梗塞と脳卒中再発率が高
く、発作性心房細動が30％潜んでいることが報
告された。一方、潜因性脳梗塞の原因として潜
在的な梗塞源疾患は重要であり、経食道心エ
コー検査（ＴＥＥ）は塞栓源病変の検出に有用で
ある。今日では、ＥＳＵＳに対する直接経口抗凝
固薬の治療適応拡大を検証する国際的な大規
模試験が進められている。また、梗塞源疾患発
生機序に関わる脳梗塞では、再発予防に対す
る治療法は確立されておらず、実臨床現場で治
療法の選択に苦慮するケースが少なくない。本
研究では、ＥＳＵＳにおけるＴＥＥの実施状況を
明らかにし、ＥＳＵＳの病歴やＴＥＥ所見を基に、
ＥＳＵＳにおける脳梗塞の再発病型や再発リス
ク因子などを解明する。

患者病歴（年齢、動脈硬化リスク因子の情報な
ど）、身体所見、採血データ、胸部レントゲン、頭
部MRI、MRA、超音波検査

150例

第3810号

低ナトリウム血症を伴う
肺炎における血清ナトリ
ウム値急上昇の危険因
子の探索

2018年1月9日 2020年3月31日
内科学

（総合診療内科）
廣瀬　雅宣

低ナトリウム血症を伴う肺
炎

2006年2月1日～
2017年10月31日

低ナトリウム血症はありふれた病態であるが、
治療途中で結成ナトリウム値が急激に上昇する
ことがあり、浸透圧性脱髄症候群の危険因子と
なり得る。低ナトリウム血症が起きる原因の一
つに肺炎があるが、低ナトリウム血症を併存す
る肺炎において、治療開始からどの程度時間が
経過すると、抗利尿ホルモンが分泌抑制される
かは特定できていない。本研究では、低ナトリウ
ム血症を併存する肺炎において、血症ナトリウ
ム値が急上昇するタイミングを明らかにする。ま
た、血症夏リウム地の急上昇が引き起こすリス
ク因子には何があるか調査する。

年齢、性別、病名、身長・体重、基礎疾患、内服
歴、施設入所の有無、飲酒歴、喫煙歴、家族
歴、意識障害の有無、血圧、脈拍、体温、
Sp02、呼吸数、尿量、血液・尿検査、喀痰検査、
超音波、CT・MRI・内視鏡検査の実施日・画像所
見

300例

第3819号
当院における虫垂炎手術
の治療成績

2018年1月10日 2019年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
浜辺　太郎

虫垂炎

2012年1月1日～
2016年12月31日

急性虫垂炎の治療方針は、緊急手術の適応を
含めて施設間で違いがある。近年、保存的治療
を先行させて、炎症のない時に待機的虫垂切除
術を施行する(lntervaｌAppendectomy)ことが普
及してきている。また,膿瘍形成性虫垂炎に関し
ても、緊急手術や穿刺ドレナージ、保存的治療
を先行させてからの待機的虫垂切除などの適
応を含め、治療方針に選択肢がある。 当院に
おける急性虫垂炎の治療成績を解析し、緊急手
術や待機的手術などの治療万針の妥当性につ
いて検討する。

手術成績や術後経過（手術時間・出血量・合併
症・術後在院日数など）

182例



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第3820号

体性感覚誘発電位・運動
誘発電位を測定する脳外
科手術症例に対する麻酔
薬の検討

2018年1月9日 2020年3月31日
麻酔科

【西部病院】
宮川　秀俊

SEP・MEPを使用した脳外
科患者の全身麻酔管理症
例

2016年4月1日～
2017年10月31日

本邦では体性感覚誘発電位(SEP)・運動感覚誘
発電位(MEP)を用いる全身麻酔維持にプロポ
フォールや揮発性吸入麻酔薬を使用するが、ど
ちらも高濃度下ではSEP・MEPを抑制する。揮発
性吸入麻酔薬は1最小肺胞濃度(MAC)以上の
用量依存性にSEP・MEPの振幅を抑制するが、
現在は麻薬を併用するバランス麻酔が主流で
あり、1MACを使用する症例はあまりない。術中
の維持麻酔濃度で十分なSEP・MEPの振幅が得
られ、波形の導出が容易であるため、麻酔科医
の判断によりプロポフォール・揮発性吸入麻酔
薬の選択をしている。この研究の目的は、SEP・
MEPを測定した全身麻酔症例からSEP・MEPの
潜時・振幅の変化をプロポフォール群と揮発性
吸入麻酔群に分けて遡及的に検討し、SEP・
MEP の振幅・潜時の変化率に違いがあるかを
検討する。

年齢、身長、体重、性別、施行術式、麻酔方法、
術中測定したSEP・MEP波形の振幅・潜時、術後
の麻痺症状の有無

60例

第3826号

胃生検Group2病変に対
する遺伝子解析と最終病
理結果の関係についての
研究

2018年2月6日 2019年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
松尾　康正

第3837号

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
に関する研究の多施設共
同後方視的観察研究

2018年1月15日 2021年3月31日
内科学（神経内科）

長谷川　泰弘

急性期脳梗塞に対してt-
PA静注療法、血栓回収療
法を施行した症例。（脳梗
塞、非外傷性脳内血種、ク
モ膜下出血、一過性脳虚
血発作、モヤモヤ病、未破
裂脳動脈瘤）

2013年1月1日～
2015年12月31日

脳卒中、心筋梗塞、心不全などの循環器病は、
本邦の死因の25.5%、国民医療費の約20%を占
め、その克服は大きな課題である。本邦で共通
のリスク因子のある脳卒中、循環器疾患への包
括的な取り組みは、整備されておらず、脳卒中
または循環器病対象の地域拠点病院の認証も
まだである。本邦の診療実態に適合した脳卒中
の医療の質（Quality Indicator,QI)の開発には、
大規模データベースの活用が重要である。今
後、脳卒中におけるデータベースを活用し、継
続的に脳卒中対策の進捗状況をモニターする。
本研究は、多施設共同で、本邦の脳卒中セン
ターの認証に資ことを目的として急性期脳梗塞
に対してt-PA静注療法、血栓回収療法を施行し
た症例のみを対象にした後ろ向き観察研究であ
る。

年齢、動脈硬化リスク因子の情報、身体所見、
採血データ、胸部レントゲン、頭部MRI、MRA、
超音波検査結果

22例
（全体100,000

例）

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3826.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3826.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3826.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3826.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3826.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3826.pdf
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第3842号
当科における胃癌症例に
関する臨床的特徴並びに
治療成績の検討

2018年1月16日 2021年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
榎本　武治

胃癌

1989年4月1日～
2020年9月30日

聖マリアンナ医科大学病院,東横病院,横浜市西
部病院,川崎市立多摩病院で診療した特に胃癌
癌患者症例の特に手術、栄養、感染の現状を
把握するため、診断、治療、予後について調査
を行う。

年齢、性別、既往歴、家族歴、血液検査（血算：
白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、
MCH、MCHC、血小板、凝固：PT、PT-TNR、
APTT、生化学検査：総蛋白、アルブミン、プレア
ルブミン、AST、ALT、クレアチニン、尿素窒素、
CRP,血清鉄、TIBC、CEA、CA19-9、CA125、プ
ロカルシトニン、プレセプシン等）画像診断（上部
消化管造影、CT、MRI、上部消化管内視鏡、
PET-CT等）手術症例：術式、出血量、合併症、
転帰、病理検査結果、予後

5,000例

第3851号

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年3月20日 2023年9月30日
脳神経外科学
田中　雄一郎

第3856号
当科における腹部外傷症
例に関する臨床的特徴並
びに治療成績の検討

2018年1月29日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小泉　哲

腹部外傷性例

2005年4月1日～
2017年10月31日

聖マリアンナ医科大学病院で診療した外傷症例
(特に腹部外傷)を対象とし、術前情報からの治
療方針決定の判断および術中判断(至適術式選
択・実施術式)の適否、術後経過(合併症発生
率、予後)の現状を把握する。

＜患者初期情報＞年齢、性別、受傷年月日、受
傷時刻、受傷要因、外傷分類、受傷機転、＜病
院前情報＞搬送経路、搬送手段、覚知時刻、現
着時刻、傷病者接触時刻、現発時刻、病院着時
刻、搬送時間、救急救命士同乗の有無、病院前
処置、現場血圧、現場脈拍数、現場呼吸数、現
場（JGS）ジャパン・コーマ・スケール式意識レベ
ル評価、転送情報＜来院時病態＞血圧(収縮
期・拡張期)、呼吸数、心拍数、体温、体温測定
部位、GCS(E,V,M)(グラスゴー・コーマ・スケール
式意識レベル評価)、JGS、RTS(生理学的重症
度評価)、受傷前飲酒、血中アルコール濃度、既
往症、＜初療時の検査と処腫＞診察開始時
刻、FAST(迅速簡易超音波検査法)、CT(施行時
刻、所見)、緊急血管造影、緊急救命処置、輸血
開始時刻、総輸血量、初回手術(TAEを含む)、
初回予術日、初回手術室入室時刻、手術開始
までの時間、手術適応、手術内容、48時間以内
の再手術の有無＜診断名と損傷重症度＞とし
て、腹部損傷形態、腹部以外の損傷(形態と重
症度)、ISS(外傷重症度評価スコア)、日本外傷
学会分類、合併症＜入退院情報＞入院日、初
期治療後入院病棟、人工呼吸管理日数、ICU在
室日数、救急部門退出日、退院日、退院後転出
先、退院時機能的自立度、入院日数、死亡例、
剖検の有無

30例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3851.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3851.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3851.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3851.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3851.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3851.pdf
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第3857号
当科における肝切除症例
に関する臨床的特徴並び
に治療成績の検討

2018年2月14日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小泉　哲

肝切除を実施した症例

2005年4月1日～
2017年11月30日

聖マリアンナ医科大学病院で診療した肝切除症
例を対象とし、術前情報からの手術適応の判断
および術中診断の適否、術後経過（合併症発生
率、予後）の現状を把握する。

術前情報：年齢、性別、既往歴、家族歴、治療
の対象となった原因疾患、併存疾患、内服歴、
全身状態、認知機能、血液検査（血算：白血球、
ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、
MCHC、白血球、血小板、凝固：PT、PT-INR、
APTT、生化学検査、総蛋白、アルブミン、プレ
アルブミン、AST、ALT、クレアチニン、尿素窒
素、CRP,アンモニア、ICG-R15（血中停滞率）、
血清鉄、TIBC（総鉄結合能）、腫瘍マーカー、プ
ロカルシトニン、プレセプシン等）画像診断（腹部
超音波、CT、MRI、PET-CT等）術中情報：術
式、出血量、総手術時間、肝門遮断時間、使用
した手術デバイス、術中門脈圧測定値、術中循
環励態パラメーター各種。術後情報：術後在院
日数、合併症の種類と発生率、転帰、病理検査
結果、予後

200例

第3858号

胆道癌における最適な術
式および周術期管理と術
前後化学療法の有用性
に関する検討

2018年1月29日 2023年3月30日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

肝内胆管癌、胆嚢癌、肝
外胆管癌

2005年1月1日～
2017年12月20日

肝内胆管癌、胆嚢癌、肝外胆道癌などの胆道
癌は難治性癌と考えられており、術式や補助化
学療法の最善策について一定の見解が得られ
ていないのが現状である。また、胆道癌に対し
て適応とされる術式は大量肝切除術や膵頭十
一二指腸切除術など侵襲の大きな術式であり、
合併症も多い。これらについて各施設で様々な
工夫を行っているが、いまだ十分に合併症を軽
減できているとは言えない。各癌における術式・
手術手技・周術期管理と合併症の発生における
因果関係と、術前後化学療法が再発・予後に寄
与するか否かを検討し侵襲と安全性、根治性の
面から最適な術式と化学療法はなんであるかを
探索する。

年齢、性別、BMI、糖尿の有無、soft pancreasで
あるか・膵管径、術前栄養指標データ、シンバイ
オティクス施行の有無、手術手技におけるリン
パ節郭清範囲、出血量、手術時間、膵空腸吻合
手技、消化管吻合手技、予防抗菌薬、術後管
理。対象とする合併症は膵液瘻、胆汁瘻、SSI、
胃内容排泄遅延、胆管炎、脂肪肝、術前後の補
助化学療法施行の有無やその内容、術後病理
組織学的検査結果、再発部位、再発期間、予後
（無再発生存期間、全生存期間など）

200例

第3869号

側方進入椎体間固定術
の合併症調査に関する研
究

2018年2月14日 2022年12月31日
整形外科学

赤澤　努

第3882号

結腸・直腸癌を含む消化
器・腹部悪性腫瘍患者を
対象としたリキッドバイオ
プシーに関する研究
(GOZILA Study)

2018年3月12日 2026年3月31日
臨床腫瘍学

砂川　優

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3869.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3882.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3869.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3869.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3869.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3869.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3869.pdf
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第3888号
当院における回腸人工肛
門閉鎖術に関する検討

2018年2月28日 2019年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
浜辺　太郎

回腸人工肛門形成状態

2011年1月1日～
2017年11月31日

人口肛門開鎖術は合併症発生率が高く、多くが
創部感染であるとされる。人工肛門閉鎖術にお
ける環状皮膚縫合の有効性についての報告も
ある。また、緊急手術での人工肛門造設術は、
定時手術よりも合併症発生率が高いことが想定
される。今回、当院における回腸人工肛門閉鎖
術に関して検討を行い、手術手技の妥当性につ
いて検討することを目的とした。

手術時間、出血量、合併症、術後在院期間、造
設から閉鎖までの期間

41例

第3889号

全身拡散強調画像：
DWIBS法（Diffusion 
weighted whole body 
Imaging Background body 
signal Suppression）を用
いた乳癌遠隔転移の画
像評価研究

2018年2月28日 2020年12月31日
放射線医学
印牧　義英

乳癌の症例

2015年4月1日～
2017年12月31日

乳癌の遠隔転移に対しては一般的にMRI、CT、
PET-CT、骨シンチグラフィ、超音波などを用い
て脳、肺、肝,骨転移などを評価している。一方
MRIによる拡散強調画像は脳転移、肝転移、骨
転移の描出能に優れていることが知られてい
る。1回の検査で多臓器を観察できる全身拡散
強調画像を用いれば、乳癌遠隔転移検索にお
いてコスト・侵襲性の低減につながることが予測
される。本研究の目的は、MRI全身拡散強調画
像(DWIBS法)による遠隔転移巣の検出能を後方
視野的に検討する。

乳癌原発巣の組織学的結果やサブタイプ、転移
した臓器の数、転移巣出現までの期間、治療
法、腫瘍マーカーの推移、生命予後

500例

第3891号
胆嚢疾患におけるERCP
関連手技の検討

2018年2月22日 2021年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中原　一有

胆嚢疾患

2010年4月1日～
2017年12月31日

ERCP手技における胆嚢内へのアプローチは、
十二指腸乳頭および胆嚢管を経由する必要が
あるため手技的難易度が高く、一般に普及して
いるとは言い難い。近年では、手術が困難な急
性坦嚢炎例に対する内視鏡的胆嚢ドレナージ
術や、病理学的診断を目的とした胆嚢内胆汁細
胞診などのERCP手技が、high volume centerを
中心に行われるようになってきているが、詳細な
成績や安全性は明らかではない。そこで、当院
で施行した胆嚢疾患に対するERCP関連手技を
retrospectiveに調査し、その成績および安全性
について検証することによって、胆嚢疾患に対
するERCP手技を用いた治療や診断の更なる確
立に寄与することを目的として検討を行う。

患者背景（年齢、性別、原疾患、胆石有無、急
性胆嚢炎重症度、傍乳頭憩屋有無、既往歴、内
服歴等）処置内容（外瘻ドレナージ、ステンディ
ング、胆汁吸引等）使用処置具の種類（ステント
形状、径、長等）、処置成功率、臨床的成功率、
偶発症

250例
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第3899号

StageⅢの治癒切除胃癌
に対する術後補助化学療
法としてのTS-1＋
Docetaxel併用療法とTS-
1単独療法のランダム化
比較第Ⅲ相試験
（JACCRO GC-07
（START-2））」におけるバ
イオマーカー研究 
JACCRO GC-07AR2

2018年3月20日 2022年9月30日
臨床腫瘍学

砂川　優

第3902号
術後再建腸管症例に対
するERCP検討

2018年3月7日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
森田　亮

ERCP関連手技を施行した
術後再建腸管例

2011年1月1日～
2017年3月31日

術後再建腸管を有する胆膵疾患に対するERCP
は、バルーン内視鏡の開発により可能となっ
た。きらに2016年にはバルーン内視鏡加算とし
て保険収載され、ますますの手技普及が期待さ
れている。しかし、種々の術式や再建方法があ
り、挿入手技の標準化はなされておらず、なお
難渋することも少なくないのが現状である。近年
開発された新型ショートバルーン内視鏡はこれ
まで用いられていたシングルバル一ン内視鏡と
比較し、短いスコープ長と大きな鉗子口を有し、
術後再建腸管例におけるERCPにおいて使用可
能なデバイスの幅が広がりより多彩な処置が可
能となった。しかし、挿入性においては短いス
コープ長のデメリットも危惧され、シングルバ
ルーン内視鏡との優劣は明らかではない。当院
における術後再建腸管例のERCPを検証し、
ショートシングルバルーン内視鏡とシングルバ
ルーン内視鏡の成績を比較検討することを目的
とした。

患者背景（年齢、性別、PS、腸管再建方法、胆
管炎重症度、抗血栓薬内服歴、結石数、結石
径、乳頭処置既往、傍乳頭憩室有無、血液検査
（WBC、CRP、T-Bil、D-bil、AST、ALT、r-GTP、
ALP、LDH、AMY）、ERCP処置内容（使用スコー
プ、目的部位、到達時間、処置時間、、目的部
位達成率、処置成功率、胆管挿管法、乳頭処置
（EST、EPBD、EPLBD、pre-cut、無し）結石除去
法（バスケット、バルーン、EML）胆管ドレナージ
法（ENBD、EBD、PTBD、MS）遇圧症（偶発症
率、内訳（膵炎、出血、穿孔、胆道炎、ステントト
ラブル（自己抜去、迷入、逸脱）誤嚥性肺炎、バ
イタル変動等）偶発症重症度、入院期間。

1,000例

第3904号

Clinical Impact of 
Restenosis Undergoing 
Routine Follow-up 
Coronary Angiography 
after Percutaneous 
Coronary Intervention 
with Stent
ステント留置後の冠動脈
追跡造影における再狭窄
の臨床的意義

2018年3月1日 2022年3月31日
内科学

（循環器内科）
石橋　祐記

狭心症、心筋梗塞

2006年3月1日～
2014年10月31日

当院では現在まで経皮的冠動脈ステント留置術
後、ステントの開存性を確認するために冠動脈
追跡造影が施行されている。しかし、薬剤溶出
性ステントが導入され再狭窄が減少した現代に
おける、冠動脈追跡造影および冠動脈追跡造
影における再狭窄の臨床的意義に関しては未
だ議論の分かれるところである。そこで、本研究
では、ステント留置後に冠動脈追跡造影を施行
した症例を対象に後ろ向きに調査し、ステント留
置後の冠動脈追跡造影における再狭窄の臨床
的意義を検討する。

死亡例、窒息死的心筋梗塞、新規病変に対す
る血行再建、脳血管障害、心不全入院の複合エ
ンドポイント

900例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3899.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3899.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3899.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3899.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3899.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3899.pdf
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第3905号

経口PPIフォーミュラリー
における当院の処方実態
と
全国調剤データとの比較
研究

2018年3月1日 2020年3月31日
薬剤部

水谷　翔

経口PPIを処方された患者
（エソメブラゾール、オメブ
ラゾール、ボノブラザン、ラ
ベラゾール、ランソプラ
ゾール、ボノサップ、ボノブ
ラン、ランサップ、ランピオ
ン、ラベキュア、ラベファイ
ン、タケルダ配合錠の全規
格

2016年5月17日～
2017年12月31日

当院は大学病院であり、先進的な医療を提供す
るだけでなく、有用性と経済性を考慮した標準
治療を推奨する上で、院内の同種同効薬の使
用基準(フォーミュラリー)を作成している。平成
28年5月より経コPPIフォーミュラリーが薬事委員
会で承認された。本研究は、フォーミュラリー作
成後の経口PPIの処方状況を調査し、経時的に
全国の調剤データとの比較し、フォーミュラリー
の効果について検証する。

＜聖マリアンナ群＞患者ID、生年月日、性別、
年齢、対象薬の処方診療科、院内処方または
院外処方、処方薬品名、投与量、投与日数、処
方目的（ICD10コードK20からK31、食道、胃及び
十二指腸の疾患）、ボノプラザンのみ前治療の
有無（期間内の新規処方または継続処方）およ
び累積処方期間、ピロリ除菌パック製剤の処方
状況（1次除菌、2次除菌の処方有無）
＜全国群＞患者年齢、性別、処方医療機関（病
床数400症以上の大学病院と大学病院以外の
病院、400症以下の病院、それ以外のクリニッ
ク）処方診療科、処方薬品名、投与量、投与日
数、ボノプラザンのみ前治療の有無（期間内の
新規処方または継続処方）累積処方期間および
併用薬（非ステロイド性抗炎症薬ｍたは低用量
アスピリンの有無）ピロリ除菌パック製剤の処方
状況（1次除菌、2次除菌の処方有無）

10,000例

第3920号

妊娠糖尿病・糖尿病合併
妊娠の妊娠転帰および母
児の長期予後に関する登
録データベース構築によ
る多施設前向き研究
（Diabetes and Pregnancy 
Outcome for Mother and 
Baby Study）糖尿病およ
び“妊娠中の明らかな糖
尿病（Overt diabetes in 
pregnancy）”合併妊娠の
妊娠転帰調査 
(DREAMBee 
study[DM/OvertDM-
PO])

2018年4月9日 2025年12月31日
内科学

（代謝・内分泌内科）
中川　朋子

第3925号
尿路結石患者の塩酸畜
尿による尿化学検査の検
討

2018年3月19日 2020年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
鈴木　智

当科で塩酸蓄尿した尿路
結石患者

2016年4月1日～
2017年8月31日

これまで尿路結石は、泌尿器科で診ることが多
かったが、近年メタボリック症候群と関連し、ま
た慢性腎臓病のリスクであることがわかってい
る。海外では内科医が再発予防に携わることが
多く、2017年4月より日本で初めて内科による結
石評価を当科で開始した。塩酸蓄尿による尿路
結石のリスク因子、原因を調べることが目的で
ある。

身長、体重、BMI、血圧、尿定性沈査、蛋白定
量、尿電解質、塩酸畜尿：シュウ酸、クエン酸、
pH、尿中クレアチニン、ナトリウム、カリウム、マ
グネシウム、カルシウム、リン、尿酸、クロール、
クエン酸、尿UN、浸透圧、採血：血算、
TP,Alb,Cre,BUN,ALP,尿酸,AST,ALT,Tbil,γ
GTP,LDH,浸透圧、レニン、アルドステロン、
TSH,intact-PTH、25(OH)ビタミンD、1,25（OH）ビ
タミンD,TRACP5b,BAP,血糖、CRP、HbA1c、
Tchol,LDLc、HDLc、TG、UA、BUN、Ca、Na、K、
CL、P、Mg、Alｂ、静脈血ガス

30例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3920.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3920.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3920.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3920.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3920.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3920.pdf
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第3926号
腎移植前後の腎臓の大
きさと形態学的変化の推
移

2018年3月19日 2020年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
鈴木　智

腎移植前後でCT 
volumetryを測定している
腎移植患者

2007年1月1日～
2017年8月31日

腎移植後レシピエントは機能的片腎となるた
め、腎臓の大きさが移植後に肥大する。それに
伴い糸球体も肥大することが知られている。CT 
volumetryで著明に腎臓が大きくなった症例で、
糸球体肥大に伴い、巣状分節性糸球体硬化症
を合併した症例を経験した。(in submit)本研究
は、移植前後の腎肥大の程度と形態学的変化
を観察することが目的である。

腎移植時（レシピエント、ドナーの性別、年齢、
身長、体重、CT volumetryによるドナーの腎臓
のサイズ）、腎移植後（腎生検日時、腎臓
volumetry測定、内服薬（RAS系阻害薬内服の
有無を含む）、病理組織評価（主に糸球体の大
きさ、糸球体の変化）、体重（腎移植退院時、腎
生検時）、血清クレアチニン値、eGFR、尿中アル
ブミン・クレアチニン比、尿中蛋白・クレアチニン
比、尿中蛋白量、免疫抑制剤内服の種類、腎移
植の有無・日時、入院を必要とするような合併症
の有無

20例

第3929号

急性胆管炎合併DICに対
するトロンボモジュリンを
用いた抗凝固療法におけ
るアンチトロンビン併用の
必要性と安全性に関する
検討

2018年3月20日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中原　一有

rTMを用いて抗凝固療法
を施行した急性胆管炎に
合併したDIC例

2010年4月1日～
2017年12月31日

近年、感染症に伴う播種性血管内凝固症候群
(DIC)に対し、新規DIC治療薬である
recombinamt human solule thrombomdulin(rTM)
を用いた抗凝固療法の有用性の報告が散見さ
れる。一方、以前よりanthithrombin(AT)の有用
性の報告がみられており、最近ではrTMとATの
併用療法による良好な治療成績の報告もみら
れる、急性胆管炎はグラム陰性桿菌を主とする
感染症によりしばしばDICを合併し、日常臨床に
おいて比較的多く遭遇する。急性胆管炎に合併
したDICに対するrTMを用いた抗凝固療法の有
用性を示す報告はごく少数みられ、The Tokyo 
Guidelines2018 for acute cholangitisにおいて
は、推奨度は1evelDと低いながらもrTMの使用
を考慮すべきとしている.しかし、抗凝固療法薬
の選択に関する十分なエビデンスはなく、特に
rTMとATの併用の有用性、安全性は不明であ
る。そこで今回われわれは、急性胆管炎に合併
したDICに対するrTMを用いた抗凝固療法にお
いて、AT併用の必要陸と安全性を明らかにする
ことを目的として検討する。

患者背景（年齢、性別、胆管炎原疾患、胆管炎
重症度、DICスコア、SIRSスコア、血液検査所見
（Plt、PT-INR、Fib、D-dimer、FDP、AtⅢ、T-
bil、CRP等）、使用薬剤種類および投与量（抗凝
固療法薬、抗菌薬等）、胆管ドレナージ、DIC離
脱率、DICスコア推移、SIRSスコア推移、血液検
査値推移、有害事象、転帰

50例
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第3934号

3D経食道心エコーを用い
たBarlow’s diseaseにお
ける
三尖弁形態の評価と治療
法に対する意義に関する
観察研究

2018年3月30日 2019年12月31日
内科学

（循環器内科）
出雲　昌樹

3D経食道心エコーを施行
した僧帽弁閉鎖不全症患
者

2012年1月1日～
2017年6月30日

僧帽弁閉鎖不全症(MR)は機能性と器質性とに
大別され、治療法の選択に大きな影響を与え
る。Barlow's diseaseは器質性MRのうち、広範な
複数部位の弁の逸脱と弁尖の粘液腫様変化に
より特徴付けられ、Barlow diseaseの診断は僧
帽弁形成術の成否に関わるため、これまで3Dエ
コーを用いた僧帽弁形態の解明が報告されて
いる。一方、三尖弁疾患はこれまで僧帽弁閉鎖
不全症としばしば合併する二次的に発生する機
能性三尖弁閉鎖不全症が注目されているが、
僧帽弁と比較してその構造解析の報告は少な
い。近年、エコー機器や解析ソフトの発達に伴
い3Dエコーを用いた三尖弁形態の評価が行わ
れつつあるが、Barlow's diseaseにおける三尖弁
形態の変化はこれまで報告されておらず、また
その術後の予後に与える影響に関しても報告さ
れていない。3D経食道エコーを用いてBarlow's 
diseaseの三尖弁の構造的特徴を明らかにし、ま
たその形態が三矢弁形成術に与える影響につ
いて検討することを目的とする。

年齢、性別、身長、体重、（高血圧、糖尿病、脂
質代謝異常、喫煙）の有無、血圧・心拍数、経胸
壁心エコー図、３D経食道心エコー検査により得
られた僧帽弁および三尖弁指標

150例

第3935号

重症気管支喘息患者の
当院における治療選択お
よび
抗体製剤の治療効果

2018年4月2日 2020年3月31日

内科学
(呼吸器内科)
【多摩病院】
佐治　淳子

気管支喘息

2010年4月1日～
2018年1月24

当院における気管支喘息患者について重症度
別の分布を検討する。喘息予防・管理ガイドライ
ン2015においてステップ4の治療を行っても十分
なコントロールが得られない患者については、
追加治療としての抗体製剤、気管支サーモプラ
スティー、経ロステロイド薬の導入を検討する必
要がある。最善の治療選択を行うことが重要で
あるが、厳密な指標が無い

性別、BMI、IgE、末梢血好酸球数、呼吸機能検
査、発作回数、予定外受診回数、短時間型β２
刺激薬処方本数等

30例

第3942号

がん型アミノ酸トランス
ポーターLAT1を標的とし
た胆道癌治療効果と発癌
経路の解明

2019年3月1日 2024年3月31日
病理学

栁澤　信之
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3942.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3942.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3942.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3942.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3942.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/3942.pdf
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第3947号

プレセプシンを用いた急
性胆管炎の診断、重症度
判定の有用性についての
検討

2018年4月10日 2019年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
末谷　敬吾

当院当科にて診断された
閉塞性黄疸例

2016年4月1日～
2018年2月21日

急性胆管炎は敗血症などの重篤かつ致死的な
感染症に進展しやすく、重症例では、速やかに
適切な胆道ドレナージが行われない限り、急激
な全身状態の悪化をきたし、不幸な転帰を辿る
ことが多い。急性胆管炎の重症度評価として
2013年以降、Tokyo Guidelines 2013(TG13)が報
告され、胆管炎に対してより簡潔な重症度評価
がなされている。しかし、一方で併存疾患の有
無によっては、重症度評価が困難となる。また、
2002年に細菌感染症のバノオマーカーとして報
告されたプレセプシンは、CRPやプロカルシトニ
ンと比較すると他の炎症の影響をうけにくく感染
症の重症度判定に有用との報告が散見される。
そこで、今回我々は、単一マーカーでの評価が
可能であれば診断の一助になると考え、プレセ
ブシンとTG13で提言されている急性胆管炎の重
症度との相関関係を検討した。

患者背景（年齢、性別、閉塞性黄疸の原因疾
患、胆管炎の有無・重症度、既往歴、血液検査
値（WBC、Plt、CRP、PT-INR、T-Bil、D-bil、
AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、AMY、Cr、
BUN、Alb））、胆管炎の有無でのプレセプシン
値、胆管炎の重症度とのプレセプシン値、原疾
患ごとのプレセプシン値、急性胆管炎の各重症
度でのプレセプシンのカットオフ値

100例

第3948号
急性出血性直腸潰瘍症
例の後ろ向き解析

2018年4月5日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
松尾　康正

内視鏡的にAHRUと診断さ
れた方

2012年4月1日～
2017年4月30日

急性出血性直腸潰瘍(AHRU:Acutehemorrhagic 
rectal ulcer)は、長期臥床患者などに好発する
無痛性の直腸潰瘍を契機とした出血性病変で
ある。高齢化に伴い透析患者など、AHRUのリス
クとなる患者が増加傾向にある。当院で経験し
たAHRUを解析することで診断、治療方法、再出
血率や予後などを調べ今後の診療に役立てる。

年齢、性別、入院日、出血日、入院担当科、基
礎疾患、PS、臥床時期、抗血栓薬など使用薬
剤、採血結果、内視鏡診断前CTの結果、潰瘍
の位置と形状、止血方法、輸血の有無、予後な
ど

90例

第3952号

急性胆管炎に合併した
DICの胆管ドレナージ施
行例に対するトロンボモ
ジュリンを用いた抗凝固
療法の必要性に関する検
討

2018年4月12日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中原　一有

急性胆管炎に合併したDIC
例

2004年12月1日～
2017年12月31日

近年感染症に伴う播種性血管内凝固症候群
（DIC）に対し、新規DIC治療薬でるrecombinant 
human soluble thrombomodulin(rTM）を用いた
抗凝固療法の有用性の報告が散見される。急
性胆管炎はグラム陰性桿菌を主とする感染症
によりしばしばDICを合併し、致命的となる場合
がある。急性胆管炎に合併したDICに対しrTMの
使用を考慮すべきとの記載がなされたが、推奨
度はlevelDと低く、rTMの有用性や安全性に関
するエビデンスは十分ではない。急性胆管炎は
胆管ドレナージにより速やかに改善する場合が
多く、特に胆管ドレナージ施行例においては、
rTMによる抗凝固療法の必要性は不明である。
そこで今回われわれは、急性胆管炎に合併した
DIC症例を調査し、胆管ドレナージ施行例におい
て、rTMを用いた抗凝固療法の必要性を明らか
にすることを目的とする。

患者背景（年齢、性別、胆管炎原疾患、胆管炎
重症度、DICスコア、SIRSスコア、血液検査所見
（Plt、PT-INR、Fib、D-dimer、FDP、AtⅢ、T-
bil、CRP等）、使用薬剤種類および投与量（抗凝
固療法薬、抗菌薬等）、胆管ドレナージ法、DIC
離脱率、DICスコア推移、SIRSスコア推移、血液
検査値推移、有害事象、転帰

100例
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第3953号

脳卒中の医療体制の整
備のための研究（J-
ASPECT study）における
レセプト等情報を用いた
脳卒中救急疫学調査研
究
多施設共同後方視的観
察研究

2018年4月12日 2020年3月31日
内科学（神経内科）

長谷川　泰弘

脳卒中及び関連する脳神
経外科治療（脳梗塞に対
するｔ-PA静注療法と脳血
管内治療、脳内出血に対
する血種除去術、クモ膜下
出血及び未破裂脳動脈瘤
に対するクリッピング術と
コイル塞栓術など）を施行
した症例限定データ

2017年4月1日～
2018年3月31日

今回の研究では、包括的脳卒中施設及び日本
脳神経外科学会の教育訓練施設、日本脳卒中
学会の認定研修教育施設、日本神経学会の教
育施設・准教育施設のうち、データ情報提供の
同意があった施設を対象として、救急搬送を含
打入院から退院までの一貫したデータベース
を、悉皆匪を持って構築することを目的とする。

対象となる方の生年月、性別、自宅郵便番号、
年齢、動脈硬化リスク因子情報、身体所見、採
血データ、胸部レントゲン、頭部MRI、MRA,、超
音波検査結果など

全体500,000例

第3960号
糖尿病性腎症の進行予
測に有用なマーカーの開
発

2018年4月19日 2019年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
柴垣　有吾

20歳以上85歳未満の糖尿
病症例
（除外：透析症例、担癌症
例、膠原病症例、呼吸器
疾患症例、肝疾患症例）

2016年1月1日～
2018年2月22日

従来、糖尿病性腎症の進行は、尿蛋白(尿アル
ブミン〉の排泄増加を認め、その後腎機能低下
が生じると考えられていた。しかし、最近、蛋白
尿(尿アルブミン)の増加を認めないにもかかわ
らず腎機能低下が生じる症例が問題となってい
る。そこで、本研究では、通常診療で得られる
データを使用し、糖尿病性腎症の進行予測に有
用なマーカーを明らかにすることを目的とする。

観察開始時評価項目（原病歴、生年月日、年
齢、性別、血圧、身長、体重、尿中L-FABP、尿
蛋白（尿中アルブミン）、尿潜血、Hb、HbA1c、血
糖、尿酸、総コレステロール、LDLコレステロー
ル、HDLコレステロール、血清クレアチニン、
eGFR、合併症、内服薬（糖尿病治療薬、降圧
薬、高尿酸血症薬、高脂血症薬）、既往症、合
併症）、経時的評価項目（尿中L-FABP、尿蛋白
（尿中アルブミン）、血清クレアチニン、eGFR、
HbA1c）

500例

第3963号
腫瘍性気道狭窄に対する
気道拡張術の後方視的
検討

2018年4月19日 2023年5月31日
内科学

（呼吸器内科）
峯下　昌道

腫瘍性疾患による気道狭
窄に対し気道拡張術を受
けた症例

2006年1月1日～
2017年12月31日

狭窄部位が気管～気管支の複数部位に及ぶ症
例(複合型気道狭窄）の気道拡張術は単純型気
道狭窄と比較して術前の症状も重篤で治療も複
数のステントやAPC、バノレーンなど各種の手
技を応用して治療を行う必要がると推測される。
当院において実施した腫瘍性気道狭窄に対す
る気道拡張術について複合型/単純型の気道
狭窄症例の治療に要した手技や時間、臨床的
効果を比較検討する。

治療に要した手技（ステント留置の有無および
使用本数、バルーン拡張、アルゴンプラズマ凝
固法）、手術時間、治療前後の肺機能的改善の
程度等

200例

第3968号
経皮的血管形成術の疼
痛コントロールについて

2018年4月26日 2019年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
金城　永幸

末期腎不全、透析シャント
狭窄

2017年6月1日～
2018年3月28日

経皮経管的血管形成術(PTA)はバルーン拡張
時に激痛を伴う。当施設では以前よりペンタゾシ
ン+ヒドロキシジンを鎮痛薬として使用していた
が、殆ど鎮痛効果が得られていなかった。その
ため平成29年6月よりミタゾラムもPTA施行時の
鎮静薬・鎮痛薬として使用しており、今回ミタゾ
ラム使用下でのPTA時疹痛を評価する。

年齢、性別、施行間隔、PTA回数、鎮痛薬・鎮静
剤の種類、バスキュラーアクセスの種類、糖尿
病の有無、狭窄部位、バルーンの種類、最大バ
ルーン圧、バルーンの完全拡張有無、攣縮の有
無、合併症の有無、睡眠薬の使用有無

110例
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第3972号
妊娠・授乳期乳癌症例の
マンモグラフィ、超音波検
査所見の検討

2018年5月2日 2019年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

乳癌

2013年1月1日～
2018年3月31日

マンモグラフィ検診は妊娠・授乳期は対象外とさ
れていることが多く、来院者には超音波検査が
選択されることがほとんである。一方で妊娠・授
乳期の乳房はその生理学的変化から、この時
期の超音波検査では腫瘤の検出が困難になっ
ているとの懸念がある。本研究では妊娠期・授
乳期の乳癌症例のマンモグラフィ、超音波検査
所見を検討し、それらの有用性について考察す
る。

年齢、組織型、病期、手術時期、術式、妊娠・授
乳期間、画像所見

50例

第3980号

JGOG 1083S：根治的同
時化学放射線治療が行
われた子宮頸がん症例
における治療前画像診断
を用いた予防的拡大照射
野の適応に関する検討

2018年5月8日 2020年3月31日
産婦人科学

鈴木　直

子宮頸癌
1）2009年1月から2014年
12月までの5年間に子宮頸
癌の診断でプラチナ単剤
を使用してCCRTを行って
いる症例
2）転移性子宮癌は含まな
い
3）FIGO進行期がIBI～IVA
期
4）組織型は扁平上皮癌、
腺癌、腺扁平上皮癌の全
ての症例
5）CCRT施行前に骨盤MR
（T1、T2、DWI）を施行して
いる症例、胸部から下腹
部の造影CT（可能であれ
ばPET）が施行されている
症例（PET検査はPET-
CT、PET-MRいずれも可）
6）CT検出器の数（64例以
上）、造影CTであること
（dynamicの有無は問わな
い）MRI磁場（1.5T以上）、
拡散強調像の撮影あり

2009年1月1日～
2014年12月31日

根治的同時化学放射線治療が行われた子宮頸
がん症例において治療前画像診断所見から予
防的拡大照射野の適応について検討する。

A.患者背景因子：年齢、妊娠分娩歴、進行期、
組織型、初回治療、治療開始日、治療終了日、
再燃・再発の有無、再燃・再発確認日、生存の
有無、最終生存確認日
→病理組織型、年齢、FIGO進行期、TNM分類、
初回治療（CCRT）開始日、治療終了日、治療内
容（線量、照射方法、化学療法の薬剤（プラチナ
単剤に限定する）および投与量）、PAN生検の
有無と結果、残存／再発の有無、再燃・再発診
断日、再燃・再発部位（骨盤内、遠隔、骨盤LN、
傍大動脈LN）、最終生存日、死亡日
B.放射線療法：CCRT（照射野、照射方法、
Linac、電子線、総線量）
C.化学療法：レジメン、コース数
D.画像所見：①腫瘍の大きさ（径、体積）（MR）、
②腫瘍のADC値、③腫瘍の発育形式（内向性、
外向性）（MR）、④体部浸潤の有無（MR）、⑤間
質浸潤の程度（1/2以上か未満か）（MR）、⑥子
宮膣傍組織浸潤の有無（MR)、⑦リンパ節転移
の有無、転移がある場合は部位と個数（CT、
MR、PET）、⑧PETにおける腫瘍のSCV max、⑨
その他の転移の有無と部位

30例
全体600例

第3981号
当院における術前化学療
法後一次乳房再建術症
例の検討

2018年5月8日 2021年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

当院で片側の一次乳房再
建術を施行した初発乳癌
患者

2016年1月1日～
2016年12月31日

現在、乳癌診療では術前化学療法が広く行わ
れているが、化学療法による乳房再建術への影
響に関して明らかなコンセンサスは得られてい
ない。よって今回、当院における術前及び術後
化学療法による乳房再建術への影響を検討す
る。

術中出血量、ドレーン留置期間、術前または術
後化学療法の有無、術後合併症の有無、年齢、
性別、手術時間、入院日数等

80例
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第3989号
ナトリウム異常症の季節
性について

2018年5月14日 2018年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
今井　直彦

ナトリウム異常症

2013年1月1日～
2017年12月31日

血清ナトリウム異常性は頻度が最も多い電解質
異常である。その季節性についての報告はほと
んどない。救急外来を受診した患者において、
血清ナトリウムの測定されている患者につき、そ
の血清ナトリウム値、腎機能、年齢などを抽出
し、その季節性・腎機能・年齢との関係を明らか
にする。

年齢、性別、腎機能、血清ナトリウム値 1,500例

第3990号
子宮頸癌　放射線治療の
効果

2018年5月15日 2019年3月31日
産婦人科学
久慈　志保

子宮頸癌

2008年1月1日～
2017年7月31日

子宮頸癌に対する放射線治療は標準治療とし
て確立されている。多くの症例は良好な奏効率
と予後が期待できるが、一部に予後不良の集団
が存在する。予後不良因子を抽出し、新たな治
療方法を確立するための知見を得る。

子宮頸癌の臨床病理学的因子（病期、進行期、
組織型、画像所見、血液データなど）、治療後の
臨床経過、予後（生存期間）

50例

第3991号

経皮的冠動脈血行再建
を施行した85歳以上の虚
血性心疾患患者における
有用な予後予測因子に
関する後ろ向き観察研究

2018年5月14日 2019年3月31日
内科学

（循環器内科）
山崎　浩史

虚血性心疾患

2009年4月1日～
2017年3月31日

近年高齢化が進んでおり、当院へ受診される85
歳以上(超高齢者)の虚血性心疾患患者数も増
加している。冠動脈治療の進歩により、冠動脈
ステント留置術(percutaneous coronary 
intervention(PCI))による低侵襲治療が多く行わ
れているが、超高齢者に対し、PCIを施行した患
者の臨床成績に関しては確立されていない。本
研究では今後増えるとされる超高齢者に対し、
PCIを行うにあたり、臨床成績に反映できる有用
な予後予測因子を見出すための後ろ向き研究
である.

患者基本情報（性別等）、血液検査結果、退院
時状況、退院後外来受診状況等

200例

第3993号
ラパチニブによる難治性
下痢に対しての漢方製剤
の有用の検討

2018年5月14日 2021年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
志茂　新

乳癌

2009年7月1日～
2017年7月31日

ラパチニブは経口投与で通院頻度は患者へ負
担が少ない薬剤であるが、その有用性にもかか
わらず、重篤な副作用の頻度が多い薬剤であり
使用が困難であるのが実状である。ラパチニブ
使用での難治性下痢に対して、他の化学療法で
報告のある漢方製剤である半夏瀉心湯の有用
性を検討する。

年齢、性別、組織型、病期、手術日、手術術式、
術後薬物療法の種類、肩関節可動域、QOL調
査の分析結果、職業、婚姻状況、最終学歴

50例

第3994号
PLA2R関連膜性ループス
腎炎の臨床的および組織
学的検討

2018年6月13日 2020年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
鈴木　智

当院で腎生検した膜性
ループス腎炎の症例

2011年4月1日～
2018年3月31日

特発性膜性腎症は、近年ホスホリパーゼA2受
容体(PLA2R)抗体との関連が明らかになってき
た。一方、膜性ループス腎炎においては、原因
となる抗体はわかっていない。当院で、膜性
ループス腎炎において、糸球体においてPLA2R
抗体が陽性である症例がいることが確認でき
た。そのため、PLA2R陽性膜性ループス腎炎の
特徴を明らかにすることが目的である。

①腎生検時
腎生検日時、年齢、生検前後の内服薬（ステロ
イド、免疫抑制剤など）、血清クレアチニン値、
eGFR、尿中蛋白・クレアチニン比、１日尿中蛋
白量、抗核抗体、抗ds-DNA抗体、C3、C4、
CH50
②形態学的評価
光学顕微鏡、蛍光抗体法、電子顕微鏡所見

20例



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4001号
移植前の透析方法が生
体腎移植の生着率に与
える影響の検討

2018年5月22日 2019年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
小板橋　賢一郎

対象期間に当院で生体腎
移植を実施したレシピエン
トを対象とし、うち移植前に
透析を導入されていた患
者

2005年9月14日～
2016年1月31日

腎移植患者は、移植前に血液透析
(hemodialysis:HD)または腹膜透析
(peritonealdialysis:PD)を受けていることが多い。
また、海外の腎移植は献腎移植が多いが、わ
が国では生体腎移植が大部分である。腎移植
前の透析方法(dialysis modality)に関する海外
の報告では、献腎移植についての報告が多く、
生体腎移植についての報告は限られている。当
施設では生体腎移植が大部分を占める。した
がって、当施設の生体腎移植における、腎移植
前dialysis modalityの移植腎生着率への影響を
検討することを本研究の目的とした。

年齢、性別、移植後期間、生存情報、ABO適合
の有無、移植時のBMIとCVDの既往・透析期
間、DMの有無、原疾患、移植から１年後の血圧
や尿酸値・脂質管理・体重・CVD発症の有無・急
性拒絶の有無、移植後新規の糖尿病発症

111例

第4003号

Double-hitlymphomaおよ
び胚中心B細胞由来アグ
レッシブ・リンパ腫におけ
るBCL2ファミリー蛋白の
発現検討

2018年6月13日 2019年3月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）
磯部　泰司

第4009号
当院における措置入院該
当症例に関する実態調査

2018年5月22日 2020年6月30日
神経精神科学

小口　芳世

精神疾患全般

2010年4月1日～
2020年3月31日

平成28年7月に起きた相模原障害者施設殺傷
事件を契機に措置入院患者の処遇に注目が集
められていた中、平成30年3月に厚生労働省は
「措置入院の運用に関するガイドライン」を発表
した。措置入院者は一般的には精神科救急指
定病院にて治療等を行う事が多いが、当院のよ
うな精神科を有する総合病院においても措置入
院患者を扱うケースは少なくない。措置入院患
者への対処を適切に行う事は、精神科医療を展
開していく上で、極めて重要な業務の一つと言
える。そのため、当院における措置人院例に関
する実態把握を行い、まずは2018年6月1日山
口県にて開催される第14回日本司法精神医学
会大会にて口演発表を行う。倫理委員会にて承
認が得られれば、同様の調査を継続して行い、
措置入院者に対する総合病院が担うべき役割
を明らかにしていきたい。

性別、措置入院に至った背景・理由、患者転帰 23例

第4012号

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）

2018年7月31日 2023年9月30日
救急医学

藤谷　茂樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4003.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4012.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4003.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4003.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4003.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4012.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4012.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4012.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4003.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4003.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4012.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4012.pdf
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第4025号

神奈川県合同輸血療法
委員会による貯血式自己
血輸血の将来予測

2018年7月9日 2023年3月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）
三浦　偉久男

第4028号

20歳未満に発症する血液
疾患と小児がんに関する
疫学研究

2021年6月24日 2023年12月31日
小児科学
森　鉄也

第4029号
白内障手術併用眼内ド
レーンと内方繊維柱帯切
開術の比較検討

2019年1月17日 2019年12月31日
眼科学

徳田　直人

緑内障

2017年6月1日～
2018年12月1日

緑内障の治療は一言でいうならば「眼圧下降」
である。その方法として薬物治療と手術治療が
ある。多くの場合は薬物治療が優先され、薬物
治療の効果が不十分である場合、手術加療が
選択される。手術治療においては「眼圧下降効
果」とともに重要視される要素が「安全性」、そし
て「簡便性」である。今までの緑内障手術は自内
障手術などのその他の眼科手術と比較して手
技の難易度が高く、侵襲も大きいとされていた
が、近年、低侵襲緑内障手術Minimally Invasive 
Glaucoma Surgery(以下MIGSと略す)という概念
が提唱されはじめた。既に当院でも適応のある
患者に対して積極的にMIGSを施行している。当
院で施行しているMIGSは主にMicrohookを用い
たabinterno trabeculotomy(以下μLOT)と白内
障手術併用眼内ドレーン(iStent)を用いる方法
の2つである。そこで本試験において、緑内障眼
に対するiStentの眼圧下降効果、術後台併症に
ついてμLOTと比較検討することが目的であ
る。iStentの有効性、またはμLOTとの非劣性を
評価するために両眼に軽度から中等度の開放
隅角緑内障を患っている患者を対象に一方の
眼にはiStentを、もう一方の眼にはμLOTをラン
ダムに施行し、比較検討する。この方法により
個体差というバイアスを最小限にできると考え
る。

術前後の眼圧、使用薬剤数、視力、前房内フレ
ア強度、術後合併症

20例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4025.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4028.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4025.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4025.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4025.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4028.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4028.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4028.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4025.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4025.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4028.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4028.pdf
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第4031号

固定癌骨転移治療にお
けるデノスマブ投与により
低カルシウム血症を呈し
た血液透析患者の詳細
調査

2018年6月28日 2019年12月31日
薬剤部【多摩病院】

宿谷　光則

固形癌骨転移治療におけ
るデノスマブ投与により生
じた低カルシウム血症

2018年1月1日～
2018年5月20日

ランマーク🄬皮下注(デノスマブ注)は多発性骨
髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨
病変の治療に用いられる。本剤の使用により、
重篤な低Ca血症による死亡例が2例報告された
ことから、2012年9月に安全性速報発出された。
それを受け、添付文書上、透析・重度の腎機能
障害患者では低Ca血症の発現率が上昇するこ
とから慎重投与となっている。国内では2014年
特定使用成績調査で透析患者への投与報告は
2例であり、そのうち1例で低Ca血症が発現して
いる。一方、海外では腎機能障害を有する固形
癌患者に対するデノスマブ投与の忍容性につい
て、2015年に報告しており、これによれば、
eGFR〈30min/mlの患者(血液透析患者1例を含
む)へ投与し、Grade1(CTCAEv4.0)以上の低Ca
血症が45%で認められた。以上より、血液透析患
者へのデノスマブ投与の安全性の情報が不足
していることはあきらかである。今回、血液液透
析患者の固形がん骨転移による骨病変に対し
てデノスマブを使用し、Grade4(CTCAEv4.0)の重
篤な低Ca血症を2症例経験したのでその詳細に
ついて調査する。

治療経過、性別、年齢、体重、原疾患、ランマー
ク®投与量、投与期間、投与回数、血液学的検
査、画像所見、透析条件、薬歴、既往歴、身体
所見など

2例

第4038号

大規模DPCデータを用い
た疫学研究～大気汚染
が与える心疾患発症と奪
う医療費

2018年6月11日 2025年3月31日
内科学（循環器内科）

土井　駿一

脳循環器疾患

2012年4月1日～
2015年3月31日

本研究は、国立環境研究所(National Institute 
of Environmental Studies)が提供する大気汚染
データベースと、大規模DPCデータとリンクさ
せ、大気汚染が循環器疾患の発症に及ぼす影
響について疫学的手法を用いて明らかにするこ
とを目的とする。

年齢、性別、循環器主病名、医療費など

学会から匿名
化されたデータ
を扱うため現時

点では不明

第4042号
造血細胞移植および細胞
治療の全国調査 2018年7月9日 2028年3月31日

内科学
（血液・腫瘍内科）

平川　経晃

第4046号

ベンスジョーンズ蛋白型
形質細胞性骨髄腫の臨
床病理学的検討

2018年7月31日 2021年3月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）
三浦　偉久男

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4042.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4046.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4042.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4042.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4042.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4046.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4046.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4046.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4042.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4042.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4046.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4046.pdf
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第4047号
糖尿病教育入院の有用
性に関する研究

2018年7月9日 2020年3月31日
栄養部

柴田　みち

糖尿病教育入院患者

2015年1月1日～
2018年5月27日

当院では、平成27年9月より糖尿病治療効果の
向上および栄養指導算定数増加目的とした、入
院時と退院前の2回栄養指導を実施する糖尿病
教育入院新システムの運用を開始した。当研究
では、該当患者の情報を収集し、教育入院の効
果(糖尿病の病態改善)に影響をおよぼす背景
因子をあきらかにすることを目的とする。

①患者背景（年齢、性別、身長、体重、BMI、同
居者、栄養指導記録から食生活歴）
②教育入院３ヵ月前・入院時・退院後１年間にお
ける生化学検査値（HbA1c、グリコアルブミン等）
および体重の経時的変化について

200例

第4051号

透析を必要とする急性腎
障害（Dialysis-requiring 
acute kidney injury：AKI-
D）患者の予後に関する
検討

2018年6月26日 2019年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
牧野内　龍一郎

当院にてAKIと診断し透析
を施行した患者

2011年11月1日～
2016年12月31日

透析を必要とする急性腎傷害(Dialysis-requiring 
acute kidney injury:AKI-D)患者の予後は不艮で
あることが報告されている。今回我々は当科で
診療したAKI-D患者の予後を明らかにすること
を目的とした。

患者背景（年齢、性別、AKIの原因疾患、入院期
間）、転帰（死亡・退院・転院）

79例

第4059号

再生検組織を用いた微小
変化型ネフローゼ症候群
における壁側上皮細胞
マーカーの検討

2018年8月9日 2019年6月30日
内科学（腎臓・高血圧

内科）
鈴木　智

第4063号
消化器外科患者における
術後身体機能回復遅延
に関連する因子の検討

2018年7月27日 2023年3月31日
リハビリテーション科

【多摩病院】
中田　秀一

消化器一般外科手術症例
選択基準：当院消化器一
般外科へ予定入院し、術
前からリハ依頼のあったも
の
除外基準：身体機能評価
が困難なもの、ストマ造設
術目的のしくは姑息的な
手術を施行したもの、透析
患者

2015年6月1日～
2018年6月1日

消化器がん患者における周術期リハビリテー
ション(以下リハ)は,術後呼吸器合併症併発の予
防及びADL,QOLの早期獲得を目的とし、その効
果についても報告され,広く実践されている。しか
しながら,術後合併症の併発や食形態の変更,食
事摂取量の減少などの影響で,ADLやQOLが低
下する症例や、身体の脆弱性を示すフレイルの
存在が術後合併症併発と術後入院期間に影響
を及ぼすことが報告されている。また,周術期が
ん患者では,高齢者の増加や慢性疾患の合併,
複数の合併疾患など,術後合併症の併発や生命
予後,術後のADL低下に関わるリスクの高い症
例が増加している。そのため,近年では,術後速
やかに回復するための周術期管理の重要性が
高まっている。実際,術後合併症や入院期間と
いった術後経過に関する報告は多いが,術後
ADLの早期獲得について身体機能に着目した
報告は少ないのが現状である,そこで,術後身体
機能回復に着目し,術前フレイルの存左をはじめ
とした回復遅延に関連する因子を検討すことと
した。

（１）患者情報（年齢、性別、身長、体重、診断
名、既往歴、合併症、入院期間、がんstage、手
術情報、血液検査）
（２）術前・退院時の身体機能検査（術前評価お
よび退院時指導のため）
①上肢筋力：握力
②下肢筋力：等尺性膝伸展筋力
③バランス能力：閉脚立位、tandem立位、片脚
立位
④運動耐容能：６分間歩行距離
⑤通常歩行速度
（３）術前呼吸機能検査法
（４）入院中食事摂取量
（５）フレイル評価：J-CHS基準（体重減少・倦怠
感・活動量有無、握力、通常歩行速度）

70例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4059.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4059.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4059.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4059.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4059.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4059.pdf
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第4064号
脳血管撮影後の穿刺部
出血と抗血栓薬との関連
性

2018年7月27日 2019年3月31日
脳卒中センター

【東横病院】
米津　美樹

橈骨動脈アプローチによる
脳血管撮影を行った患者

2011年11月1日～
2018年5月31日

2011年医師と共同し「脳血管撮影後止血プロト
コール」を作成し、看護実践で本プロトコールが
有効的に活用できた成果について、第28回日本
脳神経血管内治療学会にて報告した。しかし近
年、本プロトコールを逸脱する症例が増加して
いる。その背景として、抗血栓薬併用の管理方
法が変わったことが1つの要因として考えられ
る。そこで本研究では、抗血栓薬の併用方法と
脳血管撮影後の穿刺部出血の関運について、
後方視的に調査をする。

既往歴、抗血栓薬の種類（バイアスピリン、プラ
ビックス、プレタール、ワーファリン、DOAC）と用
量、穿刺部出血の有無等

100例

第4068号
当院における血液透析患
者の大腿骨近位部骨折
術後の転帰

2018年7月25日 2019年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
韓　蔚

大腿骨近位部骨折後に入
院加療になった透析患者

2006年4月1日～
2017年7月31日

血液透析(HD)の患者の高齢化に伴い、転倒、
骨折受診数は増加してきている。その中で入
院、手術後の在院日数に寄与する要因に関して
明確な見解はなく、早期退院はADL保持のため
にも非常に大切である。そこで、今回我々は大
腿骨近位部骨折に対して手術を施行したHD患
者の年齢、原疾患などの背景、来院時血液検
査所見、もともとのADLを後方視的に抽出し、患
者の特徴、早期退院に繋がる因子を明らかにす
ることを目的とした研究を立案した。

患者背景（年齢・性別・基礎疾患・透析施行歴・
内服薬・入院前のADL・補正カルシウム値
（cCa）・リン値（P）・アルブミン値（Alb））、手術方
法（大腿骨頭置換術、間欠的固定）、ソーシャル
ワーカー（MSC）介入の時期

36例

第4069号
血管肉腫の免疫組織化
学的検討 2018年8月17日 2025年3月31日

病理学
干川　晶弘

第4071号

術中ICGリンパ管造影検
査下でのリンパ管細静脈
吻合術の評価研究

2018年8月9日 2020年12月31日
形成外科学

関　征央

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4069.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4071.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4069.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4069.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4069.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4071.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4071.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4071.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4069.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4069.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4071.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4071.pdf
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第4073号
糖尿病黄斑浮腫患者に
対する治療実態の疫学
調査

2018年8月10日 2020年12月31日
眼科学

高木　均

糖尿病黄斑浮腫

2011年4月1日～
2015年8月31日

糖尿病黄斑浮腫とは糖尿病網膜症の合併症と
して、視力に直接影響する網膜黄斑部が浮腫を
起こす病態である。我が国における糖尿病黄斑
浮腫治療の現状は全くわかっておらず、硝子体
手術やステロイド局所投与治療の有効性の報
告が多く、VEGF阻害薬と光凝固を主流とする国
際的な治療との比較対照という疫学検査が求め
られている。実臨床における糖尿病黄斑浮腫に
対する治療実態を明らかにし、いわゆる”Real 
World"における糖尿病黄斑浮腫治療が果たし
て視力低下の抑止に有効性を示しているかを、
既報におけるVEGF阻害薬の単独治療と比較対
照することで、検証する。

年齢、性別、糖尿病覆病歴、採血データ
（HbA1c、Cr）、視力、黄斑部網膜厚、治療回数

100例
全体1,200例

第4074号

急性期脳卒中患者の上
衣更衣自立の可否に影
響する
身体・認知機能について

2018年7月31日 2021年4月30日
リハビリテーション部

畑中　康志

脳卒中（脳梗塞、脳出血）

2015年11月1日～
2018年5月25日

脳卒中急性期における上衣更衣動作,特に背面
処理を含んだ麻痺側上肢袖通し工程の自立の
可否に強く影響する身体・認知機能および自立
の可否を有意に判別可能な基準値は明らかに
なっていない。これが明らかになれば,介入効果
の検証や,新たな介入の模索の一助になると考
えられる。本研究の目的は,急性期脳卒中患者
の上衣更衣における背面処理を含んだ麻痺側
上肢袖通し工程自立の可否に強く影響する身
体・認知機能,および自立の可否を有意に判別
する基準値を明らかにすることである。

上衣更衣の背面処理を含む麻痺側袖通し工程
の可否、属性（年齢、性別、疾患名、損傷側、損
傷部位）、身体機能（麻痺側上肢機能は肩・肘・
手の自動関節可動域、握力、表在感覚、深部感
覚、非麻痺側上肢機能はMFT、握力、体幹機能
はTIS）、認知機能（CAT task1、線分二等分線
テスト、MMSE-J、運動維持困難テスト、失語の
有無）

120例



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
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第4077号
胞状奇胎の掻爬回数と続
発症頻度に関する調査

2018年7月31日 2019年6月30日
産婦人科学
久慈　志保

胞状奇胎

2014年1月1日～
2016年12月31日

胞状奇胎の発症頻度は1000妊娠あたり約2とさ
れ、本邦での症例数は2000例/年と推定され
る。部分奇胎からの続発症は稀だが、全奇胎は
10～20％に続発症を発症し、娩出後も貴重な経
過観察を要する。本邦においては再掻爬を行う
施設と行わない施設が混在していると考えら
れ、選択的に再掻爬を行う場合も施設ごとの基
準で行っているのが現状と思われる。胞状奇胎
除去法術を行った胞状奇胎の掻爬回数に関す
る調査の結果、再掻爬が続発症の頻度を下げ
る可能性が示唆されたが、少数例での検討であ
り、多数例での臨床研究が必要であると考えら
れる。本研究は日本産婦人科学会専門委員会
公募小委員会として行われ、本邦の多施設にお
ける胞状奇胎症例の掻爬回数と続発症の頻度
を後方的に解析することを目的とする。最終的
には、本研究での解析結果を踏まえ、再掻爬の
要否と選別につき提言可能となる指針を作成す
ることを目指すものである。

①年齢（初回治療開始時点）
②妊娠分娩歴
③初回治療前血中（尿中）hCG値
④初回治療年月（奇胎除去術）
⑤初回治療時の妊娠週数
⑥初回治療の施設（自施設or他施設）
⑦初回手術手技（掻爬、吸引、両者併用、その
他、不明）
⑧病理診断（全奇胎、部分奇胎、胎児共存奇
胎）
⑨免疫染色の有無（p57kip2、TSSC3）
⑩DNA診断の有無
⑪初回治療後一週間目の血中（尿中）hCG値
⑫初回治療後一週間目の子宮内膜厚
⑬再掻爬の有無、初回治療からの日数、ルーチ
ン再掻爬もしくは選択的再掻爬（選択的再掻爬
の場合はその理由）
⑭再掻爬の施設（自施設or他施設）
⑮再掻爬の手術手技（掻爬、吸引、両者併用、
その他、不明）
⑯再掻爬の病理診断（奇胎絨毛・トロホブラスト
の有無）
⑰続発症の有無
⑱続発症ありの場合の診断
⑲続発症の部位
⑳手術合併症の有無、合併症ありの場合の詳
細

10例
全体2,000例

第4078号
婦人科がん　若年症例の
治療、経過、予後につい
ての調査

2018年7月31日 2020年3月31日
産婦人科学
久慈　志保

子宮頸癌、子宮体癌、卵
巣癌
2001年4月1日～
2017年3月31日

AYA世代から子育て世代である15-44歳の婦人
科がん死亡割合はがん死亡数全体の1/4以上
を占めている。この世代は、就学、就職、結婚、
子育てと目まぐるしい世代である。特に婦人科
がんの治療は、手術、放射線治療、化学療法を
合わぜて行うことが多く、妊孕性や卵巣機能の
喪失、手術に伴う排尿やリンパ浮腫を含めた術
後合併症の問題、放射線や化学療法の晩期有
吉事象など治療が完遂したとしても様々な問題
に直面している可能性がある。さらにこのような
身体的な閤題に加え、精神的、あるいは社会的
な様々な問題が生じていることが予測され、長
期的に多方面からのフォローアップが必要であ
ることが考えられる。そこで、今回、15-44歳で婦
人科がんに罹患した患者の初診から経過観察
期間にいたるまでの実態調査を行い、同世代に
特徴的な問題点を明らかにし、治療中または治
療後のサポートの在り方を考えることを目的と
する。

年齢、疾患名、主訴、病期、進行期、組織型、画
像所見、治療内容、治療前～治療後に生じた精
神的・社会的な問題点、晩期有害事象、予後な
どのデータ

500例
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第4080号
加齢黄斑変性の初回治
療前視力の推移（多施設
共同研究）

2018年8月10日 2020年12月31日
眼科学

高木　均

加齢黄斑変性

2006年1月1日～
2015年12月31日

加齢黄斑変性（AMD）は加齢に伴い黄斑部が障
害される疾患で、後天性失明の上位であり、黄
斑部の網膜色素上皮の萎縮を認める「萎縮型」
と、黄斑部の中心窩下に脆弱な脈絡膜新生血
管が形成され、それによる出血や血液液成分の
漏出をおこす「滲出型」に分類される。「滲出型」
は進行も早く、視力予後は不良である。現在、
保険診療で行えるAMDに対する治療は、光線
力学療法（PDT）と、抗VEGF療法である。AMD
に対する治療方法はPDTの出現後大きく変化
し、視力の予後も大きく変化した。PDTでは視力
維持、抗VEGF療法では視力の改善が期待でき
るようになった。今回の研究は、初回治療前の
視力及び中心網膜厚と、治療方法別に見た1年
後の視力及び中心網膜厚の変化を、経年的
に、多数例で検討すを目的とする。

年齢、性別、投与前に行った視力検査、光干渉
断層計（OCT）による中心網膜厚、加齢黄斑変
性の病型、初回治療１年後、２年後の、それぞ
れの矯正視力（小数視力）、光干渉断層計
（OCT）によるCRST網膜厚の値、PDTおよび抗
VEGF薬、ステロイドの局所投与などの初回治療
内容

100例
全体5,000例

第4081号

当科における大腸癌症例
に関する臨床的特徴並び
に
治療成績の検討

2018年8月6日 2020年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
牧角　良二

大腸癌

1989年4月1日～
2018年3月31日

聖マリアンナ医科大学病院,聖マリアンナ医科大
学東横病院,聖マリアンナ医科大学横浜市西部
病院,川崎市立多摩病院で診療した特に大腸癌
癌患者症例の特に手術、栄養、感染の現状を
把握するため、診断、治療、予後について調査
を行う。

年齢、性別、既往歴、家族歴、血液検査（血算：
白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、
MCH、MCHC、血小板、凝固：PT、PT-INR、
APTT、生化学検査：総蛋白、アルブミン、プレア
ルブミン、AST、ALT、クレアチニン、尿素窒素、
CRP、血清鉄、TIBC、CEA、CA19-9、CA125、プ
ロカルシトニン、プレセプシン等）、画像診断（上
部消化管造影、CT、MRI、上部消化管内視鏡
等）、手術症例においては術式、出血量、合併
症、転帰、病理検査結果、予後について

10,000例

第4086号
B型肝炎ウイルス陽性者
の長期予後解析

2018年8月10日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

HBｓ抗原陽性のB型肝炎

2000年1月1日～
2018年5月31日

B型肝炎に対する抗ウイルス療法の効果判定お
よびB型肝炎ウイルス(HBV)の活動性に関して、
これまでは血中HBe抗原量ならびにHBV-DNA
量が用いられてきた。血中HBs抗原はウイルス
感染の診断に用いられ、その定量値とHBV活動
性に関する相関は明らかではなかったが、近年
HBs抗原量と肝発がんの関連性が報告された。
今回われわれはHBs抗原陽性者の長期予後を
検討し、抗ウイルス療法による治療効果ならび
に肝発がんのリスク頻度を明らかとし、HBs抗原
量と長期予後の関連を明らかとすることを目的
とした。

患者背景（年齢、性別、身長、体重、併存症、併
用薬、既往歴など）、B型肝炎の病態（治療内容
と予後）、経時的なB型肝炎ウィルス血清マー
カー（HBs抗原・抗体、HBe抗原・抗体、HBc抗
体・関連抗原、HBV-DNA量）と血液検査結果
（肝胆道系酵素、凝固能、線維化マーカー、腫
瘍マーカー等）の推移、肝細胞癌評価を目的と
して施行した腹部画像検査（腹部超音波、CT、
MRI等）

3,000例
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第4089号

Stanford A型慢性動脈解
離に合併する脳梗塞の臨
床的特徴に関する後方的
観察研究

2018年7月31日 2020年3月31日
内科学（神経内科）

清水　高弘

脳梗塞

2005年1月1日～
2016年12月31日

Stanford A型大動脈解離では,6～32%に脳梗塞
を合併すると言われており,これらの脳梗塞は大
動脈解離の急性期に発症することが多い。
Stanford A型大動脈解離に合併する脳襖塞の
発症機序は,頸動脈へ解離が進展したことによ
るものや,解離腔に生じた血栓による塞栓等があ
り,その病態は多彩である。まれに大動脈解離の
慢性期においても,脳梗塞を発症することがある
が,その病態や発症機序については依然として
不明な点が多いのが現状である。本研究の目
的は,Stanford A型大動脈解離に脳梗塞を合併
した症例について後方視的に調査し,大動脈解
離慢性期に発症した脳梗塞の臨床的特徴にっ
いて検討することにある。

血管リスク（高血圧症、糖尿病、脂質異常症）の
既往歴、初療時の胸部症状、意識障害の程度、
心拍数、血圧、D-dimer値、胸部単純X線写真の
心臓／胸郭比（CTR）、上縦隔／胸郭比、上縦
隔／心臓比、頸動脈超音波検査でのflapの有
無、頭部MRI・CTにおける病巣、胸部造影CTに
おける分枝解離および血栓閉塞の有無、経食
道心臓超音波検査における解離腔の血栓閉塞
やエコー（SEC）の有無

30例

第4096号
当院における鼠径部ヘル
ニアの診断方法と治療成
績

2018年8月21日 2019年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
丹波　和也

鼠径部ヘルニア

2011年1月1日～
2017年12月31日

鼠径部ヘルニアでは術前に正確な分類を行うこ
とは、外科的治療が適切かどうか、術式選択、
および手術のタイミングを含む外科的介入の決
定を行うために重要である。鼠径部ヘルニア
は、身体診察で診断することができるが、疑わし
い病変や非定型的な病変、ヘルニアのタイプ決
定には信頼できないのが現状である。現在行わ
れている画像診断は、腹部超音波検査やヘル
ニオグラフィー、腹部Computed Tomography(以
下CT)検査が挙げられる。我々は、鼠径部ヘル
ニアが疑われた症例に対して鼠径部の除圧をし
て腹臥位で撮像するCT検査を行っている。当院
では、腹腔鏡下手術を積亟的に取り入れており,
当院における腹腔鏡下ヘルニア修復術症例に
おいて,術前CT検査所見と腹腔鏡手術所見を評
価して腹臥位CT検査の妥当性について
retrospectiveに検討する。

年齢、性別、病名、自覚症状の有無、身体診察
所見、伏臥位CT検査、手術記録からヘルニア
門の大きさ、ヘルニア修復に使用したメッシュの
種類など

179例

第4098号
大腸癌リンパ節転移診断
におけるOSNA™法に関す
る研究

2018年8月29日 2023年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
小野　龍宣

大腸癌

2018年2月1日～
2018年6月30日

One Step Nucleic acid Amplification(OSNA™)法
は.CK19mRNAをマーカーとし、検体の可溶化か
ら遺伝子増幅反応までをOne Stepで行うことの
できるリンパ節転移検査法であり、乳癌、大腸
癌、胃癌、非小細胞肺癌で保険適用されてい
る。リンパ節全体を検査するため、通常病理検
査と比較しより正確な転移判定が可能であると
いう特徴を有し、StageⅡ大腸癌の17.6％が
OSNA法併用によってStageⅢヘアップステージ
すると報告されている。しかし、全てのリンパ節
に対しOSNA法を行うことは業務的に煩雑であ
り、また高コストとなるなど諸問題が存在する。
今回の研究では腫瘍に最も近い腸管傍リンパ
節2～3個に対しOSNA法を併用し、その妥当性
を検討することを目的としている。

年齢、性別、病名、腫瘍の占拠部位など 100例
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第4102号
心肺停止後無酸素脳症
に対する脳波分類の有用
性

2018年8月21日 2020年3月31日
内科学（神経内科）

【西部病院】
加藤　文太

心肺停止後無酸素脳症
対象患者：15歳未満を除
き、脳波検査が実施された
すべての連続症例

2011年1月1日～
2016年12月31日

心肺停止後無酸素脳症の神経学的予後を予測
する方法は明らかではない。これまで対光反射
消失、角膜反射消失、痛みに対する姿勢や運
動の反応、ミオクローヌスてんかん重積などの
神経所見や、Neuron-specific enolase,cortical 
somatosensory evoked potentialの消失のような
パラメーターが、予後不良の予測に有用性だっ
たとする報告はある。脳波検査の心肺停止後無
酸素脳症に対する有用性は周知の事実であり、
てんかんの検出だけでなく、予後との関連に関
連する脳波パターンを同定することも行われて
きた。しかしながら、よく遭遇する周期的放電
や、律動的に変動する脳波パターンに定まった
用語がなかった。2013年American Clinical 
Neurophysiological Societyより重篤疾患患者に
対する標準化された脳波用語が発表された、こ
れ以降、この脳波用語に基づく新しい脳波分類
が心肺停止患者の予後を規定することが報告さ
れた。神経内科医は救命医から依頼を受け、臨
床惰報なしに、脳機能予後の観点から読影する
ことが要求される。そこで、この新規脳波分類が
どのように有用か、当院データを用いて検討す
る。

性別、年齢、心肺停止目撃者の有無、致死性不
整脈の有無、基礎疾患、心拍再開時刻、脳波検
査時刻、脳波検査所見、診断名、低体温療法や
平温療法の有無、鎮静剤使用の有無、経皮的
心肺補助法の有無、退院時GOS、入院期間

110例

第4107号
腹部大動脈瘤術後慢性
腎臓病予測におけるバイ
オマーカーの有用性

2018年10月15日 2021年9月30日
麻酔学

小幡　由美

腹部大動脈瘤

2011年9月1日～
2020年9月30日

腹部大動脈瘤人工血管置換術後の腎障害の頻
度は約2～10%といわれている。近位尿細管障
害を反映するバイオマーカーである尿中Liver-
type fatty acid-binding protein(L-FABP)値を周
術期に測定し、術後慢性腎臓病(CKD)の予測に
有用であるか検討する。

○尿中L-FABP値（手術当日朝・麻酔導入後・腹
部大動脈遮断前・遮断１時間後・遮断２時間後・
手術終了時・帰室４時間後・術後１・２・３日目の
各データ）

○血清Cr値（入院時・術後１・２・３日目、2020年
9月までの外来受診日の各データ）

64例

第4112号
輸血製剤供血者の性別
の違いが受血者に与える
影響に関する検討

2018年9月3日 2020年3月31日
小児科学

鈴木　真波

輸血を受けた新生児

2013年4月1日～
2018年3月31日

成人領域では女性が供血者の輸血製剤を利用
した場合、受血者に副作用が発生するリスクが
上昇することが知られている。2018年には海外
の早産児についての報告でも、単施設の研究で
あるものの女性ドナーからの輸血製剤を投与さ
れた児はそうでない児と比較して合併症の割合
が多いことが報告された,本邦では同様の報告
はないため、今回当施設において女性由来の
血液製剤が新生児に対して与える影響を後方
視的に検討することとした。

①対象期間に出生し輸血を受けた新生児の情
報（在胎週数、出生体重、アプガースコア、入院
中の合併症、母体の年齢、子宮内感染症の有
無、母体ステロイド投与の有無、入院期間）
②輸血製剤ドナーの性別情報

200例
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第4113号
バネ靭帯損傷のMRI診
断：2D MRIとisotropic 3D 
MRIの診断能の比較

2018年8月29日 2021年12月31日
放射線医学

橘川　薫

バネ靭帯損傷

2010年1月1日～
2018年6月30日

バネ靱帯は踵骨と舟状骨を結ぶ靭帯群であり、
距舟関節の安定化、足底アーチの支持という重
要な役割を有する。バネ靭帯にはsuperomedial 
calcaneonavicular 
ligament(SmCNL),medioplantar oblique 
calcaneonavicular 
ligament(MpoCNL),inferoplantar longitudinal 
calcaneonaicular ligamen(IpICNL)の3つのコン
ポーネントがある。バネ靭帯損傷は後脛骨筋腱
機能不全に合併することが多く、扁平足の原因
となる。バネ靭帯損傷のMRI所見について過去
の検討では、SmCNLの肥厚や信号強度の変化
がみられるとの報告はあるものの,MRI所見と手
術所見を対比した報告は少ない。足部靭帯の評
価にはMRIが用いられ、多くの施設では多方向
の2D画像が撮像されるがスライス厚が厚く、小
さな靭帯の評価は困難であり、任意方向への再
構成が可能なisotropic3DMRIが増加している。
今回我々はisotropic 3D MRIが撮像されバネ靭
帯が描出され、その後手術が行われた症例に
ついて、バネ靭帯損傷の診断にisotropic3DMRI
が2D画像に比べバネ靭帯のMRI診断における
感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率の計算
に有用であるかどうかを検討する。

年齢、性別、症状、MRI施行日、MRI画像、単純
X線撮影施行日、単純X線画像、手術施行日、
手術中に確認された靭帯損傷や腱損傷の所見

50例
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第4114号

バネ靭帯損傷における
MRI所見の検討：コンポー
ネントによる所見の違い
について

2018年8月29日 2021年12月31日
放射線医学

橘川　薫

バネ靭帯損傷
isotropic 3D MRIが施行さ
れ、手術でバネ靭帯につ
いて所見記載のある手術
症例、および偏平足変形
や後脛骨筋腱断裂、外脛
骨障害、関節炎、外傷が
なくisotropic 3D MRIが施
行されバネ靭帯が描出さ
れている

2010年1月1日～
2018年6月30日

バネ靱帯は踵骨と舟状骨を結ぶ靭帯群であり、
距舟関節の安定化、足底アーチの支持という重
要な役割を有する。バネ靭帯にはsuperomedial 
calcaneonavicular ligament 
(SmCNL),medioplantar oblique 
calcaneonavicular ligament 
(MpoCNL),inferoplantar longitudinal 
calcaneonavicular ligament(IpICNL) の3つのコ
ンポーネントがある。バネ靭帯の損傷は扁平足
の原因となる。バネ靭帯損傷のMRI所見につい
て過去の検討ではSmCNLの肥厚や信号強度の
変化について報告はあるものの、MpoCNL、
IplCNLの所見に関する報告はほとんどない。靭
帯損傷の評価にはMRIが有用で、多くの施設で
は多方向の2D画像が撮像されるが、
isotropic3D MRIは任意方向への再構成が可能
であることから、近年使用される頻度が増加して
いる。今回我々はisotropic 3D MRI及び2D MRI
を用いてMpoCNL、IplCNLについて靭帯損傷の
MRI所見を、検討する.。MpoCNL、IplCNLは深部
に存在し手術での直接確認が困難なため、対象
を扁平足群と非扁平足群に振り分け、MRI所見
を評価する。加えて、SmCNLの所見が記載され
ている手術症例をSmCNL損傷群、非損傷群に
分け,MpoCNL、IplCNLのMRI所見の違いを考察
する。さらに異常所見を捉えるために
isotropic3D MRI及び2D MRIのどちらが有用で
あるか明らかにする。

年齢、性別、症状、扁平足を来す病歴の有無、
MRI施行日、MRI画像、単純X線撮影施行日、単
純X線画像、手術施行日、手術中に確認された
靭帯損傷や腱損傷の所見

50例

第4116号
院内発症の脳梗塞発症
の予測因子に関する観察
研究

2018年8月28日 2023年4月30日
内科学

（神経内科）
伊佐早　健司

脳卒中以外で入院加療中
に院内で発症した脳梗塞
患者

2012年1月1日～
2021年3月11日

脳卒中の多くを占める脳梗塞への治療として、
血栓を溶解するtPA静注療法や血栓回収療法
があるが、発症早期に治療を開始する必要があ
り時間的制約がある。市中での発症脳卒中にお
いてはバイパス搬送システムや病院前評価ス
ケールで迅速な対応が実現されるようになりつ
つある一方で、入院中患者では原疾患により発
見が遅れる事が多く、市中発症脳梗塞と院内発
症脳梗塞の比較では発症から画像診断までの
時間が長かったとされる、院内発症脳梗塞のリ
スクを事前に算定できれば、発症時に迅速な対
応が可能となる。この研究の目的は院内発症脳
梗塞患者のデータから発症前のリスクを算定し
うるスコアを作成することである。

年齢、性別、入院原疾患、入院診療科、発症日
時、既往歴（糖尿病、高血圧症、脂質異常症、
脳卒中既往、心房細動の有無）、喫煙歴、飲酒
歴、血液検査所見（BNP、PT、PT-INR、
APTT）、内服歴（抗血栓療法の有無及び内
容）、時間経過（発見時間、最終未発症時間、脳
神経内科依頼の時間、画像診断までの時間）、
治療内容（tPA静注療法・血栓回収療法の有
無）、機能予後（退院時mRs、発症時NIHSS）

100例
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第4120号
当院における動物介在療
法

2018年9月12日 2019年3月31日
外科学（小児外科）

長江　秀樹

当院に入院した患児で
AATを施行した患者を対
象

2015年2月1日～
2018年3月31日

犬を用いた動物介在療法(Animal Assisted 
Therapy;AAT)を大学病院として初めて開始し、
2015年4月よりこれまで小児を含む157人の患者
に対しAATがおこなわれた。患者および家族や
医療従事者には極めて好評であるが、その評
価をする事は難しいのが現状である。そこで
AAT導入担当看護師に患者の具体的な目標依
頼を記載し、AAT終了後独自に設定した実施目
的達成度を4段階評価することとした。また同時
にフェイススケールを用い、導入前と導入後の
表情の変化を指数で表す。指数化することによ
りAATの有用性を明確にし、今後も動物介在療
法を発展させていきたい。

年齢、病名、動物飼育歴、入院日数、患者背
景、AAT施行目的とその達成度（Ⅰ：未達成、
Ⅱ：わずかに達成、Ⅲ：ほぼ達成、Ⅳ：達成）

180例

第4126号

びまん性大細胞Bリンパ
腫の診断時PET/CTと骨
髄生検の比較検討

2018年10月10日 2019年12月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）
富田　直人

第4132号

切除不能または再発大
腸癌におけるレゴラフェニ
ブの腫瘍内血管透過性
変化に関するバイオマー
カー研究

2018年10月10日 2022年12月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）
富田　直人

第4133号
直接作用型経口抗凝固
薬の内服中に発症した虚
血性脳卒中の検討

2018年10月2日 2021年3月31日
脳神経内科
秋山　久尚

直接作用型経口抗凝固薬
の内服中に発症した虚血
性脳卒中例

2013年7月1日～
2018年7月31日

本邦では、非弁膜症性心房細動例や静脈血栓
塞栓症例に対し、直接作用型経口抗凝固薬
(DirectOralCoagulant;DOAC)が、2011年に認可
されたダビガトラン以降、現在までにリバーロキ
サバン、アピキサバン、エドキサバンの4剤が順
次使用可能となっている。このDOAC使用例の
増加に伴い、近年、同薬内服下における虚血性
脳卒中例を経験することが多くなってきている。
今回、我々はDOACの内服中に発症した虚血性
脳卒中例の臨床的特徴について検討する。

年齢、性別、CHADS2 スコア値、NIHSSスコア
値、基礎疾患、臨床病型、頭部画像所見、内服
中DOACの種類や内服状況、転帰、身体所見、
採血データ、胸部レントゲン、頭部MRI、頭部
CT、頭部・頸部MRA、超音波検査

50例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4132.pdf

URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4132.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4132.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4132.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4132.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4132.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4126.pdf
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第4136号
膝関節周囲脆弱性骨折
患者における、リスク因
子および臨床学的特徴

2018年10月10日 2023年5月1日
整形外科学

木城　智

膝関節周囲脆弱性骨折

2013年4月1日～
2018年6月23日

変形性膝関節症は高齢者に多くみられる運動
器疾患であり、ADL、QOLの低下が、大きな社
会問題となっている。膝関節周囲の脆弱性骨折
は、変形性膝関節症に至る疾患であるが、その
診断は困難であり、早期診断、治療が重要であ
る、本研究の日的は、膝関節周囲脆弱性骨折
患者の検査データや治療内容を調査し、膝関節
周囲脆弱性骨折に対する、新dン、予防、治療を
検討することである。

年齢、性別、BMI、骨折歴、家族歴、既往歴、ア
ルコール、受傷機転、前医での治療、疼痛部
位、可動域、単純レントゲン画像（Kellgren-
Lawrence（K-L）分類、Femorotibial angle
（FTA）、脛骨後傾角）、骨密度（DEXA）、血液検
査、MRI（脆弱性骨折の有無、半月板損傷の有
無、部位、内側偏位度）、変形性膝関節症患者
機能評価尺度、当院受診後の治療内容

50例

第4139号
外側趾症状を伴う外反母
趾の術式選択の違いによ
る術後成績の比較

2018年9月21日 2020年3月31日
整形外科学

秋山　唯

外反母趾

2000年4月1日～
2017年6月30日

有痛性胼胝や外側趾MTP関節脱臼などの外側
趾症状を伴う外反母趾(HV)は、病態に応じた術
式選択が必要である。これまでわれわれは、外
側趾症状を有するHVに対してLapidus変法と外
側趾に対して中足骨近位斜め骨切り術を併用し
た中足骨近位短縮骨切り組み合わせ手術
(CMOS)を施行してきた。今回、CMOSと外側趾
症状を伴わないHV手術症例でのHVの術後成
績について比較検討すること。

術前後のX線、CT、MRI画像評価（外反母趾角、
中足骨角、足部アライメント、扁平足の関係、中
足骨頭、回旋評価、中足骨頭軟骨評価）、日本
足の外科学会母趾判定基準（JSSF　scale）、日
本整形外科学会・日本足の外科学会足部足関
節質問票で行った臨床評価、発生した合併症

200例

第4142号
降下性壊死性縦隔炎の
発症と治療法及び予後に
関する観察研究

2018年10月2日 2019年3月31日
耳鼻咽喉科学

齋藤　善光

降下性壊死性縦隔炎

2012年1月1日～
2016年12月31日

日本気管食道科学会と日本呼吸器外科学会と
の共同研究としての他施設共同研究として、本
邦における降下性壊死性縦隔炎症例の過去5
年分の症例を調査・解析し、その病態、診断、治
療、予後などのデータベースを構築する。本
データベースをもとに、本邦における降下性壊
死性縦隔炎診療の実態を把握し、一定の治療
指針を示すことを目的とする。本邦における死
亡率は低下しているが、その詳細については不
明な点が多い。本疾患の発生部位と縦隔への
進展経路から、その診断と治療には関係するす
べての診療科の協力と連携が必要である。すな
わち、耳鼻咽喉科、口腔外科、食道外科、呼吸
器外科、さらに集中治療部など、複数診療科の
連携と科の枠を超えた治療が必要となる.本疾
患においては、その病態、診断に至る経過、治
療方法、ドレナージの方法の詳細、予後など明
らかにすべきことが多い。このような頸部から縦
隔に至り複数診療科に関係する本疾患の研究
遂行には、日本気管食道科学会と日本呼吸器
外科学会がきわめて重要な役割を有すると考え
られる。

年齢、性別、身長、体重、基礎疾患、PS、初発
原因疾患と感染部位、縦隔炎画像診断時の情
報、原因疾患発症から縦隔炎診断までの期間、
縦隔炎診断時の症状、感染進展経路、起因菌、
手術内容、予後

10例
全体300例
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第4147号

当院における人工関節周
囲感染例の治療に費やし
た在院日数と医療費の調
査

2018年10月2日 2019年12月31日
整形外科学
山本　豪明

人工関節周囲感染

2003年4月～
2017年3月

人工股関節全置換術(以下THA)の重篤な合併
症である人工関節周囲感染(PJI)は、THA施行
数の増加に伴い同様に増加が見込まれてい
る。当院で施行されて通常に経過した初回THA
症例(非PJI群)と他院や当院で施行したTHA後
に発症したPJIを加療するために新たに人院加
療を行った症例(PJI群)の医療費の実態を調査
すること。

平均在院日数、平均入院医療費、入院回数、感
染治癒までの期間

406例

第4150号
坐骨神経ブロックは足部
手術の術後鎮静に有用
であるかの検討

2018年10月10日 2019年7月31日
整形外科学
軽辺　朋子

外反母趾、関節リウマチ

2013年9月1日～
2018年7月31日

下肢の手術において坐骨神経ブロックは有用で
あるとの報告はあるが、単回の坐骨神経ブロッ
クが術後鎮痛に有用であるとの報告は少ない。
当院では2016年10月頃から足部の術後鎮痛目
的に坐骨神経ブロックを併用しているが、術後
鎮痛に有用であるか検討する。

麻酔方法、術後坐骨神経ブロックの有無、術後
鎮痛剤の使用頻度と使用薬剤、手術時年齢、
性別、疾患足、術式、合併手術内容、術者、手
術時間、単純レントゲン（術前後外反母趾角、骨
切り部）、合併症の有無

60例

第4151号
Webベース乳癌予後予測
モデルの臨床的有用性
の検討

2018年10月4日 2021年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
岩谷　胤生

乳癌

2004年1月1日～
2018年8月24日

Webベース予後予測モデルが21遺伝子アッセイ
検査の代用となるか否かを明らかにする。《背
景》原発乳癌の治療の意思決定は、患者が抱え
るべースラインリスクを考慮し、治療法を選択す
る。乳癌の予後予測は21遺伝子アッセイ検査
(Oncotype DX)による算出法と、Webべースの予
後予測数理モデルであるCancerMath.netや
PREDICTに臨床病理学的因子を代入して算出
する方法がある。現在、わが国では21遺伝子
アッセイ検査は保険償還されておらず、自費で
約40万円が必要であり使用できる患者が限られ
る。しかしWebべースの2つの予後予測数理モデ
ルは無料で公開されており汎用性に優れる。今
回われわれは21遺伝子アッセイ検査とWebべー
スモデルの予後予測の一致度を検証し、
Oncotype DXが使用できない患者でWebベース
の予後予測モデルが代用可能か否かを明らか
にすることとした。

２１遺伝子アッセイ検査の再発スコア、臨床病理
学的因子（発見契機、診断日、組織型、腫瘍
径、腋窩リンパ節転移個数、ホルモン受容体の
発現状況、HER2蛋白の発現状況、組織学的異
型度、Ki67の発現状況、治療内容）

200例
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第4155号

下部消化管手術において
術前腎機能が周術期急
性腎損傷及び慢性腎臓
病の発症に与える影響に
ついての検討

2018年10月4日 2019年7月31日
麻酔科【多摩病院】

舘田　武志

下部消化管手術を受けた
方

2013年1月1日～
2017年8月31日

我々は腹部手術における周術期急性腎傷害
(AKI)と慢性腎臓病(CKD)の発症に関与する因
子について調査してきた。その結果、CKDの発
症に及ぼす因子としては術前腎機能：
eGFR(OR:0.88,95%CI:0.85-0.93)、AKI発症
(OR:2.13,95%CI1.05-4.32)、悪性腫瘍手術
(OR:4.27,95%CI:1.07-17.00)が関与していること
がわかった。今回さらに、術前腎機能低下の重
症度が周術期AKIおよびCKDの発症に及ぼす影
響を検討する。我々の仮説は術前腎機能eGFR
が低いほど、腎機能予備能が少ないためAKIお
よびCKD発症のリスクが高くなるということであ
る。

患者背景（年齢、性別、BMI、ASA分類、術前
Hb、術前eGFR、既往歴（高血圧、DM、COPD、
心疾患）、手術因子（緊急、手術部位、悪性腫瘍
手術、腹腔鏡手術、麻酔法、輸液量、出血量、
尿量、心血管作動薬、利尿薬、手術時間、麻酔
時間）、術後因子（AKI発症、術後eGFR、術後
Hb、敗血症、肺炎、化学療法）、死亡

500例

第4156号

低出生体重児は整形外
科新生児検診項目での
異常に影響するか？－当
院における整形外科新生
児検診の調査―

2018年10月15日 2019年7月31日
整形外科学

遠藤　亜沙子

新生児検診をうけた児

1989年1月1日～
2018年7月31日

当院では整形外科医が視診と触診により出生
直後に新生児検診(以下,検診)を行っている.本
研究の目的は2500g未満の低出生体重児(LBW)
と出生時正常体重児との間で検診での異常に
差があるか検討することである。

斜頚、四肢運動、股関節、膝部、手指・趾、足
部、その他の項目に関する異常の有無

8,000例

第4158号

急性期脳血栓回収療法
施行時の救急外来にお
ける多職種の時間短縮に
むけての取り組み

2018年10月11日 2019年3月31日
看護部

【東横病院】
大森　早紀

脳梗塞

2016年4月1日～
2018年3月31日

脳梗塞の治療は、発症から再開通までの時間
がその患者の予後や生活の質に影響を及ぼす
と言われている。そのため、発症からいかに短
時間で治療を行うかが重要となってくる。当院で
は、年間約50件の緊急血栓回収術を実施して
おり、平成22年度より独自の「rt-PAプロトコー
ル」を作成し、脳梗塞患者の来院から治療開始
までの時間短縮に取り組んできた。血管内治療
を目的とした救急搬送患者に早期診断・治療を
するために、救急外来での滞在時間10分を目
指して、多職種と定期的な症例検討会を開催
し、各職種の改善策を検討し実施した事で、滞
在時間の短縮が達成できたので、その成果を報
告する。

救急外来来院時間から初療室退出までの時間 48例
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第4164号

腹膜透析導入時の術式
による術後早期合併症の
発症頻度に関する多施設
共同研究

2018年10月10日 2019年9月30日
腎臓・高血圧内科

【多摩病院】
金城　永幸

末期腎不全

2009年4月1日～
2018年9月30日

腹膜透析導入時の術式には段階的腹膜透析導
入法(SMAP法)と従来法がある。それぞれの術
式における術後早期合併症の発症頻度を比較
した研究は散見されるもののいまだ一定の見解
は得られていない。また,これまでの研究では症
例数が少なく、単施設での検討が報告されてい
る。そこで今回我々は多施設における両術式で
の術後早期合併症の発症頻度を明らかとするこ
とを目的とし、本研究を立案した。

年齢、性別、原疾患、導入時eGFR、糖尿病の有
無、腹部手術歴、カテーテルの種類、腹膜透析
中止を要するカテーテル機能異常、カテーテル
出口部・トンネル感染、腹膜炎、腸管穿孔、大量
出血、透析液漏れ、腹膜透析導入における入院
期間、入院に掛かる費用、SMAP法の埋没期間

200例

第4165号
MRIを用いた足根骨癒合
症の距骨下関節周囲の
環境についての検討

2018年10月2日 2019年12月31日
整形外科学
軽辺　朋子

足根骨癒合症、腓骨筋痙
性偏平足

2008年9月1日～
2018年1月31日

Accessory anterolateral talar facet(AALTF)は
距骨下外側突起の前方で踵骨との接合面をも
ち、足部外側のimingementの原因になります。
足根骨癒合症にAALTFを伴う症例も存在し、腓
骨筋痙性偏半足(PSFF)を合併する症例では、
癒合部切除のみではPSFFが残存することもあ
る。癒合部切除前の距骨下関節周囲の環境を
評価することは大きな意義があるため、足根骨
癒合症と診断しMRIを施行した症例において
AALTFの有無と距骨下関節周囲の評価を有う。

手術時年齢、性別、疾患足、癒合部、圧痛部
位、可動域、Talar beakの有無、合併症、術前
MRIでのAALTF、骨髄浮腫の有無、術後合併症
の有無、後療法

18例

第4166号
前十字靭帯再建術術後
の成績に関わる印紙につ
いての研究

2018年10月22日 2021年9月1日
整形外科学

木城　智

膝前十字靭帯損傷

2012年4月1日～
2018年6月23日

前十字靭帯(ACL)損傷はスポーツ膝傷害の中で
も頻度が高く、手術件数も近年増加傾向にあ
る。本研究の目的は、ACL再建術前後の検査
データや治療内容を調査し、術後成績に関わる
因子について調査することである。

術後スポーツの復帰時期、術前後の脚伸展筋
力、膝伸展筋力、膝屈曲筋力、年齢、性別、
BMI、既往歴、手術待機期間、術前脚伸展筋力
患健比、スポーツレベル、BMI、受傷機転、単純
レントゲン画像（FTA、脛骨後傾角）、骨密度
（DEXA）、MRI（半月板損傷の有無）、Knee 
injury and Osteoarthritis Outcome Score
（KOOS）、Lysholm score、術後CT（骨孔の位
置）

100例

第4167号
てんかんが疑われ脳波
検査を実施した症例の予
後追跡調査

2018年10月11日 2023年7月31日
小児科学

【多摩病院】
宮本　雄策

てんかん
（疑いを含む）

2012年1月1日～
2016年12月1日

小児におけるてんかんは、成人と異なり年齢依
存性であるため多くの例では予後良好である。
中には内服を行わずともてんかん発作を反復し
ない症例も存在するが、発作反復する症例との
初回脳波検査における異常率を比較した研究
は少ない。今後の新規症例においての予後予
測を行うため、当院を受診し経過を観察してい
る症例においてこれらの異常率や特徴を比較検
討する。

発作の症状、性別、初回脳波記録の結果、家族
歴、発達歴、発作反復の有無、抗てんかん薬内
服の有無、最終診断名

200例
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第4169号
非外傷性小腸穿孔8例の
検討

2018年10月5日 2019年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
浜辺　太郎

非外傷性小腸穿孔

2012年1月1日～
2017年12月31日

非外傷性小腸穿孔は消化管穿孔の中で比較的
稀な病態である。原因は多岐にわたり、症状は
非特異的で、術前診断に難渋することがある。
そのため治療が遅れ、不良な経過を辿ることが
ある。今回、当院における非外傷性小腸穿孔の
手術症例を検討し、その臨床的特徴と治療の妥
当性を検討することを目的とした。

患者背景（年齢、性別、病名など）、手術成績、
術後経過（手術時間、出血量、合併症、術後在
院日数など）

8例

第4171号

AI支援による臨床検体画
像からの先天性代謝異
常症のスクリーニングシ
ステムの開発

2018年10月24日 2021年3月31日
小児科学

右田　王介

第4178号

外科手術を受ける呼吸機
能低下患者に対する術後
肺合併症危険因子の検
討

2018年10月10日 2019年8月31日
麻酔学

小幡　由美

閉塞性換気障害・混合性
換気障害・拘束性換気障
害

2008年9月1日～
2018年8月31日

術前呼吸機能低下患者は、術後肺合併症の危
険性が高く、特に全身麻酔による筋弛緩薬の使
用や人工呼吸による影響が大きいとされてい
る。重度呼吸機能低下患者に対しては、全身麻
酔を回避する術式・麻酔方法を選択している
が、術前の呼吸機能検査の結果によって、全身
麻酔が可能であるかの判断については明確な
基準はない。今回、過去10年間の外科手術を受
けた呼吸機能低下患者において、患者背景、術
式・麻酔方法、術後肺合併症を後ろ向きに検討
し、術前の呼吸機能検査結果によって全身麻酔
可否の判断が可能であるか検討る。また、術後
肺合併症の危険因子についても検討する。

呼吸機能検査（％WC、肺活量、１秒量、１秒
率）、既往歴、喫煙歴、年齢、採血結果、SpO2
値、手術因子として術式（開腹、腹腔鏡）、手術
時間、麻酔時間、麻酔方法、術後肺合併症につ
いて

100例

第4180号
膝関節前十字靭帯断裂
に対する疫学・治療成績

2018年10月10日 2021年3月31日
整形外科学
植原　健二

前十字靭帯断裂

2008年1月1日～
2018年8月30日

膝関節の構成組織である前十字靭帯は、膝関
節の安定性に重要な役割を持っており、この靭
帯が損傷されると膝関節不安定性が起こり、ス
ポーツパフォーマンスに影響するばかりでなく、
続発性の膝関節症に至ることが示されている。
この靭帯に対する治療は現在靭帯形成手術が
主流であるが、完全に生体の靭帯と同じではな
く、治療成績にはばらつきがある。本研究の目
的は、膝関節前十宇靭帯断裂患者の術後成績
を後ろ向きに検討することである。

年齢、性別、BMI、症状出現時期、受傷前後の
活動度（Tegner activity scale）、主要理学所見
（圧痛点、関節可動域、Lachman test、pivot 
shift test、測定機器による脛骨前方移動量）、
単純X線像上から下肢アライメントのパラメー
ター測定、変形性膝関節症の進行度所見、MRI
および関節鏡手術所見から半月板断裂部位、
断裂形態、サイズ、軟骨損傷の部位と程度、術
中所見から再建方法の差（移植腱種類、再建方
法、固定方法、固定部位）および合併損傷とそ
の治療方法（軟骨損傷、半月板損傷）

100例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4171.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4171.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4171.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4171.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4171.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4171.pdf
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第4181号
膝関節半月板断裂に対
する疫学・治療成績

2018年10月10日 2021年3月31日
整形外科学
植原　健二

半月板断裂

2008年1月1日～
2018年8月31日

膝関節の構成組織である半月板は、膝関節の
荷重分散および安定性に重要な組織であり、半
月板の損傷あるいは切除により関節軟骨にか
かる負担は増大し,変形性膝関節症に至ること
が示されている。本研究の目的は、膝関節半月
板断裂患者について、受傷要因、治療成績、お
よび長期予後を後ろ向きに検討することである。

年齢、性別、BMI、症状出現時期、受傷機転の
有無、受傷前後の活動度（Tegner activity 
scale）、主要理学所見（圧痛点、関節可動域、
McMurray test、Thessaly test）の陽性率、単純
X線像上から下肢アライメントのパラメーター測
定、変形性膝関節症の進行度所見、MRIおよび
関節鏡手術所見から半月板断裂部位、断裂形
態、サイズ、軟骨損傷の部位と程度、各種調査
項目とアウトカムとの比較について、客観的評
価（Lysholm score）、患者主観評価（膝外傷と変
形性関節症評価点数（KOOS）日本語版および
国際膝記録委員会（IKDC）２０００年版）を用いる

150例

第4183号

肥満大腸癌患者に対する
腹腔鏡下手術の腫瘍学
的安全性を評価する後ろ
向き試験 LOVERY 
Study(Laparoscopic vs 
open surgery for obesity

2018年10月25日 2019年12月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
大島　隆一

主占居部位盲腸、上行結
腸、横行結腸、下行結腸、
S状結腸、直腸S状部、
Ra,Rbの大腸癌に対する原
発巣切除症例

2009年1月1日～
2013年12月31日

肥満患者に対する腹腔鏡下手術の短期、及び
長期成績について後ろ向きにデータ解析を行
い、肥満患者に対する腹腔鏡下手術の腫瘍学
的安全性について検討すること。大腸癌に対す
る腹腔鏡下手術の治療成績は肥満/非肥満群
間で差はないとする報告が多いものの、直腸癌
では短期成績に関するデータは一定の見解は
なく、長期成績に関してはデータが不十分であ
る。副次的解析にて、肥満患者(BMI25Kg/m²以
上)に対する腹腔鏡群が開腹群に比べて有意に
予後が悪い可能性があることが示された。しか
し高度肥満患者(BMI30Kg/m²以上)はほとんど
存在しなかったことから、高度肥満患者を含め
たさらなる大規模な解析が必要と考えられた。
今回の研究では腹腔鏡下大腸切除研究会参加
施設の豊富な症例数を用いた解析を計画する。
なお、解析は結腸癌/直腸癌に分けて行う。

・患者背景（年齢、性別、身長、体重、併存症
（高血圧、糖尿病、脳血管疾患、呼吸器疾患、
循環器疾患）※1の有無、HbA1c値、
・手術所見（手術年月日、術式、主占居部位、出
血量、手術時間、開腹移行（創長８cm以上）の
有無と理由（出血、癒着、腫瘍進行、視野展開、
他臓器損傷、その他）、中枢リンパ節郭清度、側
方リンパ節郭清の有無、合併切除臓器の有
無）、
・腫瘍所見（腫瘍最大径、組織学的深達度、主
な組織型、リンパ節検索個数、リンパ節転移個
数）、
・術後経過（術後合併症の有無※2、術後３０日
以内死亡とその原因、退院日、再発の有無、再
発確認日、初発再発臓器、転帰、生存確認年月
日／死亡年月日／最終生存確認日について、
補助化学療法の有無）

※1 併存症はそれぞれ、何らかの治療を受けて
いるものと定義する
※2 Clavien-Dindoによるgradingを行う

20例
（全体

開腹手術：
2,400例

腹腔鏡手術：
2,400例）

第4190号

Nutrition Support Team
介入患者における栄養状
態改善の阻害因子の検
討

2018年11月5日 2022年3月31日

内科学
（代謝・内分泌内科）

【西部病院】
川名部　新

低栄養

2014年4月1～
2020年4月30日

Nutrition Support Team(NST)は患者に最良の
栄養療法を提供することを目的とした多職種共
同チームである。栄養障害を認めるすべての患
者を対象とし、広く活動しているが、介入の結
果、栄養状態の改善が得られない症例も少なく
ない。さらに、介入の成果が得られなかった要
因について、十分に検討できていない。そこで
今回我々は、NST介入によって、栄養状態の改
善が得られた群と得られなかった群を比較する
ことで、栄養療法お効果を阻害する因子を明ら
かにすることを目的とした。

介入前後の各種データ（プレアルブミン、barthel 
index、握力、歩行速度、原因疾患、併存疾患、
栄養投与経路、エネルギー充足率等）

600例
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第4192号
ｐT1大腸癌におけるリン
パ節転移リスク因子の検
討

2018年11月8日 2020年3月1日
消化器病センター

【東横病院】
小野　龍宣

大腸癌

2011年1月1日～
207年12月31日

大腸癌治療ガイドラインではpT1b大腸癌(粘膜
下層浸潤癌)の治療方針として、リンパ節郭清を
含む外科的切除が推奨されている。種々の理
由により内視鏡的摘除のみで無再発で経過す
る症例が存在することから、外科的切除の適応
症例のさらなる絞り込みが望まれている。本研
究は、pT1大腸癌(粘膜癌あるいは粘膜下層浸
潤癌)のリンパ節転移に関わる新たな因子を見
出すことを目的とする。

年齢、性別、手術区分（内視鏡的摘除の有無）、
組織型、粘膜下層浸潤距離、リンパ節転移の個
数および占拠部位（右側あるいは左側）、術後
再発の有無、リンパ管侵襲・血管侵襲の有無、
腫瘍最大径など

159例

第4197号
失神発症前の生体情報
の変化に関する検討

2018年11月21日 2020年3月31日
内科学（循環器内科）

【東横病院】
古川　俊之

失神

2013年4月1日～
2018年10月5日

失神患者には多くの場合心拍数、脈拍、血圧を
中心とした生体情報の変化が出現する。その変
化を自覚症状として認識できる患者も存在する
が、まったく自覚症状がなく、突然に意識をなく
す患者が散見される。生体情報より失神の発生
が予測可能であれば、転倒による外傷や交通
事故を防ぐことが可能である。本研究の目的は
自動的に失神の発症を予測するアプリケーショ
ン等の製作における前段階として、一般診療に
より得られた心電図等の生体情報を解析し、自
動的に失神の予測が可能かどうかを検討する。

年齢、性別等の臨床的特徴、血圧、心電図、体
動情報および発症した失神の種類

500例

第4204号
潰瘍性大腸炎における上
部消化器病変の検討

2018年11月7日 2019年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
加藤　正樹

潰瘍性大腸炎

2009年7月1日～
2018年6月30日

潰瘍性大腸炎(UC)は主に大腸粘膜に潰瘍やび
らんができる原因不明の非特異的炎症性疾患
であるが、日常診療において上部消化管病変を
合併する症例に遭遇することがある。UCの上部
消化管病変に対して5ASA製剤の粉砕が効果的
であったという報告等が散見されるが、上部消
化管病変を合併したUCを詳細に検討した報告
は少ない。よって、上部消化管病変を合併した
UCに対する治療や背景を検討する。

患者背景、疾患活動度、内視鏡所見、各薬剤
（抗TNF-α抗体製剤、ステロイド、免疫調節薬、
5ASA）の効果、有害事象、転帰等

16例

第4206号

補助循環用ポンプカテー
テルに関するレジストリ事
業；
Japanese registry for 
Percutaneous Ventricular 
Assist Device(J-PVAD)

2018年11月27日 2022年12月31日
内科学（循環器内科）

明石　嘉浩
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4206.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4206.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4206.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4206.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4206.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4206.pdf
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第4212号
当施設における頸動脈ス
テント留置術試行例の長
期転帰の観察研究

2018年11月22日 2019年12月31日
内科学（神経内科）

【東横病院】
臼杵　乃理子

内頚動脈頸動脈狭窄症

2008年6月1日～
2018年6月30日

頸動脈狭窄症に対するステント留置術は、2007
年9月保険収載後、頸動脈内膜剥離術に代わる
低侵襲な治療として普及してきた。この治療は、
脳梗塞発症予防が目的であり、長期成績が明ら
かにされることは非常に重要である。当院脳卒
中センター開設後に実施した頸動脈ステント留
置術後の長期予後を明らかにすることを目的と
する。

患者背景（年齢、性別、基礎疾患の有無等）、頸
動脈狭窄による症候の有無、狭窄率、症候の発
生から治療までの期間、周術期抗血栓療法の
有無とその種類、使用ステントの種類、遠位塞
栓予防デバイスの有無とその種類、周術期合併
症、遅発性再狭窄の有無、周術期以降の心血
管イベント、追跡可能期間内における最終転帰
（mRS）、死因（死亡された場合）、再治療の有
無、観察された日時・各イベント発生日時・治療
日時について

300例

第4217号
非造影MRI検査（高解像
度DWI)による乳癌の術前
評価についての検討

2018年12月13日 2021年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
志茂　彩華

高解像度DWIを用いて術
前評価を行った乳がん症
例

2018年4月1日～
2021年2月1日

乳癌の広がり診断には通常、造影剤を用いた乳
房MRIが必須である。しかし、造影剤アレルギー
や喘息、腎機能障害などでが造影剤使用が不
可能な症例には、広がり診断や多発病変の検
出が困難であった。さらに、最近ではガトリニウ
ム造影剤の脳内沈着の合併症の報告もあり、
造影剤使用の安全性も問題になっている。当院
では乳癌の術前評価のモダリティの一つとして、
diffusion-weighted-image(DWI)を用いた非造影
のMRI検査を行っており、IR時間やEPIファクター
などを調整することで高解像度DWI撮影を臨床
応用している。本研究は、当院において高解像
度DWIを用いた症例について手術病理検体と対
比することで、乳癌の術前評価に有用かを研究
する。

年齢、性別、組織型、病期、手術日、手術術式、
薬物療法の種類、画像所見、病理所見

200例

第4219号
ナトリウム異常症の頻度
について

2018年12月17日 2020年12月31日

内科学
（腎臓・高血圧内科）

【多摩病院】
角　浩史

ナトリウム異常症

2015年1月1日～
2017年12月31日

血清ナトリウム異常症は頻度が最も多い電解質
異常である。救急外来におけるその頻度につい
ての報告はほとんどない。救急外来を受診した
患者において、血清ナトリウムの測定されてい
る患者につき、その血清ナトリウム値、腎機能、
年齢などを抽出し、その腎機能・年齢等々の関
係を明らかにする。

年齢、性別、腎機能、血清ナトリウム値 1,500例
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第4222号
MitraClipにおける麻酔・
周術期管理の検討

2018年12月5日 2019年12月31日
麻酔学

坂本　三樹

僧帽弁閉鎖不全症

2018年4月1日～
2018年11月5日

僧帽弁閉鎖不全症の治療は従来、外科的な開
心術による僧帽弁置換術や形成術が行われ、
心不全による全身状態悪化症例では、人工心
肺使用や長期人工呼吸管理が予後を悪化させ
る要因と考えられてきた。本年4月より本邦で保
険適応となり開始されたMitraClip術は経カテー
テル的治療で、開心術に比べ低侵襲な治療で
ある。本研究では当院における術中麻酔及び術
後周術期管理について後方視的検討を行う。

基本データ（年齢、性別、身長、体重）、僧帽弁
閉鎖不全症の程度（経食道心エコーによる評
価）および心機能評価、合併症、麻酔方法、使
用麻酔薬とその投与量、循環作動薬使用薬と
投与量、酸素投与の有無、循環作動薬の使用
と投与量、僧帽弁閉鎖不全症の改善度（心エ
コー検査による）、合併症、入院期間、転帰

27例

第4224号
心臓サルコイ ドーシスに
おける多施設後向きレジ
ストリー研究

2018年12月17日 2023年3月31日
薬理学

木田　圭亮

心サルコイドーシス症例

2001年1月1日～
2017年12月31日

サルコイドーシスは、非乾酪性肉芽腫形成と細
胞浸潤による組織障害をもたらす原因不明の炎
症性全身疾患である。心病変(心サルコイドーシ
ス〉はそのうち5%程度にみられるといわれてお
り、不整脈に伴う突然死・心不全などを起こし予
後不良である。治療には副腎皮質ステロイドを
中心とした免疫抑制治療が行われるが、その投
与量・維持量に関しては明確なエビデンスがな
く、各施設担当医の経験に基づいて行われてい
るのが現状である.またサルコイドーシスは稀少
疾患であり一施設内では十分な検討ができにく
い。そこで本研究では、全国多施設における心
サルコイドーシス症例を一括して登録し、その臨
床像、ステロイドを含めた薬剤やペースメーカー
などのデバイスの治療効果、予後などを評価し
検討するごとを目的とする。

基本情報（年齢・性別ほか）、心サルコイドーシ
ス診断日、他臓器のサルコイドーシス合併の有
無、心筋生検の有無、心筋生検で心筋を採取し
た部位、サルコイドーシスを疑うきっかけとなっ
た徴候、既往歴（高血圧症、糖尿病、脂質異常
症、虚血性心疾患、心不全入院歴・持続性心室
頻拍／細動、非持続性心室頻拍／細動・VTに
対するアブレーションの施行歴、高度房室ブロッ
ク、心房細動、慢性腎臓病）、心サルコイドーシ
スの臨床所見・検査所見（心電図所見・ホルター
心電図所見・加算平均心電図所見・心エコー図
所見）、血液・尿検査所見、ツベルクリン検査施
行の有無、Gaシンチグラフィ施行の有無（施行し
ている場合は心集積の有無）、TIもしくはTcによ
る血流シンチ施行の有無（施行している場合は
集積低下部位の有無）、心臓MRI施行の有無
（施行している場合はLGEの有無）、１８F-FDG-
PET施行の有無（施行している場合は心集積の
有無、集積のパターン）、治療内容（内服薬など
の有無・投与量、デバイス治療の有無等）、イベ
ント発生の報告

100例
（全体500例）

第4227号
本邦における婦人科悪性
腫瘍合併妊娠の調査

2018年12月21日 2024年3月31日
産婦人科学
三浦　彩子

妊娠中に子宮頸癌もしくは
卵巣癌と診断された方

2012年1月1日～
2017年12月31日

本邦における子宮頸癌ならびに卵巣癌合併妊
娠の発生頻度・治療方法・その予後を調査し、
悪性腫瘍とその治療が妊娠・分娩・産褥にどの
ように影響したかを明らかにする。さらに、新生
児の予後についても検討を加える。

母（診断時の年齢、生年月日、妊娠分娩歴、診
断名、臨床進行期、組織診断、診断日時、診断
時妊娠週数、診断方法、妊娠中の合併症、妊娠
中の手術、手術日、手術時の妊娠週数、手術術
式、妊娠中の化学療法・放射線療法、レジメン・
コース数または総線量、治療開始時の妊娠週
数、治療終了時の妊娠週数、待機療法の有無、
分娩日、分娩週数、分娩方法、分娩時の腫瘍切
除の有無、分娩後の追加治療、再発の有無、再
発日、最終治療日、最終生存確認日、最終確認
時の状況）
児（出生週数、出生年月日、出生時体重、性
別、新生児合併症、NICU入室の有無、最終確
認日、最終確認時の状況

5例
（全体300例）
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第4228号
高ナトリウム血症の治療
の現状と予後について

2018年12月26日 2020年3月31日

内科学（腎臓・高血圧
内科）

【多摩病院】
角　浩史

高ナトリウム血症

2015年1月1日～
2018年6月30日

高ナトリウム血症は頻度の高い電解質異常であ
り、その死亡率も高いことが知られている。未治
療で経過をみられることも多く、また治療の現状
や予後の報告も多くはない。本研究の目的は、
高ナトリウム血症の治療の現状や予後やその
危険因子等を明らかにすることである。

年齢、性別、BMI、喫煙歴、入院時血清ナトリウ
ム、カリウム、eGFR、収縮期血圧、拡張期血
圧、利尿薬の有無、死亡率、治療法等

70例

第4230号

子宮内膜増殖性病変に
おけるエストロゲン作用
制御因子の解析

2018年12月27日 2024年3月31日
応用分子腫瘍学

太田　智彦

第4233号
当院における新生児早発
型敗血症診療の実態調
査

2018年12月5日 2020年3月31日
小児科学

中村　幸嗣

新生児早発型敗血症　当
院NICUにおいて生後72時
間以内に血液培養検査が
提出された症例

2016年11月1日～
2018年10月31日

生後72時間以内に発症する新生児早発型敗血
症の原因微生物としては、B群溶連菌,大腸菌が
多くを占め、早期診断及び抗菌薬治療が求めら
れる。当院における新生児早発型敗血症診療
の質向上に必要な方策を検討するために、起因
菌同定のための培養検査提出状況と結果、抗
菌薬治療、患者転帰について調査し、当院の傾
向を評価する。

患者背景：在胎週数、出生体重、分娩形式、基
礎疾患、検査：培養検査(検体、結果)、治療：抗
菌薬(種類、投与期間)、転帰：罹患率、合併症、
早期新生児死亡、在院死亡、在院日数

200例

第4236号
当院における上腕骨近位
端骨折手術症例の検討

2018年12月12日 2019年12月1日
整形外科学
【西部病院】

武居　功

上腕骨近位端骨折

2015年10月1日～
2018年9月30日

上腕骨近位端骨折は日常診療で多く遭遇する
外傷で、手術例も多い。高齢化に伴ってその中
でも対応の難しい粗鬆骨や粉砕骨折症例の増
加が今後予想される。そこに反転型人工肩関節
という従来にはなかった手術方法が日本にも導
入されたが、侵襲の大きな手術であり、適応を
慎重に検討する必要がある。そこで、これまで
当院で行ってきた手術症例を再検討し、術後成
績が良好であった症例と問題のあった症例を明
確にし、従来型の手術方法が最適か、新手術の
適応があるか否かを検討することが必要で、そ
れが今回の調査の目的である。

年齢、性別、受傷機転、術後疼痛、術後可動
域、術後筋力、術後日常生活動作状況(日本整
形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準項
目：結髪、結帯、口に手が届く、患肢を下に寝
る、上着のサイドポケットのものを取る・反対側
の腋窩に手が届く、引き戸の開閉、頭上の棚に
手が届く、用便始末、上着を着る、の可否)

30例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4230.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4230.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4230.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4230.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4230.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4230.pdf
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第4238号
心不全患者の身体機能と
ADLの経年的変化の検
討

2018年12月12日 2021年3月31日
リハビリテーション部

【東横病院】
赤尾　圭吾

心不全

除外基準:入院期にリハビ
リテーションを施行しな
かった患者。入院中に死
亡した患者。治療目的に
他院に転院し、他院から自
宅あるいは施設に退院し
た患者。

2015年4月1日～2018年10
月31日

心不全患者の高い再入院率は問題となってい
る。更に、日本循環器学会が発表したガイドライ
ンでは、心不全を発症すると、身体機能は低下
し、急性増悪(急性心不全）により身体機能の低
下が助長されると報告している。しかし、実際に
身体機能やADLの変化を経年的に報告した者
は我々の知る限りない。そこで本研究は、心不
全患者における身体機能やADLの変化を検討
することを目的とし、退院時を基準として、外来
リハビリテーションでの評価や再入院時にどの
ように変化するかを論討する。

①症例背景因子(年齢、性別、身長、体重、介護
度、ADL自立の可否、入退院日)、②医学的情
報(診断名、心不全での初回入院日、心不全で
の入院回数、心エコー所見、血液生化学デー
タ、処方薬、併存疾患)、③身体機能(握力、膝伸
展筋力、10m歩行速度、連続歩行距離、Barthel 
Index、Short Physical Perfomance Battery)、④
体組成、⑤認知機能(Mini-Mental State 
Examination)、⑥抑うつ(Geriatric Depression 
Scale-5)

400例

第4241号
内科系医療技術負荷度
調査の多施設共同後方
視的観察研究

2019年1月7日 2026年3月31日
内科学（脳神経内科）

山野　嘉久

第4244号

腹腔動脈合併尾側膵切
除術における長期・短期
成績に関する多施設共同
後ろ向き研究

2018年12月13日 2018年12月31日
外科学（消化器・一般

外科）
大坪　毅人

第4245号
27-gaugeトロカールも用
いた強膜内固定術の術
後成績

2018年12月17日 2019年6月30日
眼科学

佐々木　寛季

眼内レンズ脱臼・落下、水
晶体脱臼・落下、無水晶体
眼

2018年7月1日～
2018年11月23日

白内障の手術件数は年々増加傾向である。そ
れに伴い術後合併症の1つである眼内人工レン
ズ(intra-ocular lens:IOL)の脱臼・落下の件数も
増加し、手術件数が増えてきている。IOL脱臼に
対する整復術としては逢着術がこれまでスタン
ダードに行われてきた。その後Doublc-nccdlc 
tcchniqucが報告され、縫合糸でなく針を用いる
ことで術中の工程を簡略化することができ.手術
方法の転換が行われている。IOL固定が必要と
なる症例は眼内レンズ脱臼・落下、水晶体落
下、眼外傷後のIOL2次挿入など様々である。い
ずれの症例に対しても硝子体や水晶体嚢の処
理が必要になり硝子体手術を併用することが
多々ある。そこで過去に25Gトロカールを使用し,
硝子体切除も行い、かつトロカールにて強膜トン
ネル作成し最後にトンネルを縫合することでIOL
の固定する方法を報告している。その他にも
27G針を使用しIOLハプティックを強膜内に固定
する方法を行い、安定した術後経過を辿れたと
報告している。そこで今回の目的は当院におい
て27G硝子体手術を併用した27Gトロカールガイ
ド下強膜内固定術を行った患者の術後経過を
フォローし臨床成績について検討することであ
る。

術前に測定したSRK/T式を用いた術後予測屈
折値、術後1カ月の屈折値、角膜内皮、IOLの傾
き・偏心、術後合併症の有無

12例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4241.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4241.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4241.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4241.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4241.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4241.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
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第4247号

抜去した自己拡張型胆管
金属ステントを用いたス
テント洗浄細胞診(SEMS 
washing cytology)の診断
能の評価

2018年12月17日 2020年3月31日
内科学（消化器・肝臓

内科）
中原　一有

遠位胆管狭窄に対する自
己拡張型胆管金属ステン
ト抜去例

2017年1月1日～
2018年11月30日

胆管狭窄に対する病理診断は、一般に
Endoscopic 
retrogradecholangiopancreatagraphy(RCP)によ
る胆汁細胞診や胆管生検が行われるが、それ
らの感度は必ずしも高いとは言えず、さらなる診
断能の向上が望まれている。悪性遠位胆管狭
窄に対する胆管ドレナージには、被覆型自己拡
張胆管金属ステント(covered self-expandable 
metalstent:CSEMS)が広く使用され、CSEMSは
ステント閉塞などの際には抜去が可能である。
抜去したCSEMSは一般にはそのまま廃棄され
るが、病変と密着していたステント外表面には病
変の細胞成分が付着し、ステント洗浄液の細胞
診にて病理診断が得られることを時に経験する
(SEMS washingcytology)。SEMS washing 
cytologyは、胆管狭窄に対する病理診断能向上
の一助となる可能性があり、今回われわれは、
当院のSEMS washing cytology施行例を
retrospectiveに調査し、その診断能について評
価する。

患者背景(年齢/性別/原疾患/等)、抜去ステン
ト(種類/留置期間/抜去理由/抜去方法/等)、
SEMS washing cytology の成績(検体採取率/
感度/特異度/正診率/等)、その他に施行した病
理学的検査法および成績

15例

第4258号
脳血管障害患者における
予後予測ノモグラムの作
成

2019年1月7日 2024年3月31日
リハビリテーション部

【東横病院】
八木　麻衣子

急性期脳血管障害（脳梗
塞、脳出血）

2015年4月1日～
2018年11月30日

脳血管障害患者の予後を発症後早期より予測
することは、急性期病院からの転帰先やその後
の生活像の決定によるQOLの維持・向上のため
にも非常に車要である。現在、脳血管障害患者
においては、治療方法の進展、高齢化に伴う身
体・認知機能低下や重複障害の合併、社会背
景の多様化など、身体機能以外の様々な要素
を含めた、多角的な分析が必要であると考えら
れる。よって、本観察研究の目的は、脳血管患
者における予後予測を総合的に評価でき、かつ
可視化されたモデルを作成することを目的とす
る。

(1)患者背景に関する項目：年齢、性別、既往
歴、入院前ADL、生活環境、(2)疾患・治療に関
する項目：病歴、入院時現症、治療経過、画像
所見、検査所見、(3)身体・高次脳機能：麻痺重
症度、感覚障害、起居動作能力、高次脳機能、
ADL、(4)リハビリテーションの実施状況：介入
日、実施日、車椅子座位までの獲得日数

1,250例

第4261号
人工知能の利活用を見
据えた超音波デジタル画
像のデータベース構築

2019年1月21日 2028年9月18日
医療情報処理応用研

究
小林　泰之

乳腺腫瘤

2009年12月1日～
2018年10月31日

超音波検査は広範囲の臓器をカバーし、非侵襲
的かつ簡便である。そのため、全国で広く普及し
ており、大量のデータが、効率的に取得可能で
ある。本研究の目的は、超音波領域での人工知
能(AI)開発を促進するため、乳腺腫瘤の超音波
画像データベース構築することである。腫瘤の
超音波画像を画像検査所見、及び採血データと
セットでデータベース化する。データベースは乳
腺腫瘤診断を支援するAIの開発に利用される。

他のモダリティ、血液生化学的検査、病理検査
等により診断が確定した症例の超音波画像（乳
腺腫瘤の画像）

1,000例
（全体10,000

例）
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第4270号
がん診療における緩和ケ
ア希望者の臨床的特徴
の解析

2019年1月9日 2020年3月31日
神経精神科学

櫛野　宣久

血液疾患およびAIDS

2016年4月1日～
2018年3月31日

がんなどと診断された時から緩和ケアを導入す
ることがWHOや、本邦のがん対策基本法でも求
められている。にも関わらず十分な緩和ケτが
提供されていないこともまだ多く、終末期になっ
てからの緩和ケアチームへの依頼も日常的に
経験している。そのような状況を改善するために
どのような症状で患者が緩和ケアを必要と考え
るか調査し、適切な時期に緩和ケアを捉案でき
る指標を明らかにしたい。

年齢、性別、各質問項目の回答結果 2,386例

第4272号

当院における乳癌術前化
学療法後腋窩リンパ節郭
清症例の検討

2019年1月15日 2022年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

第4275号
頭蓋内腫瘍におけるタリ
ウムシンチグラフィーの有
用性

2019年1月21日 2019年10月31日
放射線医学
中村　尚生

神経膠腫、乏突起膠腫、
髄膜腫、孤立性線維種等

2011年1月1日～
2018年12月25日

頭蓋内腫瘍の術前に用いるタリウムシンチグラ
フィーの早期相、後期相での集積数並びにその
比が、良悪性の鑑別にどの程度役立つかを調
べたい。

早期相の対側正常側との比、後期相の性正常
側との比、リテンションインデックス（RI）としてそ
の両者との比

80例

第4277号

乳癌に対する乳頭乳輪温
存乳房切除術、皮膚温存
乳房切除術後の局所再
発の検討

2019年1月18日 2020年12月31日
外科学（乳腺・内分泌

外科）
敦賀　智子

乳癌

2005年1月1日～
2018年11月30

インプラントによる乳房再建が保険適応になり
乳房再建が普及するに伴い、乳頭乳輪温存、ま
たは皮膚温存乳房切除術の施行例は年々増加
傾向である。当科では、2005年より同術式によ
る治療を開始している。この術式は、整容面で
の患者満足度向上に寄与する一方、術後フォ
ローアップ中局所再発をきたす症例を少なから
ず経験する。そこで本研究では、当院での手術
症例を後方視的に検討し、手術成績の改善にっ
なげたいと考えている。

局所再発率、局所再発と関連する臨床的病理
学的因子

2,000例

第4278号

乳癌化学療法における
dose-dense療法の安全
性と治療効果についての
検討

2019年1月18日 2020年12月31日
外科学（乳腺・内分泌

外科）
敦賀　智子

乳癌

2008年1月1日～
2018年11月30

治療間隔を短縮し治療強度をあげるdoso-
donso療法により、乳癌術後の再発率、死亡率
の低下が欧米で多数報告されている。本邦で
は、持続型G-CSF製剤の認可により、近年施行
例が増加しているが、治療効果や安全性等の
報告はいまだ少ない。本研究では、周術期化学
療法におけるdoso-donso療法の有効性、安全
性を評価し、今後の適応症例の拡大にっなげた
いと考えている。

治療完遂率、relative dose intensity（RDI）、有
害事象（CTCAE version4.0）、術前化学療法症
例については化学療法終了後の臨床的治療効
果（RECIST使用）、手術検体による組織学的治
療効果

50例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4272.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4244.pdf
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第4287号

膵頭十二指腸切除術に
おける肉体年齢スコア
（Physical aging score)お
よび筋肉量と術後経過の
関係に関する研究

2019年1月21日 2019年12月30日
外科学（消化器・一般

外科）
小林　慎二郎

膵頭十二指腸切除術施行
症例

2011年4月1日～
2018年12月30日

膵頭十二指腸切除術(PD)は侵襲の大きな術式
で合併症の発生も多く,術後早期回復できない
症例が少なくない.これまで術後合併症や入院
長期化のリスクを予測するためのスコアリング
システム(Physical aging score;PA score)を考案
し報告したが,PA socreの臨床的意義の評価お
よび骨格筋指数と術後経過の関係について後
方視的に検討する。

術後合併症がなかった症例、CDｌｌ以上の合併
症発生症例、入院期間が14日以内の症例。年
齢、ＡＳＡ－ＰＳ、術前プレアルブミン値、ＰＡ 
score別の術後経過、骨格筋指数

187例

第4288号

Resectable膵頭部癌に対
するSMA周囲（"Para-
SMA")リンパ節郭清の意
義

2019年1月24日 2019年12月30日
外科学（消化器・一般

外科）
小林　慎二朗

膵頭部癌

2005年4月1日～
2017年10月30日

Pancreatic head cancer(PHC)に対する膵頭十
二指腸切除(PD)において、拡大郭清を行っても
生存期間が延長しないことはこれまでいくつもの
randomizedcontrolled trial(RCT)で証明されてい
る。しかし、これらのRCTでは、拡大郭清群と比
較されている"standerd lymphadenectomy"群は
膵頭部と肝外胆管に付着する程度のリンパ節を
郭清しているだけであることが多い。一方、日本
では#5,#6,#8,#12,#14のリンパを膵頭部癌の"2
群リンパ節"として、2群リンパ節まで郭清する
PDを標準術式と考えている外科医が多く、当院
でも2011年から2群郭清を徹底している。そこで
今回PHCに対しSMA周囲のリンパ郭清を行うこ
とに意義があるかを検討する.

再発率、生存期間 88例

第4289号
東横病院における上部消
化管内視鏡下治療の全
身麻酔の検討

2019年1月28日 2019年11月30日
麻酔科【東横病院】

関　一平

全身麻酔下の内視鏡胃粘
膜下層剥離術、食道粘膜
下層剥離術など上部消化
管内視鏡下の治療

2015年6月1日～
2018年12月31日

近年、上部消化管内視鏡による治療は、低侵襲
で回復が早く、合併症を持つ患者や高齢者にも
適応があることから当院では症例が増加してお
り、その全身麻酔下で行われた症例の全身麻
酔、術中管理、合併症を検討する。

年齢、性別、身長、体重、術前合併症、術前検
査値（心エコー、呼吸機能検査）、麻酔法、麻酔
時間、手術時間、バイタルサイン（血圧、心拍
数、体温、経皮的酸素飽和度、呼気終末二酸化
炭素分圧）、術中体位

94例
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第4295号

上部消化管内視鏡にお
ける検査時間と胃腫瘍性
病変の発見率についての
検討

2019年1月29日 2019年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
佐藤　義典

当院にてスクリーニング目
的に上部消化管内視鏡を
施行した症例

2017年1月1日～
2017年12月31日

上部消化管内視鏡
（Esophagogastroduodenoscopies,EGD）は胃が
んの早期発見,早期治療に重要な役割を果たし
ている.しかしながら癌の見逃しという問題があ
り,上部消化管内視鏡における精度管理は重要
なテーマである.大腸内視鏡における過去の報
告では,観察時間が6分以上の内視鏡医は,6分
未満の内視鏡医と比較して,大腸腺腫の発見率
が有意に高いと報告されている.しかしながら
EGDの検査時間と胃腫瘍性病変の発見率に関
する報告は少なく,長い検査時間が病変発見率
を向上させるかは未だ明らかではない.本検討で
は,EGDの検査時間が胃腫瘍性病変の発見に与
える影響について検討することを目的とした.

上部消化管内視鏡検査時間、病理組織検査結
果

1,100例

第4299号
経動脈的カテーテル塞栓
術症例に対する後方視的
研究

2019年2月4日 2021年3月31日
放射線医学

細井　康太郎

突発性後腹膜出血

2008年4月1日～
2018年3月31日

当院における緊急経動脈的カテーテル塞栓術
を施行した患者の中では、外傷等の誘因無く、
出血を来す場合も多く存在する。その中で、本
研究では後腹膜出血に対し塞栓術を施行した
症例に対し、どういった患者背景にあるものが
出血を来しやすく、塞栓術を要したのかについ
て関連する因子を検討する。関連因子が判明す
ればそれについて臨床医等へ啓蒙する。

年齢、性別、背景疾患、内服歴、出血部位、血
液検査データ、放射線画像および所見

16例

第4300号
急性期脳卒中患者の摂
食不良に関する研究 2019年4月10日 2021年3月31日

脳神経外科学
【西部病院】

榊原　陽太郎

第4303号
当院における非外傷性小
腸穿孔20例の特徴

2019年2月12日 2019年3月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
大島　隆一

小腸穿孔

2012年1月1日～
2018年9月30日

目的：2012年1月から2018年9月までの間に当院
で手術を施行した非外傷性小腸穿孔症例20例
を後方的に検討し、その臨床的特徴を明らかに
すること。
背景及び意義：小腸穿孔は消化管穿孔の中で
も比較的経験することが少ない疾患である。そ
の原因は多岐にわたり、特徴的な所見がなく術
前に確定診断することが困難とされ、治療に難
渋することが多い。今回の検討でその臨床的特
徴を明らかにすることで治療方針決定の一助に
なることが期待される。

年齢、性別、身長、体重、併存症（高血圧、糖尿
病、脳血管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患）有
無、HbA1C値、主訴、腹部所見、バイタルサイ
ン、画像所見（CT検査）、発症から手術までの時
間、手術年月日、術式、穿孔部位、出血量、手
術時間、術後合併症(なし/出血/腸閉塞/創感
染/膿瘍/縫合不全/膵液漏/肺炎/無気肺/心疾
患/深部静脈血栓症/褥瘡/神経麻痺/その他) 
※Clavien-Dindoによるgradingを行う、術後３０
日以内死亡とその原因、退院日、転帰(生存、死
亡：原病死、他病死、不明)

20例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
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第4304号
肺骨化症症例に関する全
国疫学調査(二次調査)

2019年2月7日 2023年3月31日
内科学（呼吸器内科）

峯下　昌道

第4307号

A rare case of Epstein-
Barr virus-positive 
mucocutaneous ulcer 
that developed into an 
intestinal obstruction,a 
case report.

2019年2月20日 2019年12月31日

内科学
（消化器・肝臓内科）

【多摩病院】
森田　望

Epstein-Barr virus-
positive mucocutaneous 
ulcer

2017年8月16日～
2019年1月18日

Epstein-Barr virus-positive mucocutaneous 
ulcer(EBV-MCU)は2016年から制定された新た
な疾患概念であり、発症には加齢や薬剤等によ
る免疫低下が関与し、多くは自然経過または原
因薬剤の減量で病態が改善します。今回我々
は腸閉塞を発症し外科手術を要したEBV-MCU
の1例を経験しました。EBV-MCUにおいて本例
のように治療に難渋する例も存在することは、
学問的または臨床的に貴重な症例と考え学会
および論文発表を予定しております。

現病歴、既往、個人歴、臨床検査結果、画像検
査結果、手術記録、病理組織学的検査結果

1例

第4308号

経カテーテル僧帽弁治療
の有効性における探索的
評価

2019年6月11日 2024年3月31日
内科学（循環器内科）

足利　光平

第4310号

乳腺専門クリニックにお
けるリンパ浮腫看護相談
外来の受診動機と最新の
状況把握

2019年2月13日 2020年6月30日
ブレスト＆イメージング

先端医療センター
開發　めぐみ

下記期間にリンパ浮腫看
護相談外来を受けた乳が
ん患者

2011年4月1日～
2018年12月31日

乳癌患者は手術や放射線治療、化学療法やホ
ルモン治療などによりリンパ浮腫を発症するリス
クがある。リンパ浮腫状態になることで、QOLが
低下する恐れがある。そのため、セルフケアで
予防や悪化を防止することが必要である。リン
パ浮腫セラピストの資格を持つ看護師が2011年
4月からリンパ浮腫看護相談を開設し、専門的
に指導を行ってきた。今回、リンパ浮腫看護相
談に訪れた患者の受診動機と受診後の再診状
況を把握し、リンパ浮腫看護相談への患者の
ニーズを知り、今後のリンパ浮腫看護相談の役
割を検討する。

受診・再診動機、患者の情報（治療内容、受診
までの期間、BMI、利き手、仕事内容）、実施し
た看護の内容

197例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4304.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4308.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4308.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4308.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4308.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4300.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4308.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4308.pdf
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第4311号

日本心血管インターベン
ション治療学会内登録
データを用いた統合的解
析（2017-2019年度 日本
医療研究開発機構事業
「冠動脈疾患に係る医療
の適正化を目指した研
究」の内容を包括）

2019年2月26日 2027年3月30日
内科学（循環器内科）

田邉　康宏

第4312号

日本心血管インターベン
ション治療学会内登録
データを用いた統合的解
析（レジストリー研究）

2019年4月17日 2027年3月30日
内科学（循環器内科）

田邉　康宏

第4314号

EpirubicinとEmbosphere
を用いた進行期乳癌に対
する治療の後方視的研
究

2019年2月13日 2019年9月30日
放射線医学
橋本　一樹

進行期乳癌

2017年1月1日～
2018年12月1日

当院では進行期乳癌に対して動注リザーバー
療法を施行しているが、上腕の浮腫などにより
リザーバー留置がためらわれる症例に対しては
EpirubicinとEmbosphercを用いた動注塞栓療法
を行っている。この成績をまとめ、通常の動注リ
ザーバー療法と比較する。

年齢、性別、背景疾患、乳癌のステージ、病理、
併存症、身体所見、腫瘍マーカー、CT所見、鎮
痛剤の使用状況

12例

第4316号
強オピオイド鎮痛薬投与
時の支持療法に関する調
査

2019年2月18日 2019年4月30日
薬剤部【多摩病院】

工藤　真弓

強オピオイド鎮痛薬が投
与されている患者

2018年1月1日～
2018年12月31日

現在、国内では4種類の強オピオイド鎮痛薬が
使用可能である。強オピオイド鎮痛薬には様々
な副作用があるが、その中でも投与初期から出
現する嘔気・嘔吐や便秘は、疼痛治療を行う上
で特に問題となり得る。そのため、支持療法とし
て制吐剤や緩下剤を使用することが推奨されて
いるが、治療薬の内容や開始時期、投与期間に
関しては、未だ一致した見解がない、そこで、当
院で強オピオイド鎮痛薬が導入された患者にお
いて、嘔気・嘔吐と便秘の発現状況および支持
療法の処方状況を調査し、適正な支持療法につ
いて検討する。

年齢、性別、体重、原疾患、既往歴、薬歴、治療
経過、強オピオイド鎮痛薬の投与量、投与期
間、支持療法の処方の有無、内容、投与量、投
与期間、身体所見、医師診療記録、看護記録、
薬剤師記録など

50例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4311.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4312.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4311.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4311.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4311.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4312.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4312.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4312.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4311.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4311.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4312.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4312.pdf
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第4317号
ミコフェノール酸のTDMに
おけるlimited sample 
strategy法の確立

2019年2月18日 2019年12月31日
内科学（腎臓・高血圧

内科）
今井　直彦

腎移植後レシピエント

2014年4月1日～
2018年6月30日

現代の腎移植成績の向上は、強力な免疫抑制
薬の開発・普及によるところが大きく、その中で
も代謝拮抗薬のミコフェノール酸モフェチル
（MMF）はKey drugである。その血中濃度は腎機
能や体重、併用薬剤びよって大きく変化し、血中
濃度が高い場合は腎移植患者における重大な
合併症である骨髄抑制や感染症を、反対に低
い場合は拒絶反応を発症することが知られてお
り、個々の患者の状態に合わせた用量調整、す
なわち治療薬物モニタリング（TDM:therapeutic 
drug monitoring)が重要となる。複数回採血によ
る算出する血中濃度曲線下面積
（AUC:areaunder the concentration curve)を用
いた評価が推奨されている。しかし、複数回採
血は患者の負担が大きいため、少ない採血回
数でAUCを推定するlimied sampling strategyを
用いるこちが、実臨床においては有用である。
当院当科においては、他施設の回帰式（推定
式）を用いてAUCを推定しMMF投与量を調整し
ているが、血中薬物濃度測定は検査施設間あ
るいは検査方法間で測定値のズレが生じること
が知られており、病院ごとのデータを用いた自
施設用の回帰式の作成が望まれる。そこで本研
究は当施設におけるlimied sampling strategyを
確立することを目的とする。

年齢、性別、身長、体重、原疾患、尿蛋白量、血
液生化学データ（赤血球、ヘモグロビン、白血
球、血小板、尿素窒素、血清クレアチニン、サイ
トメガロウイルス抗原など）、併用薬剤、拒絶反
応の有無など

30例

第4318号

慢性心不全患者に対する
心室再同期療法を標準
化するためのスクリーニ
ングシートの活用

2019年2月26日 2021年3月30日
内科学（循環器内科）

明石　嘉浩

第4327号
腹膜透析患者に対する鉄
含有リン吸着剤の効果

2019年2月26日 2019年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
小板橋　賢一郎

腹膜透析を実施していた
患者でかつ高P血症に対し
て、鉄含有P吸着薬を使用
していた患者

2014年5月～
2018年12月

透析患者の生命予後悪化には心血管疾患が大
きく関与されるとされ、その要因として高リン(P)
血症の重要性が広く認識されている。近年、高P
血症治療薬として鉄含有P吸着薬が使用可能と
なり、血液透析患者に対するその血清P濃度の
低下効果と、鉄補充による腎性貧血改善効果が
報告されているものの、腹膜透析(PD)患者のそ
れらは本邦を含め海外でも殆ど報告されていな
い。そのため鉄含有P吸着薬のPD患者への効
果と安全性を検証する必要があると考えられ
る。本研究の目的は、PDを実施している患者の
高P血症に対して、鉄含有P吸着薬の効果と安
全性を検討することが目的である。

血液検査値（リン、カルシウム、intact PTH、Fe、
TIBC、フェリチン、Hb、Alb）

30例
（全体80例）

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4318.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4318.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4318.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4318.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4318.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4318.pdf
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第4331号

進行期非小細胞肺癌に
対するラムシルマブ+ドセ
タキセル併用療法の有効
性・安全性を検討する多
施設共同後ろ向き観察研
究

2019年3月19日 2019年6月30日
内科学（呼吸器内科）

古屋　直樹

第4333号

急性期脳梗塞患者にお
ける急性期血行再建術
前後での画像所見につい
ての検討

2019年2月26日 2020年3月31日
内科学（神経内科）

【東横病院】
高石　智

脳梗塞

2010年4月1日～
2019年2月13日

現在急性期脳梗塞において、画像上広範な脳
梗塞所見が得られた症例に対する急性期血行
再建術の施行は推奨されていない。一方、実臨
床においては来院時に広範な梗塞像を示す症
例であっても、良好な転機をたどる症例を認め、
治療後に画像上の異常信号域の縮小を認める
症例も経験する。本研究では急性期血行再建
術施行前後の画像所見を比較し、その変化およ
び、臨床症候との関連を観察、評価を行うことを
目的とする。

来院時に撮影した頭部MRI、CT、CT perfusion
像および血行再建術を施行した後の頭部MRI、
CT、CT perfusion画像検査結果、異常信号域の
分布、体積、血流に関する各種パラメーターな
ど

200例

第4336号

消化器内視鏡に関連する
疾患、治療手技データ
ベース(Japan Endoscopy 
Database;JED)事業への
登録

2019年3月25日 2024年12月31日
内視鏡センター

安田　宏

第4338号
ライソゾーム病患者の心
筋機能評価の継時変化

2019年3月5日 2019年12月31日
小児科学

右田　王介

Fabry病

2016年1月1日～
2018年12月31日

ライソゾーム病では心筋への基質蓄積による臓
器の組織変化や機能低下が起こる。心筋機能
および組成を検討する手法としてMRI画像評価
があり、無侵襲性である検査のため、臨床的な
経過フォローのために通常診療でもMRI評価が
実施されている。今回、心臓MRIによる組織変
化および機能評価を見直し経時的な変化を再
評価する。

年齢、性別、治療あるいは臨床的な症状変化の
情報、MRI画像

2例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4331.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4336.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4331.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4331.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4331.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4336.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4336.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4336.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4331.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4331.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4336.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4336.pdf
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第4340号
子宮腺筋症に合併する脳
梗塞の臨床的特徴に関
する後方的観察研究

2019年3月6日 2020年3月31日
内科学（神経内科）

清水　高弘

脳梗塞、子宮腺筋症

2005年1月1日～
2018年12月31日

子宮腺筋症は良性腫瘍だが、CA125値が異常
高地を呈している症例では、脳梗塞を
発症するリスクがあり、その病態として、
NBTE(Nonbacterial Thrombotic Endocarditis)、
静脈洞血栓症、血管内凝固等の病態などにより
脳梗塞が発症し得ると報告されている。CA125
は糖鎖抗原関連腫瘍マーカーであり、近年、新
たな膜結合型ムチンと称され注目されている。
NBTEは無菌性、非リウマチ性、非炎症性の疣
贅が心臓弁膜に付着し全身性の血栓塞栓症を
きたすものであり、多くは治療抵抗性であり、実
臨床の現場においては治療方針について悩む
ことが多い。本研究の目的は、子宮腺筋症に脳
梗塞を合併した症例について後方視的に調査
し、子宮腺筋症に発症した脳梗塞の臨床的特徴
について検討する。

血管リスク（高血圧症、糖尿病、脂質異常症）の
既往歴、採血データ、下肢静脈超音波検査での
下肢静脈血栓症の有無、頭部MRI・CTにおける
病巣、経食道心臓超音波検査における疣贅、右
左シャントの有無

30例

第4342号

裂孔原性網膜剥離
（RRD）術後の嚢胞様黄
斑浮腫（CME）の発症率、
発症の予測因子について

2019年3月18日 2019年4月21日
眼科学

向後　二郎

裂孔原性網膜剥離

2017年1月1日～
2018年8月31日

白内障術後の嚢胞様黄斑浮腫（CME）の発症
率、発症の予測因子については過去に様々な
検討がなされてきている。しかし私たちの調べた
限りでは裂孔原性網膜剥離（RRD）術後のCME
の発症率、発症の予測因子については検討が
なされていないため、RRD術後のCME発症率、
発症の予測因子の検討を目的とする。

年齢、性別、眼軸長、剝離の性状（範囲・黄斑剝
離の有無）、術前の硝子体出血、白内障同時手
術の有無、手術時間、初回復位の有無

100例

第4344号

慢性腎臓病教育入院が
CKDstageG5患者の透析
導入までの期間に与える
影響

2019年3月11日 2020年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
韓 蔚

当院で透析（血液透析/腹
膜透析）を導入した患者

2011年1月1日～
2018年9月30日

これまでに我々は慢性腎臓病（CKD）教育入院
が軽度から中度症の腎機能障害患者において
腎機能障害の進行を抑制する効果を報告した。
(Machida S. Clin Exp Nephrol 2018)。しかし、重
度の腎機能障害患者（2年以内に透析に導入さ
れた患者）はこの研究対象から除外していた。
そこで、今回我々はCKDstageG5に至る前の
CKD教育入院が重度の腎機能障害患者の透析
導入までの期間の延長に影響を与えるかどうか
を調べる研究を立案した。

患者背景（年齢、性別、透析開始時のeGFR）、
透析導入時の血液検査値（ヘモグロビン値
（Hb）、クレアチニン値（Cr)、尿素窒素値
（BUN）、カリウム値（K）、補正カルシウム値
（cCa）、リン値（P）、アルブミン値（Alｂ）など

500例

第4350号
原発乳癌における初診時
スクリーニング検査として
のDWIBS法の有用性

2019年3月25日 2019年9月30日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
島　あや

原発乳癌

2015年5月1日～
2018年9月30日

DWIBS(diffusion-weighted whole body imaging)
法による全身MRI検査は、造影剤を使用せずに
全身病変を診断するモダリティとして注目されて
おり、乳癌初診時のスクリーニング検査として有
用性が期待される。今回、自験例から得られた
本法の特性や診断制度について検討する。

初診時スクリーニング検査として施行された乳
房超音波、胸部CT、DWIBS法の検査結果（乳癌
病変の腫瘍径と拡がり、腋窩リンパ節・乳房以
外の臓器における転移病巣の有無）、腋窩リン
パ節における病理結果（術前細胞診あるいは術
後組織診）

220例
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第4357号

20㎜以上の大腸腫瘍に
対する Tip-in Endoscopic 
Mucosal Resection 
(EMR) の有用性について

2019年3月18日 2021年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
佐藤　義典

20㎜以上の大腸腫瘍に対
して、 Tip-in EMR、EMRを
施行した症例

2010年1月1日～
2019年1月31日

大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術
（EMR）は、大腸がんによる死亡を減少させる効
果があることが分かっており、世界に広く普及し
ている。しかしながら20㎜以上の大腸ポリープ
に対しては、通常のEMRでは分割切除のリスク
が高く、その後の遺残再発リスクが高くなること
が分かっている。そのため、20㎜以上の大腸腫
瘍に対しては、内視鏡的粘膜下層剥離術が保
険治療として承認されている。 Tip-in EMRはス
ネア先端で病変口側へプレカットをおいてから
スネアをかけて切除する、通常EMRを修正した
方法であり、サイズの大きい病変に対しても
EMRよりも高い一括切除率を得られることが報
告されている。治療時間も短く、入院期間も通常
EMRと変わりないこと、費用も通常EMRと変わら
ないことがメリットとなる。しかしながら現在まで
にTip-in EMRの有用性についての報告は少な
い。今回は当院における、20㎜以上の大腸腫瘍
に対するTip-in EMRと通常EMRの治療成績に
ついて、後ろ向きに比較検討することを目的とす
る。

一括切除率、治療時間、偶発症発生率、遺残再
発率

130例

第4358号

腹部ステントグラフト内挿
術後のタイプⅡエンドリー
クに対するIVR：技術的側
面と予後についての後方
視的研究

2019年3月18日 2020年3月31日
放射線医学
小徳　暁生

腹部大動脈瘤

2007年1月1日～
2017年12月31日

腹部ステントグラフト内挿術(Endovascular 
Aortic Repalr、以下EVAR)は安全で有効な治療
法であることが示されてきている。しかし、一部
にはEVAR後に瘤径拡大を来す症例が存在し、
特にタイプⅡエンドリーク(T2EL）によると思われ
る瘤径増大は問題となる。T2ELに対して画像誘
導下治療（lnterventionalradiology,IVR)を施行
し、瘤径増大を防ぐ試みがなされている。EVAR
後のT2ELに対してIVRが施行された症例を集積
する。後方視的にIVRの現状を調査し、IVRの成
功率について検証する。とくに、技術的側面が
大動脈径変化に与える影響を重要課題として検
証する。腹部大動脈瘤に対してEVARを施行し
た後に、T2ELを認め、IVRを要する症例が一定
数存在する。EVAR件数の増加に伴い、T2ELに
対するIVRの必要性が高まっている。そこで本研
究では技術的側面が、どれだけ大動脈瘤の径
変化に影響を与えるのかを検証する。また、
T2ELを伴う瘤径増大を来したが、何らかの理由
で経カテーテル動脈塞栓術(transcatheter 
arterial embolization:TAE)がなされていない症
例も可能な限り集積し、TAEをしている症例との
比較を行う。

年齢、性別、大動脈瘤径、使用されたステントグ
ラフト種類、抗凝固・抗血小板薬服用の有無、タ
イプⅡELに対する治療回数、手技的成功の有
無、待機的・緊急、治療適応、関与分枝（下腸間
膜動脈、腰動脈、正中仙骨動脈）、塞栓方法（経
動脈的、経下大静脈、直接穿刺）、塞栓物質（金
属コイル、NBCA）、塞栓レベル（分枝、瘤内）、
塞栓後評価（ELの有無、瘤径）、術後の瘤径変
化、CT画像

20例
（全体200例）
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第4360号
縦隔リンパ節腫脹に対す
るテクスチャ解析の有用
性の検討

2019年4月8日 2021年3月31日
内科学（呼吸器内科）

井上　健男

縦隔リンパ節腫脹

2012年1月1日～
2019年2月28日

テクスチャ解析は対象画像の測定範囲内にお
いて、ヒストグラムでは同一に見える画像でもピ
クセル毎に濃淡を数値化することで一様性や方
向性、コントラスト変化などの不均一性を評価す
ることが可能となる。それにより、質的評価を行
う近年注目されている画像診断手法である。評
価画像はCT,MRIなど様々な画像ツールで評価
されており、過去の報告では乳腺領域において
良悪鑑別の有用性が報告されている。テクス
チャ解析はLIFExというフリーソフトを用いて行
う。縦隔リンパ節腫脹の原因は、悪性疾患のほ
かサルコイドーシスなどの良性疾患があるが、
これらの疾患をCT画像のみで画像的に鑑別す
ることは困難である。そこで、縦隔リンパ節腫脹
患者に対して一般診療で撮影するCT画像を用
いたテクスチャ解析を行うことで、良悪の鑑別や
癌種の特定ができるかを検討することにした。

解析値、組織学的評価 300例

第4364号
甲状腺機能亢進を伴う急
性心不全の多施設後ろ
向き観察研究

2019年4月1日 2023年12月31日
薬理学

木田　圭亮

甲状腺機能亢進症を伴う
急性不全症例

2010年4月1日～
2017年3月31日

甲状腺機能亢進症による甲状腺クリーゼの死
亡率は10％といわれている。甲状腺クリーゼは
甲状腺機能亢進症が重症化した病態をさし、心
不全、不整脈、高体温などを伴い致死的なこと
もある。特に心不全を呈する割合が高く、急性
心不全で循環器内科を受診し、加療を受けるこ
とが多い、その割合や治療・経過などの特徴は
明らかではない。そこで本研究では、多施設に
おける心不全入院の甲状腺機能亢進症を伴う
急性心不全症例を一括して登録し、その臨床的
特徴・転帰などを評価し検討することを目的とす
る。

基本項目（年齢、性別ほか）、臨床所見・検査所
見（心電図など）、治療内容（内服薬など）

50例
（全体：300例）

第4365号

直腸低位前方切除術後
の縫合不全予防としての
経肛門ドレーン留置の有
用性

2019年4月1日 2019年8月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
大島　隆一

直腸癌（低位前方切除症
例）

2013年1月1日～
2018年12月31日

直腸癌切除後の再建をdouble stapling 
technique(DST)吻合にて行った症例に対して、
経肛門ドレーンを留置し術後縫合不全率の低減
化を図ることが目的である。縫合不全は直腸癌
手術後の重大な合併症の1つであり、National 
Clinical Databaseによると発症率は約9.4％とさ
れている。ひとたび発症すると、患者のQOLの
低下や術後の排便機能障害、入院期間の長期
化、医療費の増加をきたすだけでなく、局所再
発率の増加などの長期予後にも影響する。本研
究により、経肛門ドレーンを留置することで縫合
不全率の低減化が実現すれば患者側、医療側
共に有益と考える。

年齢、性別、身長、体重、併存症（高血圧、糖尿
病、脳血管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患）の
有無、HbA1C値、主訴、腹部所見、バイタルサイ
ン、画像所見（CT画像）、手術年月日、術式、腫
瘍の占拠部位・壁深達度、出血量、手術時間、
リンパ節郭清度、自動縫合器使用数、左結腸動
脈温存率、一時的人工肛門造設割合、術後合
併症（なし／出血／腸閉塞／創感染／膿瘍／
縫合不全／肺炎／無気肺／心疾患／深部静脈
血栓症／褥瘡／神経麻痺／その他）の有無、
Clavien-Dindo分類によるgrading、経肛門ドレー
ン留置に伴う合併症（疼痛、自然抜去、直腸内
迷入）の有無

95例
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第4367号

抗血栓薬を服用している
頭部外傷症例の疫学研
究

2019年6月1日 2022年3月31日
脳神経外科学
大塩　恒太郎

第4370号

25-gauge と 27-gauge硝
子体システムにおける裂
孔原性網膜剥離の比較
検討

2019年4月1日 2020年2月28日
眼科学

大坪　瑞季

裂孔原性網膜剥離

2017年1月1日～
2018年12月27日

硝子体手術で使用される器具は小切開化が進
んできた。当初、約1.3mmの17-gaugeから始まっ
た硝子体手術は器具の発展により、20-gaugeと
進化した。その後小切開システムとして初めに
25-gaugeシステムが報告され、その後23-gauge
システムが報告された。そして近年、大島らによ
り様々な硝子体疾患における27-gauge硝子体
システムの安全性と有用性が報告され、約
0.4mmほどで硝子体手術を行うことが可能となっ
た。また米田らは、27-gauge硝子体手術での小
切開は低侵襲であり、炎症を減少させ、迅速な
術後視力回復を可能にし得ることを報告してい
る。27-gaugeは当初、黄斑疾患に対して主に使
用されていた。我々も以前三井らにより、黄斑上
膜における25Gと27Gの比較検討を報告し、27G
が25Gに劣らない事を報告した。その後徐々に
適応が拡大し、網膜剥離でも使用が報告される
ようになった。本研究の目的は、当院における
裂孔原生網膜剥離に対する25-gaugeと27-
gauge硝子体手術の術成績を比較し、27-gauge
硝子体手術の有効性を検討することである。

年齢、性別、術前の視力・眼圧、裂孔の数・位
置、剝離の範囲、黄斑剝離の有無、白内障手術
の有無、術後の視力・眼圧、初回復位の有無、
最終復位の有無

200例

第4379号

進行非小細胞肺がんに
対する抗PD-1抗体治療
後の抗PD-L1抗体の治
療効果と安全性の多施設
後方視的観察研究

2019年4月15日 2020年12月31日
内科学

（呼吸器内科）
古屋　直樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4367.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4379.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4379.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4379.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4379.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4379.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4379.pdf
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第4382号
ERCP関連手技後や手術
困難症例に発症した急性
胆嚢炎への対応

2019年4月8日 2019年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
森田　亮

ERCP関連手技後や手術
困難例に発症した急性胆
嚢炎

2011年1月1日～
2019年3月19日

近年、総胆嚢結石や硬化性胆管炎などの良性
疾患から膵臓癌、胆管癌をはじめとした悪性疾
患まで多くの症例で、内視鏡的逆行性胆膵管造
影（ERCP）が行われている。一方、ERCPの偶発
症の一つとして急性胆嚢炎が挙げられる。急性
胆嚢炎の治療法は軽症から中等症例に対して
は早期手術、重症例や手術困難症例に対して
は胆嚢ドレナージが推奨されている。胆嚢摘出
術が困難な急性胆嚢炎に遭遇する機会が増え
ている。そのような症例の治療方として、経皮経
肝胆嚢ドレナージ（PTGBD)、経皮経肝胆嚢吸引
穿刺法（PTGBA）、内視鏡的経鼻胆嚢ドレナー
ジ（ENGBD）、内視鏡的胆嚢ステント留置術
（EGBS）などが挙げられる。しかし、現在のガイ
ドラインでは、ドレナージ方法の優劣については
記載されていない。そこでERCP関連手技後や
手術困難症例に発症した急性胆嚢炎の治療法
についてretorospectiveに調査し、ドレナージ抱
負やその他の治療方法と治療成績を検証する
ことを目的とする。

患者背景（年齢、性別、PS、原疾患、胆嚢炎重
症度、抗血栓薬内服歴、ERCPの既往、金属ス
テント留置の有無とステントの種類、血液検査
実施（WBC、CRP、T-Bil、D-bil、AST、ALT、γ-
GTP、ALP、LDH、AMY））、治療内容（手術、ドレ
ナージ（PTGBD、PTGBA、ENGBD、EGBS、
EUS-GBD）、保存的治療）、処置成功率／処置
時間、胆嚢炎改善率、偶発症（偶発症率とその
内訳、偶発症重症度）、入院期間、経過と予後

500例

第4392号

急性期血行再建術による
再開通後の急性脳腫脹
に影響する因子について
の検討

2019年4月24日 2020年3月31日
脳卒中センター

【東横病院】
濱田　祐樹

脳梗塞

2013年1月1日～
2019年1月31日

急性期血行再建術によって再開通が得られて
も、急性脳腫脹を生じて転帰不良となった症例
を稀に経験する。そこで急性脳腫脹い影響を与
えた因子について検討する。

年齢、性別、発症前mRS、危険因子、脳梗塞既
往、冠動脈疾患既往、閉塞血管、臨床病型、入
院時NIHSS、入院時DWI-ASPECTS抗血栓薬
（非ビタミンK拮抗抗凝固薬、ワルファリンカリウ
ム抗血小板薬）の内服の有無、治療関連時間、
rt-PAの有無、再開通率、治療合併症、退院時
mRS、死亡、MRI画像

100例
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第4402号
憩室出血におけるIVR・外
科治療のタイミングとその
リスク因子について

2019年4月26日 2021年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中本　悠輔

大腸憩室出血で入院加療
を要した症例

2004年1月1日～
2018年12月31日

大腸憩室出血は、憩室内の露出血管の破綻に
より、無痛性の出血をきたす疾患である。一般
的には大腸憩室出血症例の7割程度で自然止
血が得られると言われているが、時に多量の出
血を伴い、出血性ショックを契機とした重篤な病
態をきたす場合がある。大腸憩室出血に対して
来院後24時間以内に緊急下部消化管内視鏡を
施行することで、出血源の同定率を向上させ、
同時に内視鏡的止血処置を行うことが可能とな
る。また、再出血率を優位に低下させることも報
告されている。当院では大腸憩室出血症例に対
して、来院後24時間以内に全例で緊急下部消
化管内視鏡を施行し、できるだけ早期に内視鏡
的止血処置を行う方針としている。しかし、中に
は出血コントロールがつかず、IVRや外科手術
を要する症例も存在する。今回、大腸憩室出血
に対してIVR、または外科手術をようした症例に
ついてそのタイミングと、IVR・外科手術に移行し
た症例に対するリスク因子について検討する。

腹部CT所見、内視鏡所見、IVR・外科治療を要
したタイミングとそのリスク因子

500例

第4410号

血液透析療法中の末期
腎不全を合併する進行期
肺癌患者の化学療法に
関する多施設共同実態
調査（NEJ-042）

2019年5月23日 2020年1月31日
内科学（呼吸器内科）

古屋　直樹

第4412号

過去10年間の聖マリアン
ナ医科大学皮膚科で経
験した血管炎患者の治療
および経過について

2019年5月8日 2023年3月31日
皮膚科学
竹内　そら

皮膚動脈炎（結節性多発
動脈炎）、好酸球性多発血
管炎性肉芽腫症、多発血
管炎性肉芽腫症、顕微鏡
的多発血管炎

2008年4月1日～
2018年3月31日

聖マリアンナ医科が医学皮膚科血管炎外来で
は皮膚動脈炎を中心とした多数の血管炎患者
の診察及び診療を行っている。皮疹のみの軽症
例から難治性潰瘍や壊疸、重度の神経障害に
至る重症例など様々である。症状に応じてこれ
まで免疫抑制療法や抗血小板薬、抗凝固薬な
どを行ってきた。これらの症例について臨床症
状及び炎症反応の推移、治療歴などを解析し、
まとめて論文発表を行う。

皮膚の性状、腫瘍形成の有無、白血球・CRP値
の推移、抗リン脂質抗体関連の有無、臓器症状
の合併の有無、治療経過および合併症・効果の
有無、重症度スコア、治療、転帰、後遺症

100例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4410.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4410.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4410.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4410.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4410.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4410.pdf
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第4413号

院内発症の脳梗塞に対
する院内脳卒中対応チー
ムの有効性に関する観察
研究

2019年5月13日 2023年4月30日
内科学（脳神経内科）

伊佐早　健司

脳卒中以外で入院加療中
に院内で発症した脳卒中
患者

2012年1月1日～
2021年3月11日

脳卒中の多くを占める脳梗塞へ治療として、血
栓を溶解するtPA静注療法や血栓回収療法が
あるが、発症早期に治療を開始する必要があり
時間的制約がある。市中での発症脳卒中にお
いてはバイパス搬送システムや病院前評価ス
ケールで迅速な対応が実現されるようになりつ
つある一方で、入院中患者では原疾患により発
見が遅れる事が多く、市中発症脳卒中と院内発
症脳卒中の比較では発症から画像診断までの
時間が長かったとされる。院内発症脳卒中対応
チーム（inhospital Stroke Action Team ：iSAT)
を結成し、疑わしい事例があれば脳卒中専門医
へ連絡する「stroke alert」システムを作成した。
この研究の目的はstroke alertが院内発症脳卒
中患者の診断、治療までの時間短縮をできたか
を検証する。

年齢、性別、入院原疾患、入院診療科、発症日
時、既往歴（糖尿病、高血圧症、脂質異常症、
脳卒中既往、心房細動の有無）、喫煙歴、飲酒
歴、血液検査所見（BNP、PT、PT-INR、
APTT）、内服歴（抗血栓療法の有無及び内
容）、時間経過（発見時期、最終未発症時間、脳
神経内科依頼の時間、画像診断までの時間）、
治療内容（tPA静注療法・血栓回収療法の有
無）、機能予後（退院時mRS、発症時NIHSS）

300例

第4417号

HAM患者レジストリ「HAM
ネット」を活用した病態解
明および治療法・予防法
の開発に関する研究
【RADDAR-J 01】

2019年11月8日 期限設定なし
内科学（脳神経内科）

山野　嘉久

第4418号

たこつぼ症候群における
民族間での後ろ向き予後
比較試験（国際レジスト
リー研究）

2019年6月10日 2024年4月30日
内科学（循環器内科）

明石　嘉浩

第4421号
大腸Neuroendocrine　
tumor（NET）の臨床病理
学的検討

2019年5月23日 2020年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
小野　龍宣

大腸NET

2011年1月1日～
2017年12月31日

大腸NETの多くは虫垂と直腸に発生する。NET
診療ガイドラインにおける治療方針は、虫垂で
は腫瘍径≦2㎝:虫垂切除、>2cm:リンパ節郭清
を伴う回盲部切除、直腸では腫瘍径≦1cm:内視
鏡治療、>1㎝:リンパ節郭清を伴う直腸切除とさ
れている。本学における大腸NET手術症例を対
象に臨床病理学的検討を行い、治療の現状と
成績について調査する。

手術適応とした理由、手術術式、切除標本の病
理学的検査結果、術後経過について

9例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4417.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4418.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4418.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4418.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4418.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4418.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4418.pdf
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第4422号
頸動脈ステント留置術後
のステント内内膜肥厚に
関する後方的観察研究

2019年5月23日 2023年5月30日
内科学

（脳神経内科）
萩原　悠太

頸動脈狭窄症

2010年4月1日～
2021年3月15日

頸動脈ステント留置術(Carotid artery 
stenting;CAS)では、術数年後にステント内再狭
窄(in-stent restenosis;ISR)が起こり、再治療を
要すことがある。ISRの頻度はCREST研究では2
年間で6.0%、SPACE研究では2年間でll.1%、
EVA-3S研究では3年問で3.3%と報告されてい
る。ISRは平滑筋細胞(smoothlmuscle cell)の増
殖やマトリックス増生による新生内膜の肥厚が
関係しているとされ、ステント内内膜肥厚(jn-
stent intimal hyperplasia;ISH)は将来ISRを来た
す原因の一つであり、ISRを予測する重要な所
見である。今回我々は、ISHを来たす要因を明ら
かにするために本研究を考案した。通常、CAS
後は、およそ6ヶ月の時点で頸動脈血管撮影に
て、留置ステント内の状況を観察する。今回の
検討では、2010年4月～2018年3月までのあい
だに大学病院、東横病院にてCASが施行きれた
患者を、後方視的に調杳し、術後6ヶ月の時点で
ISHの有無とCAS術前画像検査所見、患者背景
のあいだの相関を検討し、内膜肥厚が起きる要
因について明らかにする予定である。

対象患者の病歴（年齢、性別動脈硬化リスク因
子、生活歴）、身体所見、血液検査データ、頭部
MRI、MRA所見、超音波検査所見

210例

第4426号

アジア人の非小細胞肺癌
における個別化医療の確
立を目指した、遺伝子ス
クリーニングとモニタリン
グのための多施設共同
前向き観察研究：LC-
SCRUM-Asia

2019年6月13日 2041年3月31日
内科学（呼吸器内科）

古屋　直樹

第4427号
筋強直性ジストロフィーの
周術期管理における問題
点の検討

2019年6月10日 2020年3月31日
麻酔学

日野　博文

筋強直性ジストロフィー　
Type1

1999年4月1日～
2019年3月31日

筋強直性ジストロフィーは遺伝性多系統疾患で
あり、現在までは周術期における多くの問題点
が指摘されている。現在までの報告からは当該
疾患の術後の転帰はもとより、麻酔方法や使用
薬剤との関連性にかんしての解析は十分では
ない。そこで本観察研究の目的として、当院に
おける過去20年にわたる当該疾患の周術期の
問題点を抽出、分析を行うこととする。

術前合併症（循環器、呼吸器、嚥下障害、構音
障害、精神発達障害、その他合併症）、術式、
術後合併症（呼吸器系、循環器系、その他）、転
帰

30例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4426.pdf
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第4431号

患児に対するバンコマイ
シン投与量の調査と既知
の予測式を用いた血中濃
度の予測性の検証

2019年6月11日 2019年12月31日
薬剤部

【多摩病院】
宿谷　光則

多摩病院においてバイコ
マイシンを投与され、血中
濃度モニタリングを実施し
た0～18歳の患者

2015年1月1日～
2019年3月31日

患児で使用されるバイコマイシン（VCM)は投与
開始後、血中濃度モニタリングを実施後に増量
する場合が多く、初回投与量はTDMガイドライン
で推奨する投与量と比較し低用量である可能性
が高い。したがって、VCM投与患児の体重あた
りの投与量を調査する。また、患児のVCM血中
濃度の予測式はいくつか報告されており、各式
の予測性について検証する。

治療経過、生年月日、性別、在胎週数、身長、
体重、出生体重、体表面積、原疾患、既往、奇
形の有無、家族歴、常用薬剤、アレルギー、副
作用歴、予防接種状況、髄液穿刺の有無、VCM
投与量、VCM投与期間、VCM投与回数、血液
学的検査、画像所見、バイタルサイン、VCM血
中濃度

40例

第4432号
IT技術を用いたインシデ
ントレポート分析

2019年6月17日 2022年3月31日

外科学
（消化器・一般外科）

医療安全管理室
瀬上　航平

聖マリアンナ医科大学病
院で提出されたインシデン
トレポート

2010年4月1日～
2020年3月31日

院内で発生したインシデントレポートを、NEC社
のIT・AI技術を用いてインシデントの発生要因、
経口を分析し、それをもとに対策をたてる。重大
インシデント発生の削減を目的とする。

当院で発生したインシデントレポート（インシデン
ト内容、影響度、報告者、発生場所、職種経験
年数、配属年数）

80,000例

第4435号
乳癌患者と非乳癌患者に
おける乳腺濃度のCT値
による比較

2019年6月12日 2020年9月30日
画像診断部
【西部病院】
 山田　隆之

乳癌、コントロールとして
非乳癌

2015年1月1日～
2019年4月30日

同年齢の女性の中でもマンモグラフィの濃度が
高い女性ほど乳癌の罹患率が高いことが報告
されている。しかし、本邦では当方の知る限り、
乳腺濃度が高いほど乳癌の罹患率が高いとい
うエビデンスは明らかにされていない。したがっ
て、本邦でも乳癌患者と非乳癌患者で乳腺濃度
に差があるのか確認することは、意義のあるこ
とと考えられる。乳腺濃度を表現する方法とし
て、アメリカBI-RADS4版までは背景乳腺濃度を
4段階に分類していたが、本法による乳腺濃度
評価は明らかに主観的で、以前より中間2段階
の読影者の一致率が良くないことが報告されて
おり、本法は最も簡便ではあるものの、5版で削
除された。そのため、濃度をもっと客観的に数値
化することが望まれる。その方法としてCT値が
有効と思われる。日常診療で乳腺組織の評価
のためにCTを撮像することはないが、乳癌患者
と非乳癌患者のCT値を比較するためには客観
的な指標として使用可能と考えられる。一方で、
欧米の研究にて抽出された乳腺組織の領域を
パーセント表示でなく、絶対表示した方が乳癌
罹患率との関連性が良好であったという報告も
ある。そのため、乳腺組織の容量を測定し、乳
癌患者と非乳癌患者で乳腺濃度に差があるの
か確認することも有用と考えられる。

術前マンモグラフィー施行の有無、生検ないし
手術施行による病理診断の有無、術後経過観
察単純CTの施行の有無

乳癌150例
非乳癌100例
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第4438号
小児心臓カテーテル検査
後再挿管症例の検討

2019年6月14日 2021年3月31日
麻酔学

小幡　由美

先天性心疾患

2010年4月1日～
209年5月20日

小児先天性心疾患患者に対しては、前進麻酔
下に心臓カテーテル検査が施行されているが、
術前から肺高血圧があり呼吸予備能も低いハイ
リスク小児の抜管判断は難しく、既往のない小
児と比較し再挿管症例が多い。今回、心臓カ
テーテル検査後に再挿管となった症例を後ろ向
きに調査し、患者背景と術中因子から抜管の判
断基準と再挿管の予測因子について検討する。

出生時体重、出生週数、Apgar score、術前採血
結果、心エコー結果、年齢、診断名、バイタルサ
イン、麻酔記録から術中の循環動態、麻酔薬、
輸液量、出血量、尿量、麻酔効果、手術時間、
手術記録からカテーテル検査結果、造影剤使用
量

100例

第4439号

経カテーテル大動脈弁植
込み術症例における大動
脈弁狭窄症の病型ならび
にその予後に関する調査

2019年6月14日 2022年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
出雲　昌樹

大動脈弁狭窄症

2015年1月1日～
2019年3月31日

重症大動脈弁狭窄症（AS：Aortic valve 
Stenosis)は大動脈弁が石灰化変性をきたす加
齢性の疾患であり、高齢化に伴い年々増加して
いる。経カテーテル的大動脈弁植え込み術
（TAVI:Transcatheter Aortic Valve Implantation)
の普及により、高齢者や手術高リスクの症例の
治療が可能となりつつある。AS加療において、
心エコー検査は重症度評価、手術適応の判断、
術中術後の評価を一貫して行うことができる重
要な検査である。しかし、本邦においてはTAVI
による治療を受けた症例におけるこれらの特殊
な病態の割合や頻度・予後についてはこれまで
検討されていない。本研究では、国内で行われ
たTAVI症例の心エコー検査結果を評価し、AS
の病型の頻度、ならびにその予後について調査
ることを目的とする。

患者背景（年齢、性別、身長、体重、体表面
積）、基礎疾患、既往歴・生活歴・家族歴、内服
歴、身体所見、周術期リスクスコア（STS）、採血
データ（白血球数・リンパ球数・ヘモグロビン・血
小板・アルブミン・PT-INR・BNP・NT-proBNP）、
心電図・レントゲン所見、心臓MRI・ドブタミン負
荷心エコー検査の実施有無と結果、経胸壁心エ
コー図検査（術前・術後１ヵ月および１年後に検
査を行ったもの）

300例
（全体2,000例）
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第4440号

経皮的心肺補助装置
（PCPS）使用患者の造影
CT至適撮影プロトコルの
検討

2019年6月17日 2019年12月31日
画像センター
高倉　永治

経皮的心配補助装置
（PCPS）使用時に胸腹部
造影CTを撮像した患者

2017年9月1日～
2019年4月30日

循環機能が著しく低下した患者の心肺機能捕助
目的に行われる
PCPS(percutaneouscardiopulmonary support)を
装着した患者に対するより積極的で適切な治療
を目的として、当院ではここ数年、こうした患者
を対象とした全身造影
CT(computedtomography)が行われる機会が増
えてきた。当院では主に、静脈脱血-動脈送血
のVA(venoarterial)ECMO(extracorporeal 
membrane oxygenation)が行われることが多い
が、こうした患者では、動静脈内の血流の向き
や速さが通常の患者と大きく異なるため、通常と
同様の造影CT撮影方法では、しばしば様々な
部位において適切な造影効果が得られなくな
る。しかしながら、VAECMO下の患者における
動静脈内の血流の強さや向きは患者の循環動
態によって様々であり、また、推奨される至適造
影CTプロトコルは現状存在しない。そこで今回
我々は、当院で行われたVAECMO下造影CTの
撮影時の条件(臨床的患者情報とECMOの設定)
とCT撮影プロトコル、ならびに得られたCT画像
を検討し、どのような因子が各部位の造影効果
と関連しているかを探ることとした。

造影剤の種類、注入速度、スキャン時造影剤至
適量到達判定位置、スキャン時造影剤至適量
到達判定位置におけるスキャン開始時CT値、ス
キャン開始時間、ECMO回路内容量、フロー
レート、IABPの有無、各部位（肺動脈、上行大
動脈、下行大動脈、腹部大動脈、総腸骨動脈、
大動脈主要分枝、心臓内各部位）のCT値、EF
値、カテーテル留置部位、造影剤投与部位

20例

第4442号

地域医療支援病院にお
いてソーシャルワーカー
が支援した患者の入院長
期化に影響した要因の分
析

2019年6月20日 2019年10月25日
医療相談センター

【多摩病院】
清水　明紀子

ソーシャルワーカーが退院
支援を目的に介入し、対象
期間内に支援終結した全
症例

2016年4月1日～
2019年3月31日

超高齢化社会の到来による社会環境の変化に
より医療需要は増加傾向にあり、地域医療支援
病院としての役割遂行のためにも、適切な入院
期間での退院支援が重要である。筆者の所属
する医療福祉相談部門では、退院支援の新規
依頼数が年々増加し、支援内容が多岐にわた
ることで適切な入院期間を保つことが困難であ
る症例も少なくないと予測している。そこで本研
究では、入院期間の長期化に影響した要因を明
らかにすることにより、退院支援における今後の
課題の把握や対応策の検討に資する分析結果
を得る事を目的とする。

疾病分類、入院日数、転帰先分類、ソーシャル
ネットワーク支援上のハイリスク項目、DPC方式
による算定入院期間または算定期間外の分類
情報

2,700例

第4443号
当院におけるノカルジア
感染症に関する調査

2019年6月20日 2021年3月31日

内科学
（呼吸器内科）
【西部病院】
駒瀬　裕子

細菌検査でノカルジアを検
出した症例

2005年1月1日～
2019年3月31日

ノカルジアは放線菌の一属で、免疫不全や呼吸
器疾患がある症例に主として気道に感染し難治
化しうる疾患である。比較的まれなため国内で
の研究蓄積は不足しており、当院における実態
調査を行う。

年齢、性別、病期の状況、治療状況、検査デー
タ、患者周囲の背景について

30例
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第4446号

狭小弁輪への経カテーテ
ル大動脈弁留置術にお
けるバルーン拡張型人工
弁と自己拡張型人工弁で
の急性期血行動態・臨床
成績の比較

2019年6月17日 2021年12月31日
内科学（循環器内科）

奥山　和明

大動脈弁狭窄症

2016年1月1日～
2019年6月1日

超高齢化社会を迎え、大動脈弁狭窄症(AS)は
頻度の高い弁膜症の一つである。経カテーテル
大動脈弁留置術(TAVI:Transcatheteter Aortic 
Valve Implantation)は開胸することなくASを根治
できる新しいカテーテル治療であり、その適応は
外科手術困難例やハイリスク症例のみならず中
等度リスクへと拡大しつつある。欧米から広まっ
たこの治療であるが、本邦での患者群では体格
が小さく大動脈弁輪の小さな症例が非常に多
い。こうした狭小弁輪においては術後に圧較差
残存を認め、予後にかかわるとされるPatient-
ProsthesisMismatch(PPM)の出現が問題とな
る。自己拡張型の人工弁はこうした狭小弁輪に
対し、より大きな有効弁口面積を確保できるとさ
れるが、バルーン拡張型との比較については不
明な点が多い。本研究では狭小弁のTAVI群に
おいて、バルーン拡張型と自己拡張型の人工弁
の急性期血行動態や臨床成績について比較す
る。

年齢、性別、身長、体重、既往歴、内服率、血液
データ（ヘモグロビン、血小板、アルブミン、PT-
INR、BNP、NT-proBNP、クレアチニン、術前後
経胸壁心エコー（PPM・大動脈弁狭窄症重症
度・弁膜症・EFの評価）、造影CTによる輪面積
計測、TAVIにおける手技の詳細（合併症、使用
弁、弁輪周囲逆流、手技成否）、術後３０日以内
の死亡、心不全、再入院

50例

第4448号
外来通院中の慢性心不
全患者におけるフレイル
のリスク因子調査

2019年6月20日 2023年4月1日

内科学
（循環器内科）
【西部病院】
鈴木　規雄

慢性心不全（外来通院中
の65歳以上）

2012年1月1日～
2019年3月31日

高齢期に生理的予備能が低下することでストレ
スに対する脆弱性が亢進し、不健康を引き起こ
しやすい状態をフレイルと呼び、転倒や日常生
活の障害、死亡のリスク増大の要因となること
が知られている。一方で、心不全患者はフレイ
ルを合併しやすいことが近年報告されている
が、その原因や素因に関しては詳細な検討はさ
れていない。今回は、心不全におけるフレイル
のリスクを調査することを目的とする。

基本情報（身長、体重、筋力、基本チェックリス
ト、栄養状態に関する問診内容）、レントゲン検
査、心臓超音波検査、血液検査、心電図検査、
骨格筋量のデータ

150例

第4449号

食道癌患者の周術期に
おける腸腰筋及びオトガ
イ氏舌骨筋の筋肉量変
化が術後嚥下障害に及
ぼす影響についての検討

2019年6月17日 2021年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
民上　真也

当科で胸部食道癌に対し
て胸腔鏡下食道亜全摘術
3領域もしくは2領域郭清頚
部胃管吻合を施行した患
者で、術後7日目にVF検査
を施行した患者のうち、同
日にCT検査を施行した患
者

2014年4月21日～
2018年8月6日

当科では食道癌術後に嚥下機能障害を来し経
口摂取が困難となる症例があり、嚥下造影検査
などを用いた嚥下リハビリを行い、その予防に
取り組んできた。近年、周術期合併症やその予
後とサルコペニアとの関連が注目され、その背
景にある術前の栄養状態が重要視されている。
今回、手術期の腸腰筋及びオトガイ舌骨筋の筋
肉量の変化を術前後のCTを用いてその面積を
測定し、その面積変化をもって筋肉量の変化と
し、嚥下障害を予測できめるかどうかを検討す
る。

術前CT検査、術後７日目のCT検査データ、術
後７日目のVF検査データ

39例
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第4455号

肺癌Biopsy検体別の
DNA/RNA抽出量とNGS
シークエンス成功率の比
較検討

2019年6月24日 2019年12月31日
内科学

（呼吸器内科）
古屋　直樹

原発性肺癌

2015年7月1日～
2019年5月30日

肺癌Molecular　analysisのための次世代シーク
エンサー（NGS）パネルが保険償還されたが、
NGS解析は通常パラフィン包埋（PPFE）薄切が
用いられる。しかし気管支鏡などの微小な生検
検体は癌細胞の含有量が少なく、微小検体での
NGS解析成功率は未だ明らかになっていない。
当院で診断された原発性肺癌で、生検検体を用
いてNGS解析した際の、DNA/RNA抽出量と
NGS解析成功率を比較検討する。

各種生検検体（気管支鏡生検、CTガイド下生
検、USガイド下生検など）から抽出された
DNA/RNA抽出量とDNA/RNAシークエンスの結
果・解析成功率

180例

第4465号

電子カルテデータを用い
た、がん薬物療法と腎障
害に関する診療実態調査
と関連因子および予後に
関する研究

2019年7月17日 2023年3月31日
臨床腫瘍学
水上　拓郎

第4468号

新生児壊死性腸炎および
限局性消化管穿孔の当
科における外科的治療成
績

2019年7月19日 2020年8月1日

外科学
（小児外科）
【西部病院】
田中　邦英

新生児壊死性腸炎、消化
管穿孔（限局性消化管穿
孔）

1999年1月1日～
2018年12月31日

未熟児に発症する壊死性腸炎（NEC）の死亡率
は高く、本邦の治療成績は30％を超えている。
消化管穿孔を伴うNECの外科的治療法につい
て、限局性消化管穿孔（FIP)も含め種々の報告
がなされ、腹腔ドレーンの留置と開腹手術の比
較が過去2回にわたりRCTの報告がされたが有
意差は得られず、現在でも治療方法は議論され
ている。等か2施設におけるNECおよびFIPにつ
いて、治療成績を明らかにし今後の課題を考察
する。

性別、在胎週数、出生体重、Apgar score　併存
疾患、発症時日齢、身体所見、画像所見、free 
airの有無、外科的治療法の種類および予後

30例

第4471号

心房細動患者における洞
調律化前後での左房直
接圧測定を用いた、左房
機能の比較検討

2019年7月12日 2023年4月1日

内科学
（循環器内科）
【西部病院】
松田　央郎

心房細動

2017年4月1日～
2023年4月1日

心房細動患者は絶対的不整脈での血行動態に
なることで、血栓塞栓症や不全発症のリスクが
上昇することが知られている。しかし、心房細動
患者における電気的除細動や経カテーテル的
心筋焼灼術の洞調律化の血行動態的変化の有
効性は未だ不明である。そこで、日常診療で得
られたデータを用い非薬物的洞調律化での左
房機能の血行動態的変化を比較し、その効果を
検討する。

左房内の経カテーテル圧測定、心臓超音波検
査、血液検査データ

50例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4465.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4465.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4465.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4465.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4465.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4465.pdf
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第4472号

脳梗塞軽度片麻痺患者
における2週間以内の歩
行獲得に関連する運動機
能の検討

2019年7月19日 2022年3月31日
リハビリテーション部

【西部病院】
最上谷　拓磨

当院に入院した脳梗塞片
麻痺患者のうち、運動まひ
がBrunnstrom stageV以上
の軽度であり、病前ADLが
自立であった患者

2015年9月1日～
2019年3月31日

脳梗塞患者のうち、麻痺が軽度の患者では急
性期病院から直接自宅退院を目指すことも多
い。そのため発症後早期（2週間程度）に歩行が
獲得できるか否かを予測することは重要となる。
脳梗塞発症後早期の歩行獲得に関連する要因
は、年齢、入院前の日常生活動作能力、神経学
的重症度、認知機能などが報告されている。一
方で運動機能も歩行獲得に関連することが予測
されるが報告は少ないのが現状である。よって
歩行獲得に関連する運動機能を明らかにするこ
とは、理学療法や退院支援の一助になる可能
性がある。そこで急性期の脳梗塞軽度片麻痺患
者における2習慣以内の歩行獲得に関連する運
動機能を明らかにする。

年齢、性別、BMI、入院前modified Rankin 
Scale、脳室周囲白室病変（PVH Grade）、障害
領域（前方or後方循環）リハビリテーション開始
日、開始時（力源、平衡機能、歩行技術）、認知
症、

140例

第4474号
ｐT4結腸癌治療の現状と
成績の検討

2019年7月25日 2021年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
小野　龍宜

2011年1月1日～
2015年12月31日

大腸癌

2019年播大腸癌治療ガイドラインでは、大腸癌
に対する腹腔鏡手術は選択肢のひとつとして行
うことを弱く推奨すると記載されており、T4に関
しては腹腔鏡手術の予後が悪いとの傾向があ
り、慎重に適応を決定する必要があると記載さ
れている。当院におけるcT4結腸癌の治療の現
状と成績を検討し、今度の課題について考察す
る。

浸潤臓器、腹膜播種の有無、病期、根治切除で
あった症例数、再発率、再発部位

88例

第4480号
低頻度反復神経刺激試
験でwaningを認めた症例
の検討

2019年7月19日 2022年3月31日
脳神経内科
柳澤　俊之

初回のACレジメンによる
化学療法を受けた乳がん
患者

2012年1月1日～
2018年12月31日

化学療法誘発性の悪心・嘔吐(以下、CINV)は、
患者のQOLを著しく低下させる。中でも、アントラ
サイクリン系+シクロホスファミド(AC)レジメンは、
高度催吐性化学療法(HEC)に分類され、HECへ
の予防的制吐療法は、オランザピン（OLZ)+NK₁
受容体拮抗薬(NK₁-RA)+5-HT₃拮抗薬+デキサ
メタゾン(Dex)による4剤併用療法が推奨されて
いる。この4剤併用療法に含まれるDexは、制吐
作用の機序が明確に解明されておらず、様々な
副作用が懸念されている。そこで、HECで加療さ
れている患者を対象として、NK₁-RA+パロノセト
ロン+Dexによる3剤併用療法のDexを軽減できる
か否かを、本院が主管となり検討した。その結
果、ACレジメンにおいてはday2-3のDexを省くこ
とが可能であることを報告している。それを受け
て当院では、ACレジメンに対する予防的制吐療
法を上記のDexを減量した4剤併用療法に統一
した。OLZ5mgを含む4剤併用療における2日目
以降のDexを省いた場合の有効性・安全性につ
いての報告はないため、今回の研究では、2日
目以降のDex投与軽減を伴う4剤併用療法の有
効性・安全性を後方視的に検討することを目的
とする。

・患者背景(年齢、性別、身長、体重、
Performane Status(PS)、がん種、レジ
メン名、併用薬、併存疾患、検査値)、OLZ投与
の有無、Dexの投与量・日数、副作用(悪心、嘔
吐、食欲不振、倦怠感、傾眠、Grade3以上の非
血液毒性)、制吐剤の使用状況(頓用の制吐剤
の使用有無)、OLZの継続有無、中止理由。

200例



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4483号
頸動脈ステント留置術に
おける遠位バルーン閉塞
下吸引返血法の有用性

2019年8月23日 2021年3月31日

内科学
（脳神経内科）
【東横病院】
徳山　承明

頸動脈狭窄症

2008年6月1日～
2018年12月31日

頸動脈ステント留置術（CAS）の最も重要な合併
症である塞栓性脳梗塞の発症率は、遠位塞栓
予防デバイス（EPD)の使用により低減される
が、どのタイプのEPDを使用するかを含め、具体
的な方法の優劣については一定の見解が無
い。当院では遠位ばバルーン閉塞下に吸引血
を辺血することでCAS術中の閉塞性合併症の低
減につとめており、これまでの治療成績につい
て後ろ向きに検討する。

術後貧血、術後低血圧の頻度、MRI虚血病巣の
特徴（大きさ、個数）

300例

第4491号

脳卒中症例の屋内歩行
自立に関連する因子の検
討ー注意障害の有無によ
る急性期病院退院時機
能評価の検討ー

2019年7月31日 2021年3月31日
リハビリテーション部

【東横病院】
長田　敏輝

2016年4月1日～
2019年3月31日

脳卒中センターに入院し各
種内科的治療、血管内治
療および外科的治療な
ど、脳卒中急性期治療を
適宜行い、リハビリテー
ション指示のあった症例
除外基準:入院前ADL非自
立症例(入院前modified 
Rankin Scale3以上)

近年の脳卒中リハビリテーションでは、医療機
関の機能分化により、急性期病院では在院日
数の短縮が求められ、理学療法士にはリハビリ
テーション開始とともに自宅退院の可否などを
早期より予測し、方針決定のための多職種への
速やかな情報提供が求められる,脳卒中患者の
歩行自立は、患者の自宅退院の可否の判定に
おいて重要な指標である。認知機能障害の背景
には注意障害があり、注意障害は発症早期の
脳卒中患者のおよそ46～92%と高頻度に出現す
ることが報告されている。したがって、注意障害
の有無も急性期の歩行自立に関連する因子と
して考慮すべきであると考える。そこで、本研究
は、急性期病院における脳卒甲患者の退院時
歩行自立に注意障害が影響するか検討するこ
とを目的とした。

年齢、性別、体重、入院前mRS、既往歴(脳血管
障害、2回以上の脳血管障害、認知症、高血
圧、脂質異常、耐糖能異常、心房細動、虚血性
心疾患、心不全)の有無。疾患項目:病型分類
（NINDS分類)、急性期病変部位(皮質、放線冠、
内包、被殻、視床、脳幹、小脳)、急性期病変の
左右半球、急性期病変以外の部位、治療内容
(t-PA静注療法、血管内治療、外科的治療の有
無）、入院時・退院時NIHSS。入院中経過項目:
在院日数、リハビリテーション開始までの口数、
リハビり室来室までの日数、車椅子座位獲得ま
での日数、合併症(呼吸器感染症・尿路感染症・
心不全急性増悪）の有無。身体機能項目（リハ
ビリ室初回来室時、退院時）：意識障害、運動麻
痺、非麻痺側筋力、握力、運動失調の有無、感
覚障害（表在感覚、深部感覚）の有無、認知障
害、高次脳機能障害の有無、体幹項目、注意障
害の有無。

600例

第4499号
ｐT4結腸癌治療の現状と
成績の検討

2019年8月7日 2023年4月1日

内科学
（循環器内科）
【多摩病院】
足利　光平

大動脈弁狭窄症

2014月1日～
2019年6月30日

近年、医療技術の進歩により、本邦においても
心臓手術を受ける高齢患者が増加し、術前のリ
スク評価の重要性が増している。数年前より本
邦では高度大動脈弁狭窄症患者に対する経カ
テーテル大動脈弁置換術が施行されるように
なった一方で、合併症等で良好な転帰を辿らな
いこともあり、その術前リスク評価も必要と考え
られる。

身体所見、心臓超音波検査、血液検査、栄養評
価、筋力評価

400例
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第4500号
臓器提供情報例の現場
負担についての観察研究

2019年8月7日 2021年12月31日
脳神経外科
【東横病院】

小野　元

移植医療支援室に情報の
あった臓器提供症例を対
象

2016年1月1日～
2019年7月10日

臓器移植法の法改正後の脳死下臓器提供が増
加している。また臓器提供自体は、救急医療現
場の終末期における一つの選択肢と認識され
る。本法人でもこれまでに臓器提供症例を数回
経験しており、現場対応においては大学移植医
療支援室に情報が集められ対応している。臓器
提供においては患者家族へのケアをはじめ、虐
待の有無、脳死判定など提供に至るまでに様々
な対応が必要となる。そのため、医療現場に
はっせいする臓器提供に係る多くの負担項目を
抽出し、負担軽減策立て実行することを目的と
して臓器提供情報例から現場負担項目を心療
録から抽出し検討する。

原因疾患、（診断名）、年齢、性別、神経所見、
蘇生不能状況の身体所見、バイタル所見、退院
時の状況および頭部CT、頭部MRI、頭部レント
ゲン写真

150例

第4502号
「咽頭・喉頭・気管狭窄症
に対する全国疫学調査」
について

2019年8月23日 2022年10月31日
耳鼻咽喉科学

春日井 滋

咽頭・喉頭・気管狭窄症の
診断の元、診療を施行した
症例

2013年1月1日～
2017年12月31日

咽頭・喉頭・気管狭窄症の実態が明らかではな
いため、適切な診療が受けられず、病脳期間が
長期にわたる患者も少なくない。本研究では京
都大学が中心となり、上気道狭窄に関する疫学
調査を行うことにより、咽頭・喉頭・気管狭窄症
に関するエビデンスを蓄積し、診療ガイドライン
作成の礎とすることを目的とする。

年齢、性別、原因となった疾患、症状、発症時
期、罹病期間、治療内容と臨床経過

40例

第4508号
新生児DIC診療における
旧基準と新基準の比較

2019年8月23日 2020年12月31日
小児科学

小町　詩織

新生児DIC

2012年1月1日～
2017年12月31日

本邦における新生児播種生血管内凝固症候群
（DIC)の診断基準として1983年に提唱された新
生児DIC診断基準や2007年に提唱された新生
児DIC診断基準が用いられてきた。それぞれ利
点や欠点があり、その利点を生かしたものとして
2016年に新生児DIC診断・治療指針2016年版が
提唱され、臨床現場でも活用されている。新生
児DIC治療として遺伝子組換えトロンボモジュリ
ン（rTM）をもちいることが多く、今回rTM使用例
を抽出し、それぞれの園田ん基準に当てはまる
かを確認後、その患者背景、治療経過をまと
め、新基準の有用性と課題に関して考察する。

患者背景、血液凝固検査データ、治療経過、短
期予後

50例
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第4509号
関節リウマチ治療におけ
る、トシリズマブへ変更後
の予後予測の解析

2019年8月8日 2019年12月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
鈴木　豪

関節リウマチ

2008年9月1日～
2018年5月31日

【背景】既存の治療に抵抗性の関節リウマチに
対し、近年生物学的製剤が臨床応用されてい
る。しかし、生物学的製剤であっても効果減弱
が認められ、その変更を余儀なくされるのが現
状である。一方で、生物学的製剤の切り替えに
対する有効性の予測因子に関しての報告は少
ない。特に、tocilizumabへの変更に対する有効
性の予測因子は明確ではない。しかし、有効性
を早期に予測することは、治療選択において重
要であり、関節予後の改善に有用と考えられ
る。【目的】他の生物学的製剤からtocilizumabへ
の変更に対する臨床的に有用な有効性予測因
子の解析を行う。

性別、年齢、罹患期間、前治療(ステロイド・メトト
レキサートの有無)、リウマトイド因子値、抗CCP
抗体値、CRP値、赤血球沈降速度、変更前の生
物学的製剤使用数

100例

第4511号

脳梗塞軽度片麻痺患者
における認知機能障害の
有無と運動機能変化の検
討

2019年9月2日 2022年3月31日
リハビリテーション部

【西部病院】
最上谷　拓磨

当院に入院した脳梗塞片
麻痺患者のうち、運動麻痺
がBrunnstrom stageV以上
の軽度であり、病前ADLが
自立であった患者。除外
基準：意識障害や合併症
等によりリハビリテーション
評価が困難であった患
者、リハビリテーション開
始が発症から7日以上経
過した患者、データ欠損例

2015年9月1日～
2019年3月31日

背景:急性期脳梗塞患者に対する理学療法で
は、日常生活動作の再獲得に向け運動機能の
改善を図ることが主目的となる。特に運動麻痺
が軽度な患者では自宅退院を目指して早期に
運動機能を回復する必要性がある。しかし脳梗
塞患者では認知機能障害を合併することも多
く、短期記憶や遂行機能、気分の障害などによ
り運動機能の改善に影響することが推察される
が報告は少ないのが現状である。運動機能の
改善に認知機能障害が影響する場合,運動療法
の方法を再検討することや環境調整などの代償
を積極的に考慮する必要姓が明らかとなり、リ
ハビリテーションプログラムの立案の一助となる
可能性がある。
日的:急性期の脳梗塞軽度片麻痺患者を対象に
認知機能障害の有無が運動機能の変化に与え
る影響を検討すること。

年齢、性別、BMI、Geriatric Nutritional IndeX,入
院前modified Rankin Scale、障害領域（前方or
後方循環）、脳室周囲白室病変（PVH Grade)リ
ハビリテーション開始日、感覚障害の有無、Mini 
Mental State Examination,運動機能指標（リハ
ビリテーション開始時と2週間後）等尺性膝伸展
筋力、片脚立位時間、10m快適歩行速度、2分
間歩行距離、日常生活動作能力指標（立位開
始時と退院時）、Barthel Index

70例

第4513号 高齢者肺炎の実態調査 2019年10月4日 2022年12月31日

内科学
（呼吸器内科）

峯下　昌道
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4513.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4513.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4513.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4513.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4513.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4513.pdf
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第4517号
意識障害患者の機能予
後に関する研究

2019年9月4日 2023年3月31日
リハビリテーション部

【西部病院】
佐々木　祥太郎

入院意識障害患者

2008年4月1日～
2019年8月1日

近年、ICU患者の蘇生率向上と共に蘇生後脳症
や敗血症性脳症は増加しており、意識障害を呈
した対象者のリハビリテーションの機会が増え
ている。意識障害患者は、協力動作が得られに
くいことから客観的評価が行いづらく、正確な予
後予測がしばしば困難となる。本研究は意識障
害患者を対象に脳波や脳画像を用いた発症早
期の予後予測を明らかにすることを目的とす
る。

医学的情報（年齢、性別、診断名、APACHE
Ⅱ）、筋力（MRC,握力）、認知機能（CAM-ICU、
MMSE)、ADL（FIM）、脳波、脳画像（MRI、CT）、
機能的分類（CPC、OPC)

300例

第4522号

治癒切除不能な固形悪
性腫瘍における血液循環
腫瘍DNAのがん関連遺
伝子異常及び腸内細菌
叢のプロファイリング・モ
ニタリングの多施設共同
研究（SCRUM-Japan 
MONSTAR-SCREEN)

2019年9月4日 2025年3月31日
臨床腫瘍学

砂川　優

第4524号
当院におけるベルソムラ
®錠使用状況の把握と効
果・有害事象の評価

2019年9月4日 2020年3月31日
薬剤部

【多摩病院】
室山　祐理子

対象期間に6西病棟整形
外科で14日以上入院した
65歳以上の患者（抜釘術、
上肢骨折、ミエログラ
フィー、神経根ブロックの
短期パスを除く）

2018年11月1日～
2019年4月30日

手術やベンゾジアゼピン系薬剤の使用はせん
妄を引き起こす因子のひとつといわれ、せん妄
は入院期間の延長やQOLの低下につながる。
近年、メラトニン受容体作動薬であるロゼレム®
錠やオレキシン受容体拮抗薬であるベルソムラ
®錠によるせん妄予防効果に関するランダム比
較試験が報告された。当院では2019年2月にベ
ルソムラ®錠が院内採用となった。ベルソムラ®
錠採用前後の使用状況と睡眠状況、有害事象
を調査する。

性別、年齢、入退院日、入院日数、原疾患、手
術日、手術術式、既往歴、処方歴、入院時指
示、精神科や認知症サポートチームへの依頼
の有無、睡眠状況、有害事象（傾眠、鎮静等）、
Mouse Faii Scale

100例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4522.pdf
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第4529号
咽喉頭食道異物の診断と
治療、及び合併症に関す
る研究観察

2019年9月6日 2020年3月31日
耳鼻咽喉科学

齋藤 善光

舌根扁桃異物、扁桃異
物、口腔異物、咽頭異物、
鼻咽頭異物、下咽頭異
物、喉頭異物、食道異物

2011年4月1日～
2019年3月31日

耳鼻咽喉科において咽喉頭食道異物症例は、
日常診療で遭遇する頻度の高い疾患の一つで
ある。診断は比較的容易とされるが、異物同定
が不能な場合、画像評価まで必要とするか困惑
する場面にも多々遭遇する。また、外来による
摘出が多くの症例で可能となるものの、異物存
在部位や患者の状態によっては、全身麻酔によ
る摘出術や重篤な合併症を併発する症例もある
ため注意が必要である。これまでに、咽喉頭食
道異物症例に対する多数の報告はあるものの、
自覚症状や画像検査の必要性、合併症の危険
囚子等を詳細に評価した報告は非常に少ない。
今回の観察研究は、当院における咽喉頭食道
異物症例の実態を把握し、診断方法や治療方
針を提示すことを目的とする。

年齢、性別、症状、発症時期や受診期間、異物
内容、異物有無、存在部位、画像検の有無/種
類、摘出方法、入院経過、合併症

1,800例

第4545号
心疾患患者に対する有酸
素運動の簡易的な処方
法の検討

2019年9月27日 2023年3月31日
リハビリテーション部

【西部病院】
根本　慎司

当院に心疾患で入院加療
となり,退院後に心肺運動
負荷試験が実施された症
例。除外基準：不整脈や虚
血性変化により心肺運動
負荷試験を完遂できな
かったものとする

1998年4月1日～
2021年5月15日

心疾患患者に対して運動療法を実施する場合.
その安全性と有効性の観点から適切な運動強
度で行うことが望ましい。ガイドラインでは,心肺
運動負荷試験から得られる無酸素性作業閾値
時の心拍数を目標心柏数として,運動処方する
ことを推奨している。しかし,心肺運動負荷試験
の実施には,高価な機器やマンパワーを必要と
するため,日常臨床においては,全症例に対して
実施することは難しい。そこで,本研究では,心肺
運動負荷試験を用いない簡易的な運動処方法
を確立するために.無酸素性作業閾値時の心拍
数を予測する回帰式を作成することを目的とし
た。

無酸素性作業閾値時の心拍数、無酸素性作業
閾値,最高酸素摂取量、安静時血圧および心拍
数、労作時血圧および心拍数、ガス交換比、年
齢,性別、BMI、入院前の活動制限の有無、入院
期間、入院中のリハビリテーヨンの進行状況,内
服薬,血液生化学指標,心臓超音波検査、下肢筋
力、下肢骨格筋量、下肢筋持久力

123例

第4555号

当施設における前立腺画
像誘導放射線治療にお
ける撮影条件の違いによ
る位置照合の検証

2019年10月3日 2020年3月31日
画像センター
山本　文子

前立腺癌

2018年10月1日～
2019年9月20日

前立腺放射線治療は画像誘導放射線治療が主
流であるが、近年画像誘導で使用されるCTの
線量が問題視されています。当施設では段階的
に線量を下げて撮影し治療を行っているが、線
量の違いによる画像誘導精度の臨床画像での
検証は行われていない。本研究の目的は当施
設で行った前立腺画像誘導の線量の違いによ
る精度の評価を行うことである。本研究は、単施
設研究であり既存の資料を後方視的に調査す
る観察研究である。

位置照合で使用された画像の位置の差異を照
合装置上で計測した距離

30例
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第4558号
胃切除後ビタミンＢ12欠
乏に関する調査と検討

2019年10月21日 2020年2月28日
看護部

【西部病院】
三宅川　知絵

当院で胃切除術を施行し
た患者

2015年4月1日～
2019年3月31日

胃切除後症候群(PGS)のひとつであるビタミン
B12欠乏は術後数年を経て症状が顕在化すると
いわれており、欠乏期間が長期にわたると不可
逆的な神経症状をきたすことがある。しかし術後
の退院指導では患者が退院後早期に困ること
の多いダンピング症候群に重点を置いており、
ビタミンB12欠乏についての説明は行うことがで
きていない。当院での術後のビタミンB12の測
定・補充状況を把握し、今後の課題を検討する
ことを目的とする。 

身長、体重、入院日、手術日、退院日、ステー
ジ、術式、血液検査値、薬剤処方内容

100例

第4559号

当科における胆嚢摘出手
術症例に関する臨床的特
徴並びに治療成績の検
討

2019年10月11日 2022年9月30日
外科学

（消化器・一般外科）
片山 真史

胆嚢摘出術症例

2000年1月1日～
2019年9月30日

胆嚢摘出術症例の特に手術、術後合併症、栄
養、感染の現状を把握するため、診断、治療、
予後にっいて調査を行う。

年齢、性別、既往歴、家族歴、血液検査(血算:
赤血球、ヘモグロビン、へマトクリット、MCV、
MCH、MCHC、白血球、血小板、凝固:PT、PT-
INR、APTT、生化学検査;総蛋白、アルブミン、プ
レアルブミン、AST、ALT、クレアチニン、尿素窒
素、CRP、プロカルシトニン、ブレセブシン等)、
画像診断(CT、MRI、PET-CT等)、術式、出血
量、合併症、転帰、病理検査結果、予後

3,000例

第4560号
腹腔鏡下胆嚢摘出術後
の臍部瘢痕ヘルニアの現
状とリスク因子の検討

2019年10月11日 2022年9月30日
外科学

（消化器・一般外科）
片山 真史

胆嚢摘出術症例

2000年1月1日～
2019年9月30日

腹腔鏡下胆嚢摘出術(LC)後の腹壁瘢痕ヘルニ
アは比較的稀な合併症であり、その頻度はLC
例の1-4%以下とされている。しかし、無症状の
為に見逃されている症例もあり、その実態の把
握は正確とは言えない。また、最近普及しつつ
あるRoduccd Port Surgery(RPS)における臍部
切開創は従来のMulti-Port laparoscpic 
surgery(MPS)と比較し長く、不顕性の腹壁瘢痕
ヘルニア併発症例は増加していると推察され
る。LC後の臍部ポート瘢痕ヘルニアの実態を調
査し、そのリスク因子を明らかにすることを目的
とする。

年齢、性別、既往歴、家族歴、血液検査(血算:
赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、
MCH、MCHC、白血球、血小板、凝固:PT、PT-
INR、APTT、生化学検査:総蛋白、アルブミン、、
プレアルブミン、AST、ALT、クレアチニン、尿素
窒素、CRP、プロカルシトニン、プレセプシン)、
画像診断（CT、MRI、PET-CT)、術式、出血量、
合併症、転帰、病理検査結果

1,200例

第4561号
当院における下部進行直
腸癌に対する予防的側方
郭清の治療成績

2019年10月11日 2021年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
浜辺　太郎

直腸癌

2015年1月1日～
2019年8月31日

本邦ではJCOG0212の結果より,下部進行直腸
癌に対する側方郭清は標準治療とされている.し
かし,側方リンパ節転移陽性例の予後は良好と
は言えず,集学的治療の必要性も考慮される.当
院における下部進行直腸癌に対する予防的側
方郭清の治療成績を後方視的に検証し、その
有用性と安全性、予後などについて検討する。

年齢、性別、術前診断、術前治療の有無、術
式、カバーリングストマの有無、合併切除臓器
の有無、側方郭清の部位、手術時間、出血量、
術後在院日数、合併症の有無、腫瘍径、組織
型、深達度、リンパ節転移、術後補助化学療法
の有無、再発の有無、観察期間、予後

16例
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第4563号
総胆管結石に対する内視
鏡的治療成績の検討

2019年10月11日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
森田　亮

ERCP関連手技を施行した
総胆管結石症例

2011年4月1日～
2019年8月31日

胆管結石は高率に急性胆管炎を合併し、急性
胆管炎は急速に重症化し致命的となり得るた
め、早急な胆管ドレナージや胆管結石除去など
の治療介入が必要となる。胆管ドレナージや胆
管結石除去は、近年では低侵襲な内視鏡的逆
行性胆管膵管造影(ERCP)関連手技による内視
鏡治療が第一選択となっているが、急性胆管炎
合併胆管結石に対する緊急ERCPにおいては、
胆管ドレナージのみにとどめるべきか、一期的
結石除去も安全に施行可能であるかは明らか
ではない。また、胆管炎非合併例と同等の安全
性をもって施行可能かも明らかではない。一期
的結石除去が安全に施行可能であれば、入院
期間の短縮やコスト削減が期待出来る。そこ
で、当院にて施行した急性胆管炎合併胆管結
石に対する緊急ERCPをretrospectiveに調査し、
一期的結石除去や胆管ドレナージ後待機的結
石除去などの治療法別の治療成績を検証す
る。また、急性胆管炎非合併例に対する非緊急
ERCPとの治療成績の比較を行い、緊急ERCP
の安全性を検証する。

1,患者背景(年齢、性別、PS、胆管炎重症度、抗
血栓薬内服歴、結石数、結石径、乳頭処置既
往、傍乳頭憩室有無、血液検査値
(WBC,CRP,T-bi1,D-bil,AST,ALT,γ一
GTP,ALP,LDH,AMY))、2.ERCP処置内容(処置時
間、胆管挿管法、乳頭処置
(EST/EPBD/EPLBD/pre-cut/無し/etc)、結石
除去法(バスケット/バルーン/EML)、胆管ドレ
ナージ法(ENBD/EBD/PTBD))、3.初回ERCP結
石除去率、4.急性胆管炎例における緊急ERCP
後の胆管炎改善率、5.総ERCP施行回数、6.最
終完全結石除去率・結石遺残率、7,急性胆管炎
例における最終胆管炎改善率、8.偶発症(偶発
症率、内訳(膵炎/出血/穿孔/胆道炎/ステントト
ラブル(自己抜去/迷入/逸脱)/誤嚥性肺炎/バ
イタル変動/etc)、偶発症重症度)、9.入院期間

1,000例

第4564号
装置の違いでの治療中
断トラブルによる回路交
換理由の比較検討

2019年10月15日 2020年3月31日
クリニカルエンジニア

部
濱田　悠佑

当院ICUにて腎代替療法
を施行した患者

2018年4月1日～
2019年5月31日

本邦において新規販売された持続的血液浄化
装置の静脈チャンバーの形状が本邦でこれまで
にない形状であり、抗凝固性能に優れているこ
とが期待されている。これと既存の当院使用の
装置の血液凝固における治療中断の有無の比
較検討を行い評価検討する。

採血データ 80例
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第4569号

レボドパ/カルビドパ配合
経腸用液療法における
PEG-J関連合併症と
チューブ交換時期につい
ての検討

2019年10月15日 2021年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
加藤　正樹

パーキンソン病

2016年9月30日～
2019年6月30日

進行期パーキンソン病患者は、レボドパの治療
域が狭く、胃排出遅延もあるため、経口内服で
血漿中レボドパ濃度を治療域に保つのは困難
である、2016年9月より進行期バーキンソン病愚
者に対する新たなドラッグデリパリーシステムで
あるレボドバ/カルビドパ配合経腸用液療法が
本邦でも施行可能となった。レボドパ/カルビド
パ配合経腸用液療法とは.胃痩を造設し、空腸
に留置したPEG-」チューブより持続的にレボド
パ/カルビドパ配合軽腸用液を投与する治療法
である。これにより、安定した血漿中レボドパ濃
度を維持することが可能となった。レボドパ/カ
ルビドパ配合経腸用液療法は、進行期パーキン
ソン病患者の症状改善に有用である一方で、デ
バイス関連の合併症が多いことも報告されてい
る。また、この治療法は、定期的なチューブ交換
が必要であるが、チューブ交換の時期に関する
明確な基準が末だにないことも、問題のつであ
る。当院では2017年1月よりレボドパ/カルビドパ
配合経腸用液療法を開始し、症例を蓄積してき
た。今回、チューブ交換の時期とデバイス関運
合併症の頻度と時期の検討を行い、適切な
チューブ交換の時期を明らかにすることを目的
とし、本研究を行うこととした。

年齢・性別・身長・体重・病悩期間・NJチューブ
/PEG-Jチューブ留置方法・PEG造設方法・NJ
チュー/PEG-Jチューブ留置位置・手技成功率・
手技時間・術後PEG-Jチューブ留置位置確認の
有無と時期・術後抜糸時期・術後在院日数・街
後followup期間・チューブ交換時期・チューブ交
換理由とデバイス関連合併症の頻度・発生時
期、合併症に対する処置

6例
（全体120例）

第4570号
潰瘍性大腸炎に対するベ
ドリズマブの治療成績の
検討

2019年10月16日 2021年12月13日
内科学

（消化器・肝臓内科）
加藤　正樹

潰瘍性大腸炎

2018年12月1日～
2019年9月20日

潰瘍性大腸炎(UC)は主に大腸粘膜に潰瘍やび
らんを形成する原因不明のびまん性非特異的
炎症性疾患である。2018年に中等症から重症
の活動期のUCに対して、腸管選択的に作用す
るヒト化α4β7インテグリンモノクローナル抗体
であるベドリズマプ(VDZ)が保険承認された。
VDZは既存のUC治療薬と異なる作用機序を有
することから、既存治療薬抵抗例への治療効果
が期待されている。当院におけるVDZを導入し
たUC症例の治療成績や患者背景を検討する。

患者背景、疾患活動度、内視鏡所見、治療歴
(ステロイド,抗TNFーα抗体製剤、タクロリムス、
免疫調節薬、5ASAの使用歴)、有害事象、転帰

10例
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第4572号
肝切除術後のアセトアミノ
フェン定期静注による疼
痛管理法の検討

2019年10月31日 2022年9月30日
外科学

（消化器・一般外科）
片山 真史

肝切除症例

2014年1月1日～
2019年9月30日

アセトアミノフェンは手術後疼痛管理で多く使用
されその効果が多く報告されているが、大量投
与時には重篤な肝障害を引き起こす代表的な
薬剤である。肝切除は低肝機能例も多く肝障害
を惹起する可能性のある薬剤は嫌煙されがちで
ある。そのため、肝切除例でのアセトアミノフェン
定期静注による疼痛管理の実態の把握は十分
とは言えない。肝切除例でのアセトアミノフェン
静注による術後疼痛管理の実態を明らかにする
ことを目的とする。

年齢、性別、身長、体重、BMI、既往歴、血液検
査（血算：赤血球.ヘモグロビン、ヘマトクリット、
白血球、血小板、凝固:PT、PT-TNR、APTT、生
化学検査:総蛋白、アルブミン、プレアルブミン、
AST、ALT、ALP、γGTP、クレアチニ、尿素窒
素、CRP)、診断、術式,手術時間、出血量、術後
疼痛管理方法とその効果、合併症,転帰、予後

150例

第4574号
関節リウマチ患者におけ
るメトトレキサート減量の
現状に関して

2019年11月1日 2020年12月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
鈴木　豪

関節リウマチ

2016年4月1日～
2019年9月1日

関節リウマチ(RA)の治療目標は臨床的寛解で
あった。しかし、早期診断・治療法の確立により
その目標は十分に達成可能となり、今日では臨
床的寛解達成後の薬剤減量も推奨されている。
しかし、再燃なく薬剤を減量する方法に関しては
確立したエビデンスは存在しない。したがって、
メトトレキサート(MTX)で臨床的寛解を達成後に
それを減量した患者の臨床的経渦を後ろ向きに
評価し、当院での現状を把握する。

身体所見、血清学的所見、RA罹病期間、レント
ゲン、MRI、超音波、PET-CT所見

30例

第4576号
当院における子宮頸部初
期病変に対するレーザー
治療の成績

2019年11月5日 2021年12月31日
産婦人科学
【西部病院】

竹内　淳

CIN2およびCIN3（子宮頚
部中等度異形成～上皮内
癌）

2005年6月1日～
2019年9月30日

子宮頸部円錐切除は近年、子宮頸部初期病変
の増加や患者の若年化に伴って必要性が高
まっており、妊孕性温存や再発例にレーザー蒸
散術の有用性も示唆されている。当院で使用し
たKTPレーザー（KTP群）と高出力半導体レー
ザー（半導体群）の治療成績を比較し、半導体
群の有用性を検討する。

年齢、術前術後診断、HPV感染、出血量、断
端、狭窄、術後出血、再発、検体の長さ、手術
時間

230例

第4581号

『日本ネフローゼ症候群
バイオマーカー研究（J-
MARINE study:Japan 
bioMARkers In NEphrotic 
syndrome study)』

2022年7月27日 2027年12月31日
内科学（腎臓・高血圧

内科）
市川　大介

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4581
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第4583号

RAS変異大腸癌患者にお
ける循環腫瘍（circulating 
tumor:ct)DNA中のRAS遺
伝子の評価

2019年11月8日 2023年11月7日
臨床腫瘍学

砂川　優

第4584号
急性膵炎後の被包化壊
死（Walled-off　Necrosis）
に対する治療戦略

2019年11月1日 2024年9月30日
内科学

（消化器・肝臓内科）
路川　陽介

急性膵炎

2012年1月1日～
2019年9月30日

急性膵炎の死亡率は近年低下傾向しているも
のの重症例では10.1%と報告されている。その予
後決定因子の一つである壊死性膵炎は10-20%
に発生する。膵局所合併症である壊死を伴う膵
周囲液体貯留はWalled-offnecrosis(WON)とよ
ばれ、膵内および膵周囲の壊死物質に感染が
起こると敗血症、多臓器不全などにより死亡率
が約50％まで達するといわれている。WONなど
の膵局所合併症については、国際コンセンサス
が2013年に改訂されたが、壊死を伴わない膵仮
性嚢胞(PPC)と比べるとWONは治療戦略に一定
の見解が得られていないのが現状である。本研
究では急性膵炎後のWONに対する治療の妥当
性を検討する。

患者背景、膵炎予後因子、CT所見、重症度と膵
局所合併症の発生率、薬物治療のみでの消失
率、ドレナージ施行率、死亡率、再発率

450例

第4586号

中等度大動脈弁狭窄症,
左室収縮能低下を合併し
た症例の予後予測因子
に関する後ろ向き研究

2019年11月7日 2020年12月31日
内科学

（循環器内科）
出雲　昌樹

左室収縮能低下を合併し
た大動脈弁狭窄症

2010年1月1日～
2016年12月31日

超高齢化社会を迎え大動脈弁狭窄症(AS)は頻
度の高い弁膜症の一つであるが、、虚血性心疾
患など併存疾患により左室収縮能低下を示す
症例も少なくない。左室収縮能低下を合併した
中等度ASは予後不良であることが報告されて
いるが、その予後不良因子については未だ明ら
かにされていない。本研究では左室駆出率低下
(50%未満)を合併した中等度AS症例における予
後及び予後予測因子について調杳する。

年齢、性別、身長、体重、既往・生活歴、内服
薬、血液データ：Cre,BNP、経胸壁心エコー：大
動脈弁狭窄症重症度、左室駆出率、左房容積
係数、左室拡張末期容積、左室重量係数、推定
右室圧、大動脈弁閉鎖不全、僧帽弁閉鎖不全、
三尖弁閉鎖不全の程度

23例
(全体78例)

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4583.pdf
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第4587号
大腸腫瘍に対する内視鏡
治療後出血の検討

2019年11月14日 2020年3月31日

内科学
（消化器・肝臓内科）

【西部病院】
小澤　俊一郎

大腸内視鏡治療症例

2016年2月1目～
2019年3月31日

大腸ポリープに対する内視鏡的切除術は、大腸
がんによる死亡を減少させる効果がある ことが
分かっており、世界に広く普及している。一方で
高齢化社会において脳梗塞や心筋便塞、心房
細動などに対し抗血栓薬を服用する症例は増
加しているため治療後出血や抗血栓薬の休薬
による血栓症発症に対するリスクマネジメントと
して日本消化器内視鏡学会より2012年に「抗血
栓薬服用者に対する内視鏡治療診療ガイドライ
ン」、2017年には「同追補版」が発刊され抗血栓
薬服用患者に対する内視鏡治療が増加してい
る。同ガイドラインには抗血栓薬の周術期管理
についての記載はあるが、多様化する抗血栓薬
のそれぞれの出血リスクについての記載はな
く、術後管理についてのマネジメントとしては情
報が不十分である。今回我々は当院で施行した
大腸内視鏡治療患者における後出血のリスク
や特徴を明確にするために検討を行う。 

性別、年齢、治療方法、抗血栓薬服用の有無、
抗血栓薬の種類、切除検体数、担癌の有無

1,281例

第4590号
ミトコンドリア病関連腎疾
患の全国調査

2019年11月8日 2022年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
市川　大介

ミトコンドリア病

2009年1月1日～
2018年12月31日

過去、わが国におけるミトコンドリア病に関連し
た腎疾患の全国調査は行われたことがなく、そ
の実態は把握されていない。今回の調査によ
り、日本におけるミトコンドリア病関連腎疾患の
実態の把握を行い、診療ガイドラインへの反映
等により、診療の質の向上へ貢献する。

性別・出生年・出生体重・出生週数・蛋白尿の有
無(発症年齢)・血尿の有無(発症年齢)・腎機能
低下の有無(発症年齢)・尿細管機能異常の有
無(発症年齢)・腎生検施行年・腎生検時もしくは
診断時の西暦、年齢、身長、体重・腎生検時の
血清クレアチニン値、尿蛋白量、尿沈渣赤血球
数、乳酸、ピルビン酸・腎生検病理診断名・腎生
検電子顕微鏡所見情報・尿細管における穎粒
状腫大上皮細胞(granular swollen epithelial 
cells:GSECs)の有無・Fanconi症候群の有無・糖
尿病の有無(発症年齢)・精神発達状態・ミトコン
ドリア病合併症の有無・ミトコンドリア病、糖尿
病、腎臓病の家族歴の有無・ミトコンドリア関連
酵素診断情報・遺伝子診断結果

4例
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第4592号
小細胞肺がんにおける悩
転移の画像所見と全脳照
射の治療効果の検討

2019年11月8日 2021年3月31日
放射線医学
岡田　幸法

小細胞肺がん初発脳転移

2010年1月1日～
2019年9月30日

小細胞肺がんは肺がんの中で20%-25%程度の
頻度を占める疾患である。小細胞肺がんは遠隔
転移として脳転移を生じることがある。脳転移を
生じた場合には放射線治療が行われることが多
い小細胞肺がんの脳転移に対しては全脳照射
を行うことが多い。一方、小細胞肺がんの脳転
移における画像所見や予後因子についての報
告は少ない。近年全脳照射を行った場合には症
状を有する症例、LDHが高値の症例では予後
が不良であるとする報告も認められるが、十分
には確立されたものではない。本研究の目的は
小細胞肺がんの脳転移の画像所見並びに治療
効果、予後予測因子を見いだすことである。

画像所見：①脳転移の数、②髄膜播種の有無。
予後因子：①年齢、②性別、③初診時から脳転
移出現までの時間④初診時の病期、⑤脳転移
出現時の他転移、⑥採血所見(白血球、赤血
球、血小板、総蛋白、アルブミン、LDH、ALP、
CRP、CEA、NSE,ProGRPなど〉、⑦脳転移時の
症状、⑧全脳照射の線量、⑨全脳照射の完遂
の有無、⑩脳転移の画像所見、⑪化学療法や
放射線治療の治療経過

70例

第4597号
高齢発症関節リウマチ患
者に対するトシリズマブ
の有効性と安全性の検討

2019年11月27日 2020年3月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
鈴木　豪

関節リウマチ

2006年1月1日～
2019年10月31日

【背景】高齢発症の関節リウマチ患者では、若年
発症患者と比較して、血液中のIL6値が高値で
あることが報告されている。一方で、高齢発症関
節リウマチに対し、有効な薬剤選択を示唆する
報告は乏しい。【目的】高齢発症関節リウマチに
おける抗IL-6受容体抗体製剤であるトシリズマ
ブの有効性と安全性を、その他作用機序の生
物学的製剤と比較・検討する。

患者背景 200例

第4598号

抗MDA5抗体陽性皮膚筋
炎患者における間質性肺
炎に対する治療法と予後
の検討

2019年11月27日 2020年3月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
鈴木　豪

抗MDA5抗体陽性皮膚筋
炎

2016年11月1日～
2019年4月30日

【背景】抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎患者におけ
る間質性肺炎は、予後不良の疾患群であり、現
在、副腎皮質ステロイドに加えシクロホスファミド
パルス療法とカルシニューリン系免疫抑制剤の
3剤併用療法を行うことが標準とされている。し
かし、2016年より当院でも抗MDA5抗体を測定で
きるようになり、既報よりも予後が良い可能性が
示唆されてきている。【目的】抗MDA5抗体陽性
皮膚筋炎の問質性肺炎に対して、3剤併用療法
と2剤併用療法の予後の違いについて検証す
る。

年齢・性別・発症時期・罹患期間・抗MDA5抗体
価、間質性肺炎の再燃の有無・生命予後・合併
症

20例

網羅的なゲノム解析によ
る日本人男性のルーツの
解明

2019年12月17日 2024年9月30日
徳島大学大学院医歯

薬学研究部
佐藤　陽一

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/286328.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/286328.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/286328.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/286328.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/286328.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/286328.pdf
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第4605号

進行期KRAS変異陽性肺
腺癌の臨床的特徴と
Genomic alterationsによ
るICI治療効果の検討

2019年12月5日 2020年3月31日
内科学

（呼吸器内科）
古屋　直樹

非小細胞肺癌

2015年7月1日～
2019年10月31日

【背景】非小細胞肺癌はEGFR、ALK、KRASなど
様々な遺伝子異常のSubtypeに分かれるが、
KRAS陽性肺癌は免疫チェックポイント阻害薬
（ICI）の治療効果良好群との報告がある。しかし
KRAS以外の他の遺伝子異常（Genomic 
alterations)の併存がICIの負の効果予測因子と
なる可能性も示唆されているが、本邦からKRAS
陽性肺がんのGenomic alterationsとICI効果を
検討した報告は少ない。【目的】KRAS陽性肺癌
のGenomic alterationsとICI効果を後ろ向きに比
較検討すること。

ICI投与群、非投与群、生存期間 23例

第4609号
院内発症の転倒事例に
ついて

2019年12月5日 2020年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
今井　直彦

来院患者

2015年1月1日～
2019年10月31日

院内では外来と病棟を合わせて毎年数百名の
転倒が起きている。転倒に伴う骨折は長期入院
の原因ともなり、患者の予後やQOLに大きな影
響をおよぼす。当院において院内発症した転倒
事例につき、性別、年齢、発生場所、発症時間、
内服薬、骨折の有無、転帰などを抽出し、転倒
と年齢、発生時間帯、睡眠薬使用の有無などと
の関係を明らかにする。

性別、年齢、発生場所、発症時間、内服薬、骨
折の有無、転機

2,000例

第4610号

「HTLV-1陽性臓器移植レ
ジストリ」を活用した臓器
移植におけるHTLV-1感
染のリスクの解明に関す
る研究(RADDAR-J 03)

2020年4月27日 期間の設定なし
内科学

（神経内科）
山野　嘉久

第4611号
早発卵巣不全患者と原発
性無月経患者における骨
密度の評価と管理

2019年12月10日 2025年12月31日
産婦人科学
澤田　紫乃

早発卵巣不全、原発性無
月経

2010年1月1日～
2019年9月30日

早発卵巣不全や原発性無月経では低エストロ
ゲン状態のため、若年であっても、骨粗懸症の
リスクが高い。当院は早発卵巣不全、もしくは原
発性無月経と診断され、不妊治療終了後にホル
モン補充療法を施行する外来通院中の患者が
多い。このような患者の骨密度の評価と管理の
現状を把握することを目的とした。

年齢、骨密度、骨代謝マーカー、治療薬 200例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4610.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4610.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4610.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4610.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4610.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4610.pdf
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第4612号

腹腔鏡下経皮的腹膜外
ヘルニア閉鎖法術後挙上
精巣における危険因子の
検討

2019年12月12日 2020年6月1日
外科学

（小児外科）
大林　樹真

鼡径ヘルニア、および鼡径
ヘルニア術後挙上精巣

2010年1月1日～
2019年8月1日

腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖法(LPEC
法)は従来の前方アプローチ法(Potts法)と比較
Lて腹膜鞘状突起の剥離が少ない。そのため精
索周囲の線維化に起因すると思われる術後挙
上精巣はPotts法に比べて少ないとされるもの
の、一定の数がLPEC法でもみられる。LPEC法
術後挙上精巣の危険因子を検討するとともに、
その成因を考察することを目的とする。

コントロール群と、出生時体重および週数、手術
時体重および年齢、基礎疾患の有無、手術所
見

300例

第4614号
乳癌における脳転移の画
像所見と全脳照射の治療
効果の検討

2019年12月19日 2021年3月31日
放射線医学
岡田　幸法

乳がん初発脳転移

2010年1月1日～
2019年9月30日

乳癌は女性のがんの中で最も頻度の高い疾患
である。また、乳癌は遠隔転移として脳転移を
生じることがある。脳転移を生じた場合には放
射線治療が行われることが多い。乳癌の脳転移
の場合日本乳癌学会乳癌診療ガイドラインの
2018年版では乳癌初発脳転移で脳転移の個数
が1-4個以内、腫瘍径3cm以内の場合には初期
治療として定位手術的照射を行い。定位手術的
照射の適応を超える増悪を認めるまで全脳照
射を省略することが弱くではあるが推奨されて
いる。また、全身状態がよく10個以下の脳転移
症例において腫瘍径3cm未満、脳転移の全腫
瘍体積が15ml以下、髄液播種所見がない場合
には定位手術的照射を行い経過観察することで
全脳照射を回避できる可能性があると記載され
ている。一方、脳転移が10個を超えた場合には
全脳照射が推奨されると記載されている。この
ように脳転移の個数により治療方針が異なる
が、脳転移が5個から10個で全脳照射を選択し
た場合と10個以上で全脳照射を選択した場合
予後に違いがあるのか、また、予後を予測する
指標としてどのようなものがあるかなど明確で
はない点も多い。本研究の目的は複数の脳転
移を有する症例の予後を検討し、更に予後を予
測する指標を見出すことである。

画像所見：①脳転移の数、②脳転移のサイズの
有無。③脳転移の場所　予後因子：①年齢、②
性別、③初診時から脳転移出現までの時間、④
初診時の病期、⑤脳転移出現時の他転移、⑥
採血所見(白血球、赤血球、血小板,総蛋白,アル
ブミン.LDH、ALP、CRP、CEA、CA15-3、⑦脳転
移時の症状、⑧全脳照射の線量、⑨全脳照射
の完遂の有無、⑩脳転移の画像所見、⑪化学
療法や放射線治療の治療経過、⑫Recursive 
Partition Analysis(RPA)、⑬Diagnosis-Specific 
Graded Prognostic
Assessment、⑭サブタイプ、⑮全脳照射後の追
加照射

80例
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第4618号
がん患者におけるPCAポ
ンプを用いた緩和ケア支
援～地域との連携～

2020年1月7日 2020年12月31日
薬剤部

【多摩病院】
坪谷 綾子

PCAポンプを用いたオピオ
イド鎮痛薬での疼痛緩和
が行われたがん患者

2015年1月1日～2019年11
月30日

がん終末期では経口摂取が困難となり、オピオ
イド鎮痛薬での疼痛緩和を注射薬で行う必要性
が高くなってくる。持続注射では、患者自身が痛
みをコントロールする方法として自己調節鎮痛
法（Patient Controlled Analgesia：PCA）があり、
術後疼痛のみならず、癌性疼痛管理においても
PCA機能を有する持続注入ポンプ（PCAポンプ）
が用いられている。患者の望んだ場所での療養
や見取りを行うためには、病院だけでなく在宅
医療の場においてもPCAポンプを用いたオピオ
イド鎮痛薬での疼痛緩和を継続する必要があ
る。病院で持続注射を行われている患者が、外
出、退院や転院となり持続注射を継続するため
には地域との連携が重要である。そこで、当院
でのPCAポンプを用いたオピオイド鎮痛薬での
疼痛緩和が行われたがん患者のPCAポンプ調
製状況および転帰を調査し、地域連携における
課題を検討する。

年齢、性別、がん種、転移の有無、切り替え前
のオピオイド鎮痛薬の種類、オピオイド鎮痛薬
（注射薬）への切り替え理由、PCA使用理由、退
院後の転帰、退院後の連携医療機関、入退院
日、死亡日、訪問診療の初回訪問日、TPN併用
の有無、在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の算
定状況、医療相談センター介入までの日数、退
院前カンファレンスの有無、PCA調製回数、調
製日、ポンプの種類、全量、流速、オピオイド鎮
痛薬（注射薬）の種類、1日投与量、調製日数、
調査期間中の緩和ケアチーム依頼患者数、依
頼内容

25例

第4619号
正常圧水頭症における脳
血流シンチグラフィの画
像所見の検討

2019年12月24日 2021年3月31日
放射線医学

松下　彰一郎

臨床所見、頭部MRI所、
99mTc-ECDを用いた脳血
流シンチグラフィ所見によ
り正常圧水頭症の可能性
が高いと考えられた症例

2010年1月1日～
2019年9月30日

正常圧水頭症は脳室内の過剰な脳脊髄液貯留
を特徴とする疾患である。正常圧水頭症では①
歩行困難、②排尿障害、③認知機能の低下を3
兆候が主な兆候として認められる。正常圧水頭
症の画像診断としては頭部MRI、脳血流シンチ
グラフィが行われる。脳血流シンチグラフィでは
前頭葉、大脳びまん性、Sylvius裂周囲、脳梁周
囲の脳血流低下が起こると報告されている。ま
た、脳溝狭小化による頭頂部の相対的な血流
増加と周囲の脳血流低下(カッパサイン)も報告
されている。一方、99mTc-ECDを用いた脳血流
シンチグラフィではEZISを用いることにより脳血
流分布をデータベースと比較して評価すること
ができる。しかし、現時点ではカッパサインの出
現頻度についての報告は少ない。また、
Alzheimer型認知症など他に認知機能低下を生
じる疾患の合併頻度についての報告は少ない。
本検討は正常圧水頭症におけるカッパサインの
出現頻度、EZISにおける各種スコアの数値、脳
内各部位の血流量の評価を行うとともにカッパ
サインとの関係を検討することである。

年齢、性別、既往歴、発症時期、臨床症状①歩
行困難、②排尿障害、③認知機能の低下、頭部
MRI所見、脳血流シンチグラフィ所見、認知症治
療薬、脳脊髄液の性状や圧、脳脊髄液排除試
験の結果、脳脊髄液持続排除試験の結果、手
術結果

40例
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第4620号

StageⅡ、Ⅲ、Ⅳ胃癌の腫
大したリンパ節のOSNA
法併用による予後予測因
子の検討

2019年12月20日 2021年3月31日
消化器病センター

【東横病院】
佐々木　貴浩

胃癌症例

2018年2月1日～
2019年12月1日

One Step Nucleic acid Amplification(OSNA)法
は、CK19mRNAをマーカーとし、検体の可溶化
から遺伝子増幅までをOneStepで行う、リンパ節
転移検査法の1種である。現在、乳癌、大腸癌、
胃癌、非小細胞肺癌で保険適用されており、大
腸癌では通常の病理検査と比較してより正確な
転移判定が可能で、stageⅡ大腸癌の17.6%が
OSNA法の併用でstageⅢへup stageすると報告
もされている。保険収載はされているが、胃癌に
おけるOSNA法の意義については報告が少な
く、今回、当院で施行された手術について、切除
されたリンパ節で、HE染色およびOSNA法での
病理検査を施行し、up stageの有無を検索する
とともに、予後予側因子としての意義を検討す
る。

年齢、性別、腫瘍の一、深達度、胃癌のstage、
HE染色およびOSNA法のリンパ節転移の有無

50例

第4623号

頸部頸動脈狭窄症に対
するステント留置術にお
ける側副血行の発達度と
術後の過灌流発生の相
関

2019年12月20日 2020年3月31日
外科学（脳神経外科）

【多摩病院】
森嶋　啓之

頸部頸動脈狭窄症

2012年7月1日～
2019年8月31日

頸部頸動脈狭窄症に対するステント留置術の周
術期合併症の中で、頻度は少ないが最も重症
なものが過灌流小症候群である。軽症は高次脳
機能障害から重症は脳出血に至り治療予後に
大きく関与する。過灌流症候群の治療は血圧管
理のみであり、発症の予測が重要である。発症
の予測因子は罹患した病側の大脳半球の脳血
流予備能の低下や側副血行の不良などがあ
る。側副血行の発達度（不良・中等度・良好）と
術後の過灌流発生の相関について経皮的持続
的局所混合血酸素飽和度をモニターし脳血流
の推移を評価。

年齢、性別、既往歴、罹患した頸動脈の左右、
狭窄度、狭窄プラークの性状、治療の際に使用
したデバイス、術後の残存狭窄度、周術期の血
圧管理および術中～術後の持続的局所混合血
酸素飽和度の推移

56例

第4624号
不安定プラークを伴う頸
動脈狭窄症に対するダブ
ルステントの有用性

2019年12月23日 2022年12月31日
内科学(脳神経内科)

【東横病院】
臼杵　乃理子

内頚動脈頸動脈狭窄症

2008年6月1日～
2018年5月31日

頸動脈狭窄症に対するステント留置術(以
下,CAS)は、20O7年9月保険収載後、頸動脈内
膜剥離術に代わる低侵襲な治療として普及して
きた。多量の不安定プラークにおいて遠位塞栓
合併のリスクが高い。当施設では,多量の不安
定プラークを伴う頸動脈狭窄症に対するCASに
おいて,open cell stentとclosed cell stentの2枚
を重ねるdouble stenting法を用いている。今
回,double stenting法によるCASにおける塞栓性
合併症の予防効果および中長期予後を明らか
にすることを目的とした。

収集する情報、患者背景因子(年齢、性別、基
礎疾患の有無等)、頸動脈狭窄による症候の有
無、狭窄率、症候の発生から治療までの期間、
周術期抗血栓療法の有無とその種類、使用ス
テントの種類と数、遠位塞栓予防デバイスの有
無とその種類、周術期合併症(すべての脳卒中,
過灌流症候群,心筋梗塞,死亡)、ステント内血栓
症・プラーク逸脱、再狭窄の有無、周術期以降
の同側脳梗塞、再治療の有無,追跡可能期間内
における最終転帰、死因(死亡の場合)

100例
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第4625号
骨髄異形成症候群にお
ける非感染性肺合併症
の臨床病理学的検討

2020年1月7日 2020年3月31日

内科学
（血液・腫瘍内科）

【西部病院】
松縄　学

骨髄異形成症候群

2010年1月1日～2017年9
月30日

骨髄異形成症候群に合併する肺疾患は感染性
肺疾患が大半であるが、非感染性肺疾患もまれ
ではない。骨髄異形成症候群に合併した非感染
性肺疾患については系統的に解析された報告
はなく、詳細は明らかになっていない。このため
当院で骨髄異形成症候群に合併した非感染性
肺疾患の検討を行う計画をした。非感染性肺疾
患を合併する骨髄異形成症候群の病型、染色
体異常および非感染性肺疾患の病型、治療、
予後についての新たな知見を得ることを目的と
して臨床病理的な検討を行う。

臨床所見：年齢、性別、病歴に関する情報（喫
煙、既往歴、膠原病、皮膚病変の有無、臨床病
期等）
血液所見：血算、白血球分画、肝腎機能、炎症
反応等
骨髄所見：有核細胞数、分画、フローサイトメト
リー、染色体異常等
肺病理学的所見：HE、免疫組織学的所見
画像所見：胸部レントゲン検査、CT検査
治療：骨髄異形成症候群に対する治療、肺病変
に対する投与薬剤、治療反応性・予後

5例

第4627号
慢性活動性EBウイルス
感染症患者における
QOL(生活の質)実態調査

2020年1月14日 2023年12月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）新井　文子

第4629号

逆漏斗型中枢ネックを有
する腹部大動脈瘤に対す
るAFXステントグラフトシ
ステムの有用性を検討す
る多施設後ろ向き観察研
究

2020年1月14日 2025年3月31日
放射線医学
小川　普久

第4634号
先天性胆道拡張症にお
ける長期予後

2019年12月26日 2021年3月31日
外科学

（小児外科）
大山　慧

先天性胆道拡張症、膵胆
管合流異常症、総胆管拡
張症

1980年1月1日～
2019年12月1日

先天性胆道拡張症（CBD）は小児外科胆道疾患
における代表疾患である。現在、その長期予後
において発がん、肝内結石による胆道炎など
様々な長期合併症が問題となっている。そこで、
当院でのCBDにおける長期予後経過における
問題点を調査し、当院での手術術式の違いによ
る長期予後の差なども検討し学会発表、論文報
告を行う。

手術時年齢、術前の全身状態、合併症の有無、
現在の健康、発達状態、手術術式、併存疾患

40例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4627.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4629.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4627.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4627.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4627.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4629.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4629.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4629.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4627.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4627.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4629.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4629.pdf
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第4639号

臨床検査値を用いた処方
鑑査が必要な薬剤への
注意喚起による疑義照会
内容の変化の調査

2020年1月17日 2020年12月31日
薬剤部

【多摩病院】
石川　春奈

疾患名の限定なし

2018年3月1日～2018年3
月31日
2019年3月1日～2020年3
月31日

安全な薬物療法を提供するために、薬剤師は
患者の状態を考慮した処方鑑査を行う事が求め
られている。川崎市立多摩病院では病棟薬剤
業務において患者の状態に応じた処方鑑査を
行っているが、夜間や休日に新たな薬剤が処方
された場合、病棟薬剤師の確認が事後となる。
そこで、調剤時にリン用検査値を含めた統一性
のある処方鑑査を行う事を目的に、医薬品別に
処方・注射箋および調剤棚へ注意喚起表示を
行った。表示前後における疑義照会内容の調
査を行う。

疑義照会件数、処方変更件数、疑義照会理由、
疑義照会対象薬

2018年
処方6424枚
注射8782枚

2019年
処方6646枚
注射9088枚

2020年
処方5751枚
注射8307枚

第4640号
術前化学療法を施行され
た乳癌症例におけるｐCR
率と予測因子の検討

2020年1月20日 2023年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
小島　康幸

乳癌

2011年1月1日～
2019年11月31日

乳がんに対して術前化学療法を行う際、pCR率
の向上や予後の改善が期待されるが乳癌の
subtypeによってpCR率は異なり、予後の改善に
寄与するか否か未だ確定していない。時代の変
遷と共に新薬が登揚し、例えばHER2陽性乳癌
であれば、NeoSphere試験において従来の標準
治療である術前化学療法にpertuzumabを併用
することによりpCR率が21.5%から39.3%と有意に
改善を認めていた。一方で、APHINITY試験の
長期成績をみると、術後治療という違いはある
がpcrtuzumabの上乗せ効果は限定的で、特に
NO症例では元々予後が良い患者集団であるた
め、pertuzumabを上乗せする必要がないことが
示された。StageやSubtypeといった患者背景因
子と術前術後の治療効果を見直し、予後とあわ
せて検討することで、エビデンスに照らしながら
当科としての至適な治療方針を整理する必要が
ある。

臨床所見、画像所見、病理学的所見 1,500例

第4643号

心肺停止蘇生後患者に
おける1型心筋梗塞の診
断能を向上させるための
研究

2020年1月16日 2023年3月31日
内科学

（循環器内科）
小德　のぞみ

心肺停止蘇生後に緊急冠
動脈造影を施行した患者

2015年1月1日～
2017年12月31日

自然発生による心筋梗塞は冠動脈プラークの
破綻により引き起こされ、冠動脈内血栓が形成
された病態であり、1型心筋梗塞と定義されてい
る。1型心筋梗塞に対しては早期の冠動脈造影
による同定と、適切な再灌流療法がいつ用とな
る。この研究の目的は、心肺停止蘇生後患者に
おいて1型心筋梗塞の診断能を向上させるため
に、予測因子を評価することにある。

冠動脈造影所見、心肺停止状況、生理学的・画
像検査、臨床検査値、患者背景、観察終了日、
死亡の有無、心肺停止原因

120例
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第4645号
当院における産科危機的
出血の検討

2020年1月14日 2020年12月31日
産婦人科学
本間　千夏

産科危機的出血

2010年1月1日～
2018年12月31日

本邦の妊産婦死亡率は、周産期管理の進歩に
より著明に低下してきている。しかし、産科
出血は今も妊産婦死亡の主因である。出血によ
る母体への影響は、母体の循環血漿量に依存
し、同じ出血量でも妊娠週数が早い方がショック
バイタルとなる可能性が大きいと考えられる。妊
娠週数に応じた産後危機的出血の定義の設定
を目的とした研究はこれまでに見受けられな
い。また当院に搬送される産科危機的出血のう
ち、Shock　Index：SIの概念の普及により、出血
量が少ないうちに搬送される症例がある一方
で、大量輸液によりSIは保たれているものの希
釈性凝固障害が進行してから搬送される症例も
ある。SIのみに頼らない判断基準を設定するこ
とを目的とした検討が必要である。さらに、胎盤
早期剥離に伴う母体出血は、分娩後に判明する
軽微なものから、胎児死亡や大量出血に至る重
篤なものまで臨床像に幅がある。母体死亡に
至った胎盤早期剥離のすべてがconcealed type
だったという報告があり、どのような症例が重篤
な母体出血を呈するのか明らかにする必要が
ある。

妊娠週数、バイタルサインの変化、出血量、輸
液量、輸血量、外科的治療の内容

200例

第4647号
パーキンソン病の周術期
管理方法の検討

2020年1月16日 2022年3月31日
内科学

（脳神経内科）
眞木　二葉

周術期管理を要したパー
キンソン病

2013年6月1日～
2019年11月30日

近年、パーキンソン病患者が高齢化しており、
他疾患にて手術を受けることが多くなっている。
周術期には、悪性症候群の予防のために内服
を点滴に置換する必要があるが、具体的な置換
方法に関するエビデンスは少なくコンセンサスも
ない。また、周術期管理は複数の科が関与する
ため、適切な管理の在り方についても明確にす
る必要がある。本研究の億滴は、指摘周術期管
理の在り方を明らかにすることにある。

年齢、性別、絶飲食および手術の原因疾患、入
院前の内服およびLED、絶飲食前の抗パーキン
ソン病薬、使用したL-ドパ注射剤量、周術期の
合併症

100例

第4649号
Ⅲ型胆道閉鎖症における
肝門部胆管と黄疸消失の
関係

2020年3月3日 2020年6月1日
外科学

（小児外科）
助教　大林　樹真

葛西手術を行ったⅢ型胆
道閉鎖症

1976年1月1日～
2019年8月1日

胆道閉鎖症は肝移植が行われるようになり予後
は改善してきているが、自己肝生存率が約60％
程度である。肝門部空腸吻合術（葛西手術）が
行われ、肝門部病理の評価が自己肝生存率や
予後に関連するという報告があるが、いまだ
言っての見解がない。今回我々はⅢ型胆道閉
鎖症における肝門部繊維結合識内胆管と術後
黄疸消失に関連があるのかを検討するととも
に、その成因を考察することを目的とする。

術後に黄疸消失（総ビリルビン（T-bil)＜2.0ｍｇ/
ｄｌ）した症例をGroup A、黄疸消失しなかった症
例をGroup Bとする。性別、手術日齢、術前T-bil
値、肝門部胆管の有無、肝門部胆管経、肝門部
胆管数を比較する。

28例
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第4652号

3次元手術プランニングソ
フトでCTデータから再構
築された3次元モデルに
よる人工膝関節置換術の
術前・術後の評価

2020年1月21日 2020年12月31日
整形外科学
【多摩病院】
大沼　弘幸

変形性膝関節症、関節リ
ウマチによる膝障害にて
人工膝関節置換術を受け
た症例

2015年4月1日～
2019年9月30日

人工膝関節置換術(TKA)のコンポーネントの設
置精度向上はTKA術後成績向上に重要であ
る。設置精度を高めるためには手術プランニン
グが重要である。3次元モデルは2次元画像より
詳細な手術プランニングが可能である。また、よ
り精度の高い術後評価も可能であることから、
より精度の高い、理想的なコンポーネントの設
置につながる可能性がある。研究の目的はCT
データと3次元手術プランニングソフトで手術プ
ランニングを施行したTKA症例の術前・術後を
同ソフトで再構築された3次元モデルで評価し、
検討することである。このソフトを用いて、大腿
骨・脛骨の形熊学的計測、人工関節インプラント
の設置位置の計測を行い評価する。

骨形態の評価、TKA術後の設置精度の評価 200例

第4657号

易感染性宿主に対する人
工膝関節置換術の抗菌
薬含有骨セメントの使用
経験健常者の人工膝関
節置換術感染率に抑える
ことができるか

2020年2月4日 2020年12月31日
整形外科学
【多摩病院】
大沼　弘幸

変形壊死膝関節症、関節
リウマチによる膝障害にて
初回人工関節置換術を受
けた症例

2016年2月1日～
2019年9月30日

人工膝関節置換術（TKA）の手術部位感染
(SSI）は1%程度発生L、糖尿病合併例やステロイ
ド剤を使用している関節リウマチ患者のSSI発生
率は有意に高いとされている。しかし、近年SSI
の予防のための抗菌薬静脈内予防投与期間が
徐々に短くなっている。予防投与終了後に歯ブ
ラシで菌血症が起きると、SSIの発症リスクとな
りえる。易感染性宿主におけるTKAのSSI発生
率を、易感染性宿主でない健常人のSSI発生率
と同等にすることが重要であり、易感染性宿主
TKAのSSIの発生率を下げるためにTKAのイン
プラント固定の際に、ヨーロッパでは抗菌薬入り
セメントを初回手術で使用するのが一般的と
なっている抗菌薬含有セメントが用いられた易
感染性宿主TKAのSSI発生率を健常人TKAの
SSIの発生率と比較することである。

術後1年間のSSIと人工関節のゆるみの発生
率、白血球数（WBC)、CRP値

90例
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第4659号
慢性腎臓病患者における
CT画像の大腰筋面積と
腎予後の関連性について

2020年1月20日 2020年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
小波津　香織

慢性腎臓病教育入院にお
いて慢性腎臓病に関連す
る採血項目・画像検査を施
行された慢性腎臓病患者

2011年1月1日～
2019年4月30日

高齢化が進む現在、慢性腎臓病患者でも例外
ではなく,平均年齢の高齢化がみられている。サ
ルコペニアやフレイルの合併も増え、慢性腎臓
病においてはそのステージが進むにつれて、そ
の割合が増えることが報告されている。筋肉量
はサルコペニアの指標に含まれ、評価方法とし
てこれまで上腕周囲長、生体電気インピーダン
ス法、二重エネルギーX線吸収法などが用いら
れてきたが、CTにおける大腰筋面積値の測定
も注目されている。がん患者においてはCTにお
ける大腰筋面積値と悪液質の進展との関連性
が示されており、客観性や正確性で高い有用性
が報告されている、慢性腎不全患者において
は、これまで筋力と腎予後を検討した報告はあ
るが、筋肉量との関連は報告されていない。そ
こで今回我々は、保存期の慢性腎臓病患者に
おいて、CTの大腰筋面積値を測定し、身体機
能、および腎予後との関連性、そこに関わる囚
子を抽出し、横断的に観察する事を目的とす
る。

患者背景（年齢・性別・原疾患・糖尿病の有無、
CKDstage・身体機能、ADL、Charlson依存疾患
指数）、血液検査所見（eGFR、BMI、Hb、Alb、
BUN、Cr、iP、iPTLL、CRP）

413例

第4665号
透析患者における泌尿器
科癌症例の検討

2020年1月28日 2025年12月31日
腎泌尿器外科学

丸井　祐二

維持透析中に罹患した泌
尿器科癌患者

1989年1月1日～
2019年12月31日

維持透析中に発症した泌尿器科癌症例につい
て、適正な治療方法を検討することを目的とす
る。現在においても、維持透析患者はその余命
の短さと、腎機能喪失により薬剤クリアランスの
著明な減少、および心血管合併症の頻度が高
いことから、施設によっては、侵襲のある手術や
抗癌剤を含む積極的薬剤使用が躊躇される傾
向がある、しかし、長期透析患者では約10倍の
発症率と言われる腎癌など、泌尿器科癌の発症
は逆に増加傾向にある。当院では、腎臓内科、
麻酔科、循環器科を含む多数の科の協力が得
られ、透析室、集中治療室を含む病棟における
透析患者管理の習熟から、積極的な泌尿器科
癌診療を行ってきた。そこで我々の経験を後方
視的に集計し、透析歴を有しない泌尿器癌診療
と比較し、どのような違いがあるか、どのような
工夫が必要かを検討することは、今後の透析患
者の泌尿器科がん診療に大きく貢献すると考え
られる。

発症時の年齢、透析歴、診断に至る経過、病
期、病理組織、治療、治療の副作用と効果、合
併症、予後

300例
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第4666号
腎移植患者の身体機能
について

2020年2月26日 2020年12月13日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
今井　直彦

腎移植

2008年1月1日～
2019年12月31日

末期腎不全患者の多くは身体機能が低下して
いる。腎移植により腎機能の改善に伴い、身体
機能も改善することが期待される。当院におい
て腎移植を施行した患者において、身体機能が
測定されている患者につき、その歩行速度、握
力、下肢筋力などを抽出し、その腎移植との関
係を明らかにする。

性別、年齢、腎機能、歩行速度、握力、下肢筋
力

150例

第4672号

思春期・若年がん患者等
を対象とした日本がん・生
殖医療登録システムによ
る治療成績解析

2020年2月28日 2026年3月31日
産婦人科学

鈴木　直

第4674号

術後再建腸管症例に対
するショートタイプシング
ルバルーン内視鏡
（Short-SBE）を用いた
ERCP関連手技の後ろ向
き多施設共同研究

2020年2月10日 2021年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中原　一有

術後再建腸管症例に対し
てショートシングルバルー
ン内視鏡を用いてERCP関
連手技を施行した症例

2011年9月1日～
2019年4月30日

術後再建腸管症例におけるERCPは、
吻合部からの距離,屈曲などの特殊な解剖学的
特性に加えて術後癒着のため従来の内視鏡で
は盲端部への挿入、乳頭や胆管・膵管空腸吻
合部への到達が困難であり、さらには胆管カ
ニュレーション、その後の治療とそれぞれの場
面において、十二指腸鏡を用いた通常解剖にお
ける処置よりも困難であると考えられており、治
療成績は満足のいくものではなかった。そのた
め内視鏡治療ではなく、経皮的治療や外科的治
療が選択されることも多かった。小腸疾患の診
断・治療目的に開発されたバルーン内視鏡（BE)
が登場し、バルーン式内視鏡を応用したBE-
assistedERCPの有用性が報告された。シングル
バルーン内視鏡を用いたERCP関連手技の有用
性についても報告され、さらにはworking length
が152cm,working channelが3.2mmのショートタイ
プシングルバルーン内視鏡(short SBE)が開発
され、ERCP処置時に使用できるデバイスが増
え、その有用性についても報告されてきた。当
院でも日常診療で行われている手技である。多
施設・多数例での治療成績の報告がないため、
今回short SBEを用いたERCP関連手技におけ
る有用性・安全性が証明できれば、手術などと
比べ低侵襲であるこの手技がさらに確立する可
能性があり、本研究を計画する。

患者背景、血液検査、尿検査、血圧、脈拍、体
温呼吸状態、調査項目、有害事象、副作用、
ERCP後の経過追跡、

200例
（1,000例）

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4672
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第4675号
大腸内視鏡検体における
腸管スピロヘータの検討

2020年3月2日 2022年3月31日
診断病理

【多摩病院】
有泉　泰

大腸内視鏡生検および内
視鏡下で切除（EMR、ポリ
ペクトミー）された材料

2019年4月1日～
2020年3月31日

腸管スピロへータ症はBrachyspira属グラム陰性
桿菌を原因菌とする人畜感染症で,ヒトに感染す
ることが知られている.我が国ではその報告はま
だ少ない,今回,川崎市立多摩病院及び聖マリア
ンナ医科大学病院で腸管スピロヘータの感染頻
度や臨床病理学的事項を検討する。

腸管スピロヘータの有無、性別、年齢、腹部症
状などの臨床症状の有無、背景の基礎疾患、
内視鏡目的などの臨床病理学的事項

1,557例

第4678号
関節リウマチ患者におけ
るMTX中止理由の検討

2020年2月10日 2023年3月30日
内科学

（リ・膠・ア内科）
永渕　裕子

関節リウマチ

2005年1月1日～
2019年10月30日

関節リウマチを発症した患者は初回治療として
7-8割がMTXの投与を受けている。MTX治療が
継続できない理由は有害事象以外にも挙児希
望や高齢、腎機能、内服のコンプライアンス不
良や悪性腫瘍、感染症などの合併症など様々
である。これらは通常の薬剤の有害事象報告か
らは抽出できないものも多い。当科における関
節リウマチ患者におけるMTX中止症例について
その理由と頻度、臨床的特徴を明らかにするた
め検討を行う。

年齢、性別、RAの発症年月、RA罹病期間、
MTX中止理由、中止までのMTX投与期間、臨床
経過、中止理由の経緯、その後の薬剤変更

800例

第4679号

経カテーテル的大動脈弁
留置術後における従来型
ペースメーカーとリードレ
スペースメーカーの臨床
成績の比較

2020年2月10日 2021年12月31日

内科学
（循環器内科）
【西部病院】
奥山　和明

大動脈弁狭窄症

2016年1月1日～
2019年6月1日

超高齢化社会を迎え、大動脈弁狭窄症（AS)は
頻度の高い弁膜症の一つである。経カテーテル
大動脈弁留置術（TAVI）は開胸することなくAS
を根治できる新しいカテーテル治療であり、その
適応は外科手術困難例やハイリスク症例のみ
ならず中等度リスクへと拡大しつつある。術後の
完全房室ブロックは本治療においてよく見られ
る合併症であり、ペースメーカー留置はいまだ
に高い割合で行われている。リードレスペース
メーカーは2017年に本邦でも薬事承認された比
較的新しいデバイスである、リードやポケット作
成を必要とせず、低侵襲な点から高齢でFrailty
の高いTAVI患者に適すると思われるがTAVI患
者への植え込みのデータはまだ不明である。本
研究ではペースメーカー植え込みとなったTAVI
患者において、従来型ペースメーカーとリード
ペースメーカーーの臨床成績について比較す
る。

年齢、性別、身長、体重、既往歴、内服薬、血液
データ（ヘモグロビン、血小板、アルブミン、PT-
INR、BNP、NT-proBNP、クレアチニン）、術前経
胸壁心エコー（大動脈弁狭窄症重症度・弁膜
症・EFの評価）、留置されたペースメーカーの種
類（DDD、リードレスペースメーカー）、TAVI・
ペースメーカー留置における手技の詳細（合併
症、使用弁、弁輪周囲逆流、手技成否）術後半
年以内の脂肪、心不全、再入院

30例
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第4681号
当院における臓器・組織
提供の不成立の理由を
紐解く～記述研究～

2020年2月20日 2020年3月31日
看護部【西部病院】

阿部　都世子

当院において、臓器・組織
提供の可能性があり、移
植支援室に連絡を入れた
症例

2010年1月1日～
2019年12月31日

2010年の臓器移植法案改定後より、臓器提供
は一定の増加傾向を認めている。当院において
も、2010年以降10件（心停止下4件、脳死下6
件）、124件の角膜提供を含む組織提供（組織提
供2件、角膜提供123件）の実績件数を重ねてき
た。一方、不成立となった件数も数多く存在して
いる。本研究の目的は、当院で不成立もしくは
限定的な対応となった症例の現状把握をするこ
とである。

救急搬入・入院・死亡・移植支援室への入電年
月日、年齢、疾患名、提供動機、不成立の理
由、提供臓器・組織

200例

第4683号
緩和ケアチーム対象患者
における管理栄養士の介
入に関する研究

2020年2月28日 2024年3月31日
栄養部

柴田　みち

緩和ケアチームが介入し
た患者のうち「個別栄養食
事管理加算」を算定した患
者

2018年4月1日～
2019年3月31日

平成30年度の診療報酬改定にともない、緩和ケ
ア加算に「個別栄養食事加算」の算定が可能と
なり、専任管理栄養士の配置を開始した。専任
管理栄養士による介入を行った患者の情報を
収集し、患者のニーズおよび管理栄養士の役割
について考察することを目的とする。

年齢、性別、診療科、病名および病期分類、治
療法、緩和ケアチームの依頼目的、介入回数、
介入時点での栄養補給法、食種、食事調整内
容、転帰

300例

第4685号
片頭痛に対する半夏白朮
天麻湯の効果についての
検討

2020年2月17日 2021年3月31日
内科学

（脳神経内科）
秋山　久尚

片頭痛

2018年11月1日～
2020年1月31日

半夏白朮天麻湯は医長が虚弱な、頭痛、下肢
の冷え、めまいの治療に用いられるが、成人片
頭痛への有効性の既報告例は皆無である。まっ
た、本邦における慢性頭痛ガイドラインでも半夏
白朮天麻湯は推奨されていない。これを鑑み、
本研究では、この片頭痛に対する半夏白朮天
麻湯の投与例を対象に、その有効性と安全性を
後方視的に検討する。

年齢、性別、頭痛診断名、共存頭痛の有無とそ
の診断名、共存賞の有無、頭痛罹患期間、片頭
痛予防薬と発作頓挫薬の使用歴、半夏白朮天
麻湯の投薬開始日と終了日及び投薬量、1ヶ月
あたりの頭痛日数と頭痛回数及び頭痛発作頓
挫薬使用回数、半夏白朮天麻湯の副作用の有
無

15例

第4687号
トルコ鞍部腫瘍における
手術と予後の解析

2020年2月21日 2022年12月31日
脳神経外科学

高砂　浩史

トルコ鞍部腫瘍

2010年1月1日～
2019年12月31日

トルコ鞍部には多彩な腫瘍が発生する。周辺や
発生母地として下垂体や視床下部など内分泌
中枢や視神経、眼球運動に関する神経、内頸
動脈や海綿静脈洞などが存在する。そのため
診断や治療に苦慮することも少なくない。適切な
診断と病態に合わせた適切な治療方法の選
択、リスクを知ることなどが重要で、今後の同病
変に対する治療に頁献する。

年齢、性別、主微候、腫瘍サイズ、視機能検査
結果、血液検査結果、内分泌検査結果、体積、
画像所見、手術方法、手術モニタリング所見、
病理所見、放射線治療、予後、合併症

250例
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第4693号
気管支拡張症合併難治
性喘息の実態調査 2020年5月15日 2024年12月31日

内科学
（呼吸器内科）

峯下　昌道

第4697号
難治てんかん治療におけ
る外科治療と予後の解析

2020年2月28日 2022年12月31日
脳神経外科学

太組　一朗

難治てんかん（薬剤抵抗
性てんかん）

2017年4月1日～
2019年12月31日

国内100万人とされるてんかん患者の30%は薬
剤抵抗性である。代表的な外科治療としては、
側頭葉てんかんに対する側頭葉切除(根治手
術)、転倒発作を有する難治てんかんに対して
は脳梁離断(緩和手術)がそれぞれ適応される。
適切に診断し、病態に合わせた治療方法を選択
し、リスクを知ることが重要である。本研究では
治療率向上と合併症逓減にむけた要素抽出を
行い、外科治療安全性向上に貢献する。

患者午齢、性別、主徴候、てんかん分類、視機
能検査結果、血液検査結果、脳波検査結果、画
像所見、手術方法、術中モニタリング所見、病
理所見、予後、合併症

100例

第4701号
巨細胞性動脈炎の大型
血管病変

2020年2月28日 2020年12月31日
外科学

（心臓血管外科）
千葉　清

側頭動脈炎をはじめとする
頭蓋内外の頸動脈分枝に
典型的なＧＣＡ病変を有す
ることが病理組織学的に
確認された大型血管炎病
変（cranial GCA with 
established extracranial 
involvement; C-GCA with 
EECI）の手術標本ないし解
剖標本と、頭蓋内外の頸
動脈分枝には血管病変を
有さず大型血管のみ病変
を有するＧＣＡ症例
（extracranial GCA; ED-
GCA）の手術標本ないし解
剖標本、および１９９２年１
月１日～２０１９年３月３１
日までの期間、高安動脈
炎と病理組織学的に確認
された大型血管炎病変の
手術標本ないし解剖標本
を対象とする。

2003年1月1日～
2019年3月31日

大型血管炎の領域では、高安動脈炎と巨細胞
性動脈炎（ＧＣＡ）との異同が問題となっている。
高安動脈炎と巨細胞性動脈炎（ＧＣＡ）との異同
について検討するため、ＧＣＡの大型血管炎の
病理組織学的特徴を明らかにすることを目的と
する。

病理組織材料、性別、年齢、身体、理学的所
見、血液・生化学検査、感染症検査

1例
（全体15例）

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4693.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4693.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4693.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4693.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4693.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4693.pdf
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第4702号
弓部大動脈瘤治療　術式
選択とその治療成績

2020年2月28日 2021年12月31日
外科学

（心臓血管外科）
千葉　清

弓部から遠位弓部大動脈
瘤における手術成績(但
し，破裂，急性解離，外
傷，感染例を除外する)

2009年7月1日～
2019年7月1日

弓部大動脈瘤における人工心肺を併使した上
行弓部大動脈置換術は確立された術式である．
それに対しステントグラフト手術を併用した
hybrid治療は，低侵襲を理由に導入されたが、
中枢神経系の合併が問題視されている．当院で
これまで行ってきた同疾患に対するこの2つの術
式の成績を評価することで術式選択の妥当性を
評価し、今後の手術戦略の向上に繋げる研究と
して行う。

年齢　入院期間　人工呼吸器装着時間、Critical 
Care Unit滞在時間並びに術後の神経学的合併
症の有無、30日及び入院死亡率

95例

第4706号
Prothrombin complex 
concentrateに関する観
察研究

2020年3月23日 2021年3月31日
救急医学

森川　大樹

第4710号

川崎市における自損事故
による救急搬送事例調査
を用いた自殺企図による
救急搬送症例の解析
－精神科フォローアップ
の自殺再企図予防の有
用性について－

2020年3月30日 2022年3月31日
救急医学

藤谷　茂樹

第4711号
皮膚リンパ腫臨床統計調
査研究

2020年4月14日 2023年12月31日
皮膚科学

宮垣　朝光

第4714号

多施設における自動算出
早期警告スコアの評価　
RRSシステムでの活用

2022年2月14日 2026年12月31日
:救急医学
吉田　徹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4706.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4710.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4711.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4714

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4706.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4706.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4706.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4710.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4710.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4710.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4706.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4706.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4710.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4710.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4711.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4711.pdf
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第4721号
多発脳血管領域脳梗塞
例の塞栓源についての検
討

2020年3月18日 2021年3月31日
内科学

（脳神経内科）
秋山　久尚

多発脳血管領域脳梗塞

2014年4月1日～
2020年2月29日

多発脳血管領域脳梗塞例は塞栓性機序が主に
考えられ、その塞栓源(原因)は、心房細動や卵
円孔開存に代表される心原性脳塞栓症、大動
脈原性脳塞栓症、悪性腫瘍に関連したトルーソ
症候群など多岐にわたる。近年、このなかでも
頭部MRI(DWI)画像において3領域徴候(両側前
方および後方循環DWI病変を呈する場合は、ト
ルーソ症候群によることが心房細動と比較し6倍
多いと報告されたが、その有用性は十分に確認
されていない。これに鑑み、当院における多発
脳血管領域脳梗寒例の塞栓源について検討
し、その再現性を検証することを目的とする。

患者背景（年齢、性別、脳梗塞病型-最終診断、
危険因子、悪性腫瘍の有無、採血データ、ホル
ター心電図所見、頚動脈、心臓・下肢静脈超音
波所見

120例

第4722号
婦人科がん治療後（外科
的閉経を中心とした）ヘル
スケアの現状

2020年3月18日 2025年12月31日
産婦人科学
澤田　紫乃

子宮頸癌、子宮体癌、卵
巣癌、卵管癌

2012年1月1日～
2019年12月31日

外科的閉経による、女性ホルモン欠落症状に
よって患者のQOLが損われている可能性があ
る。女性ホルモン欠落により高血圧、脂質異常
症、骨粗鬆症の罹患率は高くなり、生命予後ま
でも短くなるとされる。外科的閉経だけでなく、放
射線療法や化学療法にて閉経となった患者も同
様である。女性医学的観点から患者に必要な検
査や治療が行われているかを後方視的に検討
する。

血圧、脂質代謝、糖代謝、骨代謝、精神症状の
確認やホルモン補充療法や骨粗鬆症や脂質代
謝異常の治療が行われているか

800例

第4729号

ECMO施行患者について
の全世界的症例登録調
査
-Extracorporeal Life 
Support Organization 
(ELSO)- 

2020年6月9日 2025年12月31日
救急医学

藤谷　茂樹
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4729.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4729.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4729.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4729.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4729.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4729.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4730号
合成2Dマンモグラフィの
新旧バージョンの違いに
よる描出能の比較

2020年4月2日 2020年12月31日

放射線科
【ブレスト＆イメージン
グ先端医療センター】

後藤　由香

対象期間内に当施設にて
診療および検診にて新旧
両方のバージョンにてDBT
を撮影した症例

2018年4月4日～
2020年2月29日

3Dマンモグラフィ（MG）であるデジタルブレストト
モシンセシス（DBT)のデータから2DMGを作成す
る合成2D（ｓ2D）がある。2017年12月に本施設に
導入した旧バージョン装置では再構成時間短縮
を目的に、元データを間引いて（ビニング処理）
分解能を落としてｓ2Dを再構成していたが2018
年11月にバージョンアップした新装置では、ビニ
ング処理を行わず2DMGと同等の分解能となり、
診断能向上が期待される。しかし新旧バージョ
ンの違いにより、画質や診断能を含めた有効性
を検証した研究はほぼ無い。そこで本研究の目
的は同一患者における新旧バージョンのｓ2Dを
MG,DBTと対比し、新バージョン装置のｓ2Dの有
効性を検証することである。

DBTを撮影した症例から得られる新旧バージョ
ンのｓ2Dの画質（コントラスト、粒状性、鮮鋭度を
総合的に判断）
画像再構成におけるｓ2D特有のアーチファクト
に関して、MGやDTB画像
画像情報（DICOM情報）から乳房圧、平均乳腺
線量
読影レポートより乳房の構成、所見に傾向がな
いか

300例

第4731号

腸管出血性大腸菌感染
症後に続発する溶血性尿
毒症症候群の発症・予後
規定因子を検討する症例
対照研究

2021年10月28日 2022年12月31日
小児科学

勝田　友博
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4731.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4733号
急性非代償性心不全の
実態に関する多施設観察
研究

2020年3月30日 2024年12月31日
薬理学

木田　圭亮

急性非代償性心不全にて
対象期間内に入院した20
歳以上の症例

2007年1月1日～
2019年12月31日

心不全は、あらゆる心臓病の終末像であり、予
後不良の症候群である。日本における死因別死
亡総数の順位では、心疾患による死亡は悪性
新生物(癌)に次ぎ2番日に多い。その中でも心
不全による死亡は心疾患の内訳のなかで最も
死亡数が多い疾患である。わが国の心不全に
関する大規模登録研究では、65歳以上の高齢
者の6～10%に心不全が認められ、生命予後だ
けでなく、慢性閉塞性肺疾患や腎機能障害を含
めた多数の併存疾患を合併することから、受診
率の増加・再発率の増加が報告されている。し
かし、高齢者心不全患者の増加にも関わらず、
その病態、治療に関するエビデンスは極めて不
足しており、特に急性非代償性心不全患者の背
景や病態、予後や治療方法について把握するこ
とは、今後の高齢化社会の進行に伴い、益々重
要になってくると考えられる。そこで、本邦にお
ける急性心不全急性期治療と予後との関係性
に関する多施設レジストリー研究として、すでに
完了したREALITY-AHF(当院参画)をはじめとし
て、NARA－HFstudy、WET-HF、MEIDAI-HFの4
つのレジストリーデータを組み合わせることで、
急性非代償性心不全で入院した患者における
背景や病態、心不金入院後の短期及び長期予
後、治療法などについて解析・検討
することを目的とした。

患者情報、血液・尿検査、心臓超音波検査、心
臓カテーテル検査、放射線検査・MRI検査・核医
学検査、その他の評価項目（入院時、退院時の
収縮期血圧、拡張期血圧、心拍数）

本学142例
（全体8,382例）

第4736号

日本人脳出血患者にお
ける適切な超急性期降圧
療法の探求：SAMURAI-
ICH研究とATACH2試験
の個別データ統合解析
SAMURAI-ICH + 
ATACH-2　統合解析研
究

2020年4月9日 2025年3月31日
内科学

（脳神経内科）
秋山　久尚

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4736.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4736.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4736.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4736.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4736.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4736.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4738号
がん診療における緩和ケ
ア希望者の臨床的特徴
の解析

2020年3月30日 2022年3月31日
神経精神科学

櫛野　宣久

悪性腫瘍、血液疾患およ
びALDS

2016年4月1日～
2019年3月31日

がんなどと診断された時から緩和ケアを導入す
ることがWHOや、本邦のがん対策基本法でも求
められている。しかしながら、十分な緩和ケアが
提供されていないこともまだ多く、終末期になっ
てからの緩和ケアチームへの依頼も日常的に
経験している。そのような状況を改善するために
どのような症状で患者が緩和ケアを必要と考え
るか調査し、適切な時期に緩和ケアを提案でき
る指標を明らかにしたい。

年齢、性別、各質問項目 2,386例

第4741号
C型肝炎ウイルス排除症
例に対する、ウイルス排
除の認識に対する調査

2020年4月8日 2021年6月30日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

第4743号

アジア系アメリカ人および
他人種における肝疾患の
疫学、自然経過および臨
床転帰

2020年4月20日 2029年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

第4745号
慢性腎臓病患者のPhAと
身体機能との関連

2020年3月30日 2023年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
櫻田　勉

慢性腎臓病教育入院にお
いて慢性腎臓病に関連す
る採血項目、画像検査、生
体電気インピーダンス法、
理学療法士による身体測
定を施行された慢性腎臓
病患者

2014年1月1日～
2020年2月1日

高齢化が進行するにつれ健康寿命を延長させ
ることが重要となっている現在、サルコベニアや
フレイルが注目されている。慢性腎臓病では、こ
れらのサルコペニアやフレイルを合併する頻度
が高くこれらは生命・腎予後とも関連する重要な
合併症である。近年、生体電気インピーダンス
法で求められた位相角（PhA）が一般集団にお
いて、サルコペニアの指標として有用であると報
告されている。しかし保存期慢性腎臓病(CKD)
患者において検討された報告は乏しい。そこで
我々は当院に教育入院を施行した保存期CKD
患者におけるPhAを含めた体組成と身体機能を
抽出し.それらの関連を縦断的に観察する事、ま
た関連する因子を抽出する事を日的とする.

身体機能（握力、膝伸展筋力・片脚立位時間・
歩行速度・SPPB）患者背景（年齢・性別・原疾
患・CKDstage・血液生化学検査所見・身体機能
検査所見）

400例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4741.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4743.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4741.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4741.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4741.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4741.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4741.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4743.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4743.pdf
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第4746号
透析導入時の性差による
大動脈石灰化と体組成と
の関連

2020年3月30日 2023年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
櫻田　勉

透析導入を行った患者に
おいて慢性腎臓病に関連
する採血項目、画像検査
を施行された慢性腎臓病
患者

2005年1月1日～
2020年3月1日

心血管疾患（CVD)は世界的に主要な死因の1つ
で、将来のCVDリスクの正確な評価は重要であ
る。そして末期腎疾患（ESRD）患者における
CVDのリスクは、一般集団の患者のそれよりも
はるかに大きい。CVDの発症リスクの高い
ESRD患者において、体脂肪と腹部大動脈石灰
化（AAC）との関連、また体脂肪分布の異なる男
女間でそれらに差が生じているのかを縦断的に
観察すること、また関連する因子を抽出すること
を目的とする。

患者背景（年齢、性別、原疾患、CKDstage、血
液生化学検査所見、身体機能検査所見）

800例

第4748号

乳癌腋窩リンパ節郭清術
における新しいデバイス
（HARMONIC　HD1000i　
20）の使用経験

2020年4月7日 2021年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
本吉　愛

乳癌

2019年10月1日～
2020年1月31日

2018年4月より、乳癌腋窩郭清術における超音
波凝固切開装置(USAD)加算が認められ、手術
時間の短縮，術中出血量の低下、およびドレー
ン排液量の低下による在院日数の低下を認め
たという報告も散見され、今後、腋窩郭清にお
いてUSADの使用は一般的になっていくことが考
えられる。その中でも、USADにおいては全く新
しい形状のデバイスであるHARMONIC HD1000i 
20は、まだ国内でも使用成績の報告がない。今
回、当院でのHARMONIC HDIOOOi 20の使用成
績を評価し報告する。

性別、年齢、術式、手術時間、入院時間、入院
日数、術後の合併症 50例

第4750号
大腸癌手術症例の治療
成績および予後因子の解
析

2020年4月10日 2023年12月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【東横病院】
古畑　智久

大腸癌

2010年1月1日～
2019年12月31日

本邦における大腸癌治療ガイドラインは、大腸
癌研究会にて作成されており、2～3年毎に改訂
されている。本学消化器・ー般外科ではガイドラ
インに則った治療を行うことを基本的な治療方
針としているが、患者さんの身体的、社会的要
因などにより、実際に行われる治療はガイドライ
ンどおりではない場合がある。また、全てのガイ
ドラインの記載が、高いエビデンスに基づいてい
るわけではなく、今後、解決すべきクリニカルク
エスチョンが未だに存在している。本研究では、
大腸癌手術症例の治療法、治療成績を検討す
ることによって、治療成績向上のための対策、
新たなクリニカルクエスチョンを考案することを
目的とする。

臨床病理学的因子、治療方法、ガイドライン遵
守状況、全生存期
間、無病生存期間、無再発生存期間、予後規定
因子

2,500例

第4751号

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）―

2020年4月23日 終了期間未定
内科学

（循環器内科）
原田　智雄

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4751.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4751.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4751.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4751.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4751.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4751.pdf
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第4752号

サルコイドーシス診断に
おけるEBUS-TBNA、
Elastographyの有用性に
関する後方的研究

2020年4月7日 2021年6月30日
内科学

（呼吸器内科）
 井上　健男

サルコイドーシスを疑う臨
床・画像経過を呈する患者
に対し、EBUS-TBNAおよ
びElastographyを施行した
症例

2017年2月1日～
2019年9月30日

EBUS-TBNAはサルコイドーシスを疑う患者の
組織診断方法として広く用いられる検査手法と
なってきているが、実臨床では、サルコイドーシ
ス患者に対するEBUS-TBNAで偽陰性をしばし
ば経験し、それらはリンパ節内の広範な線維化
が原因となっている可能性がある。Elastography
は近年新たに用いられるようになった手法で、
相対的な組織の弾性・歪みを測定する技法であ
り，呼吸器領域でも肺癌を疑う患者に対し、良悪
性を予測する有効な手法としての報告が増えて
いる。　近年、サルコイドーシス症例に対して
Elastographyを評価して、線維化との関連につ
いて論じた症例報告が一報報告されたが、サル
コイドーシスを疑う患者に対するElastographyの
有用性に関するまとまった報告はない。本研究
では過去に診断したサルコイドーシス症例の
EBUS-TBNAとElastographyの有用性につき後
方視的に検討する。

患者背景、血液検査所見、画像所見、気管支鏡
所見、エコー所見（B mode, Flow mode, ELST 
mode）、病理所見（リンパ節由来の組織面積、
線維組織面積、類上皮細胞肉芽腫面積、リンパ
組織面積）、細菌検査所見、有害事象、臨床経
過

30例
（全体40例）

第4766号

肝細胞がんに対するレン
バチニブの有用性と生存
期間に寄与する因子の多
施設共同研究

2020年5月1日 2025年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

第4767号
C型慢性肝疾患に対する
抗ウイルス治療後の他臓
器発癌に関する検討

2020年4月23日 2025年1月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

第4768号

リンパ管細静脈吻合術を
主体とした上肢・下肢リン
パ浮腫治療効果の評価
研究

2020年5月8日 2022年9月30日
形成外科学

関　征央

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4766.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4767.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4768.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4766.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4766.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4766.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4767.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4767.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4767.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4768.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4768.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4768.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4766.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4766.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4767.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4767.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4768.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4768.pdf
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第4773号

当院にて施行した検査及
び治療内視鏡受診者の
背景及び病理、治療等の
解析

2020年4月23日 2020年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
川島　亜貴世

当院にて検査および治療
を受けた内視鏡受信者

2015年5月3日～
2020年3月15日

当院は年間10000例程検査及び治療内視鏡を
行なっている。当センターにて施行した検査及
び治療内視鏡の内視鏡所見及び治療より様々
な疾患に応じて患者背景、病理結果、基礎疾
患、処方歴を解析することで疾患の特性、治療
成績、予後経過を解祈し現状と問題点を明らか
にそれらの改善への方策を検討する。

年齢・性別・内視鏡診断名・処置内容 80,000例

第4774号

非静脈瘤性上部消化管
出血症例において
Interventional radiology ・
外科手術への移行を要
するタイミングとそのリス
ク因子について

2020年4月20日 2022年12月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
佐藤　義典

非静脈瘤性上部消化管出
血にて入院加療を要した
症例

2008年1月1日～
2019年12月31日

非静脈瘤性上部消化管出血は消化器救急診療
において多く遭遇する疾患であり、緊急内視鏡
の良い適応となる。しかしながら中には内視鏡
的試験が困難であり、Interventional 
radiology(IVR)や外科手術への移行を要する症
例も存在する。そこで、当院における非静脈瘤
性上部消化管出血症例において、IVR・外科手
術を要した症例についてそのタイミングとリスク
因子を解析することを目的とした。

年齢、性別、基礎疾患、抗血栓薬の内容、出血
源となった原因疾患、内視鏡的出血像分類
（Forrest分類）

800例

第4775号
高齢者における大腸憩室
出血の特徴

2020年4月20日 2021年12月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
佐藤　義典

当院へ大腸憩室出血の診
断で入院した症例

2004年1月1日～
2019年12月31日

近年本邦では高齢化に伴い、非ステロイド系消
炎鎮痛剤（NSAIDs）や抗血栓薬を服用している
高齢者が増加いている。また、このような背景に
より高齢者の大腸憩室種は増加傾向にあるが、
高齢者における大腸憩室出血の特徴は明らか
にされていない。今回、我々は高齢者における
大腸憩室出血の臨床的特徴を明らかにすること
を目的とした。

基礎疾患保有率、抗血栓薬服用率、出血源同
定率、早期再出血率、晩期再出血率、
Interventional Radiology（IVR）もしくは外科手術
の施行率、平均在院日数、入院中の転帰

600例

第4778号

Isocenter puncture 
method (ISOP法）を用い
た、上関節突起外側アプ
ローチによる椎間板穿刺
の有用性と安全性の後方
視的評価

2020年4月23日 2021年3月31日
救急医学

濱口　真吾

椎体椎間板炎・化膿性脊
椎炎・術後感染・椎問板ヘ
ルニアなどの精査・加療の
目的で椎間板を穿刺した
症例のうち、isocenterを用
いて上関節突起の外側を
経路とした穿刺を行った症
例。

2008年1月1日～
2020年4月30日

椎体椎間板炎や椎間板ヘルニアの治療や検査
において、椎間板の穿刺を要する状況は多い。
しかし、椎間板穿刺は技術的に難易度が高く、
方法も確立しているとは言い難い。上関節突起
の外側を通る経路が安全とする報告が散見され
るが、技術的に容易とは言い難い。我々は以
前、isocenterも用いた安全な経皮的穿刺方法を
報告し、臨床応用している。この方法を用いて
上関節突起の外側を通る経路で椎間板を穿刺
した症例を後方視的に評価することを自的とす
る。

年齢、性別、対象疾患、患者背景、穿刺目的、
穿刺レベル、左右、手技時間、手技成功の有
無、穿刺前の症状、穿刺時の合併症

20例
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第4787号

進展型小細胞肺癌患者
に対する初回治療カルボ
プラチン/エトポシド/アテ
ゾリズマブ併用療法の実
地診療における有効性、
安全性を検討する多施設
前向き観察研究に付随す
る
バイオマーカー研究
Exploratory biomarker 
study of APOLLO trial 
(APOLLO-Bio) 

2020年5月25日 2024年1月31日

内科学
（呼吸器内科）

古屋　直樹

第4789号

EGFR遺伝子変異陽性進
行非小細胞肺がんに対
するアファチニブとオシメ
ルチニブの後方視的観察
研究（CJLSG1903）

2020年5月20日 2021年1月31日
内科学

（呼吸器内科）
古屋 直樹

第4790号
高齢者の幻覚妄想状態
について、在院日数に影
響する因子の検討

2020年4月23日 2021年3月31日
神経精神科学
安藤久美子

統合失調症スペクトラム障
害、大うつ病性障害、双極
性障害

2018年1月1日～
2019年12月31日

高齢者に発症した精神疾患は、特有の身体的・
心理社会的背景により、臨床的には「老年期精
神病」と呼ばれ区別されてきた。精神科病棟に
おける65歳以上の老年期精神病入院患者は、
在院日数が長期化する傾向があることも知られ
ている。本研究では器質的疾患を除いた老年期
の幻覚妄想状態を広く「老年期精神病」として捉
え、高齢者に特有の心理社会的要因の中から、
在院日数に影響する因子を検討することとし
た。在院日数に影響する因子を検討すること
で、高齢入院患者の予後評価や、高齢発症の
精神障害に特有の病態を知る一助となると思わ
れる。

入院日数・診断（DSM-5統合失調症スペクトラ
ム障害群および他の精神病性障害群、双極性
障害及び関連障害群、抑うつ障害群各疾患の
特定子），身体的背景（年齢、発症年齢、性別、
精神科疾患の家族歴、精神科併存疾患の有
無、身体合併症），・社会的背景(教育年数、婚
姻歴、離婚歴、子供の人数、住居、同居家族の
有無、職歴、就労年数、就労期間），・発症契
機，・発症前5年以内のライフイベント（死別、社
会的役割変化、転居、自身の健康喪失、家族の
健康喪失、その他の心的外傷体験），・初診まで
の期間，・精神症候（幻覚〈幻聴，幻視,幻嗅，体
感幻覚等その内容>，妄想〈被害妄想，関係妄
想，微小妄想等その内容>，自我障害の有無と
その内容，思路障害〈思考制止，思考途絶，連
合弛緩，観念奔逸等その内容>，気分エピソード
の有無，希死念慮の有無，焦燥感の有無，緊張
病症状の有無），・病識の有無，・匿病の有無・
治療介入（抗うつ薬・抗精神病薬・気分安定薬
の使用の有無、電気痙攣療法、作業療法、心理
療法）

100例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4787.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4789.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4787.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4787.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4787.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4789.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4789.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4789.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4787.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4787.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4789.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4789.pdf
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第4791号
層状黄斑円孔に対する中
心窩温存内境界膜剥離
術の術後成績

2020年4月23日 2020年8月31日
眼科学

向後　二郎

層状黄斑円孔

2018年1月1日～
2019年12月31日

層状黄斑円孔は網膜内層から外層までの中心
窩網膜の部分欠損及び網膜分離を来している
状態を指す。進行性に網膜形態の悪化を来た
し、それに伴い視機能の低下を来すため手術加
療を要する疾患である。基本術式は原因となる
網膜前膜の剥離に加え、内境界膜を剥離し、硝
子体癒着を解除し、中心窩の再構成を促進させ
ることである。しかしながら層状黄斑円孔は中心
窩網膜の部分欠損を来している為、内境界膜剥
離の際に術後全層円孔を生じるリスクを有して
おり、また手術を行った後も網膜形態の改善が
得られず、視機能の低下を来すことも少なくな
い。そこで中心窩温存内境界膜剥離術は中心
窩網膜を欠損する層状黄斑円孔に対しても術
後全層円孔の発症を減らすのに有効であり、且
つ中心窩内境界膜を温存することで網膜内の
ミュラー細胞の増殖がサポートされ、網膜形態
の改善を得られることが出来るのではないかと
考えた。

視力、網膜形態、歪視量 40例

第4792号

筋萎縮性側索硬化症患
者における経口腔超音波
による舌線維束性攣縮評
価の後方的観察研究

2020年5月21日 2022年5月31日
内科学

(脳神経内科)
萩原　悠太

筋萎縮性側索硬化症

2015年4月1日～
2021年5月26日

Transoral carotid ultrasonographyは、通常の頸
動脈エコーでは観察できない高位の内頸動脈を
観察するために開発された1)経膣用プローブを
口腔内に挿入し、左右の咽頭側壁に先端を当て
て内頸動脈遠位部を観察する。内頸動脈評価
において高い有用性をもつことは、これまで多く
報告されてきている。本検査は、同様の手法で
血管評価以外でも有用性をもち、M-modeを用
いて口腔内不随運動を定量的に評価することが
可能である。筋萎縮性側索硬化症(ALS)は運動
ニューロンが侵される予後不良の神経難病であ
るが、診断は臨床所見に依存しており、診断に
難渋することはしばしばである。これまで超音波
による舌線維束性攣縮の評価がALSの診断に
おいて有用であることが報告されているが、経
口腔超音波による舌線維束性攣縮評価を検討
した報告はこれまでにない。経口腔超音波は下
に直接的にプローブを接地する特性から、舌線
維束性攣縮の検出に有用と考えられる。今回
我々は経口腔超音波を施行したALS患者を後
方的に検討し、舌線維束性攣縮に対する経口
腔超音波の有用性について検討する。

視診上舌不随意運動をみとめ、かつAwaji 
criteriaでdefiniteと診断されているALS症例を対
象とする。

10例



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4795号

当院における高齢者乳癌
患者の乳房温存術後放
射線治療の現状と放射線
治療省略の指標について
の検討

2020年5月11日 2025年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
黒田　貴子

乳癌

2010年1月1日～
2017年12月31日

放射線治療によって乳癌の再発リスクが低下す
ることが知られており、乳房温存術（Bp）後の標
準的治療とされている。近年、高齢化に伴って
高齢者乳癌は増加傾向にあり、高齢者において
も入院期間が短く侵襲の少ない術式としてBpが
多く選択されている。しかしながら、高齢者は並
存疾患が多く放射線治療による有害事象のリス
クを伴う可能性が可能性がある。また、治療の
為に連日の通院を要し金銭的・身体的負担が大
きい可能性がある。そこで我々は、当院におけ
る高齢者乳癌患者のBp後放射線治療と予後に
ついて検討し、放射線治療省略の指標となる項
目について報告する。

年齢、病期、病理学的因子、Performance 
Status

200例

第4798号

2型糖尿病合併慢性心不
全患者のSGLT2阻害薬
による心不全の治療効果
に関する後ろ向き観察多
施設共同研究

2020年5月21日 2023年3月31日
薬理学

木田　圭亮

第4799号
人工血管使用内シャント
の術後経過についての検
討

2020年4月28日 2024年3月31日
腎泌尿器外科

丸井　祐二

慢性腎不全

2016年10月1日～
2020年 3月 31日

人工血管使用内シャント（以ドAVG)は、自己血
管使用内シャントに比し開存率が低く、合併症
が多いとされる。透析患者の高齢化に伴い、
AVG症例が増加しており、これらの症例の臨床
成績を検証することにより、より適切な術式、管
理を確立することを目的とした。

年齢、性別、原疾患、基礎疾患、透析期間、グ
ラフトの種類、人上血管の経路、初回穿刺まで
の日数

50例

第4800号

データベースを用いた国
内発症小児Coronavirus 
Disease 2019(COVID-19)
症例の臨床経過に関する
検討

2020年5月19日 2024年3月31日
小児科学

勝田　友博
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4800.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4798.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4798.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4798.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4798.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4798.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4798.pdf
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第4802号

大規模データベース構築
から明らかにする急性下
部消化管出血患者のクリ
ニカルアウトカムの実態
とその関連因子の解明：
多施設共同後ろ向き研究

2020年4月28日 2025年12月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
佐藤　義典

急性下部消化管出血にて
入院加療を要した症例

2010年1月1日～
2019年12月31日

近年、人口の高齢化とともに下部消化管出血は
増加している。また、下部消化管出血の中で最
も頻度が高いものが大腸憩室出血である。上部
消化管出血は酸分泌抑制薬にて予防が可能で
あるが、下部消化管出血は予防薬がない。また
一旦止血が得られても頻繁に再出血を繰り返す
ことが最も重要な問題点である。しかし、下部消
化管出血の診断、治療、再発予防に関する診
療エビデンスは高くなく、そのエビデンス構築は
非常に重要な課題である。しかしながら本邦に
おいての多施設でのデータベースはない。その
ため、今回多施設共同のデータベースを構築
し、下部消化出血の初期対応、診断、治療、再
発などのデータを後ろ向きに収集し解析するこ
とで、日本から質の高いエビデンスを発信するこ
とを目的とした。

年齢、性別、基礎疾患、原因疾患、内服薬、内
視鏡施行の有無、内視鏡的止血術の有無、再
出血の有無、血栓塞栓症の発症率、死亡率

500例
（全体1,000例）

第4807号

脳卒中の医療体制の整
備のための研究(J-
ASPECT Study)における
レセプト等情報を用いた
脳卒中、脳神経外科医療
疫学調査研究多施設共
同後方視的観察研究

2020年5月13日 2021年5月31日
内科学

（脳神経内科）
秋山　久尚

第4808号
COVID-19に関するレジ
ストリ研究 2020年6月11日 2026年3月31日

救急医学
藤谷　茂樹

第4809号

日本産婦人科学会　倫理
委員会登録・調査小委員
会生殖に関する諸登録事
業及び登録情報に基づく
研究

2020年6月2日 2027年12月31日
産婦人科学

鈴木　直

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4807.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4808.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4807.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4807.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4807.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4808.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4808.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4808.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4807.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4807.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4808.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4808.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
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第4810号

高齢発症関節リウマチの
治療と有害事象の発現の
関連に関する検討

2020年5月11日 2023年3月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
永渕　裕子

第4812号
当院における乳腺葉状腫
瘍10年間の治療成績

2020年5月8日 2021年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
瀧下　茉莉子

葉状腫瘍

2009年10月1日～
2019年10月31日

葉状腫瘍は乳腺腫瘍の1％未満であり、頻度の
少ない腫瘍とされている。核分裂像、細胞異
形、周囲への浸潤等の病理組織学的所見に基
づき良性・境界悪性・悪性に分類される本疾患
はときに急速に増大し、再発移転も来すものも
ある。その標準治療は腫瘍の外科的完全切除
である。当院においても葉状腫瘍の治療症例数
は年間一定数存在しており、切除後も長期の
フォローアップを継続している。今回は当院にお
ける葉状腫瘍の治療成績と組織型、切除断端
などの項目と再発率に関するデータをまとめ、
報告する。

年齢、組織型、術式、腫瘍径、核異型、細胞密
度、切除断端、リンパ節移転有無、フォローアッ
プ中の再発の有無、再発までの期間、再発回
数、転帰

51例

第4816号

側弯症に対する手術症例
のトラネキサム酸の有効
性と必要な自己血貯血量
に関する検討

2020年5月11日 2023年12月31日
整形外科学
飯沼　雅央

側弯症、成人脊柱変形、
腰部脊柱管狭窄症など脊
柱手術対象疾患

2009年4月1日～
2020年2月11日

トラネキサム酸は手術加療の際に出欠量を減
少することが報告されている。また、同種血輸血
の問題点として、アレルギー反応や輸血感染症
などがあり、条件が合う患者には自己血貯血を
行っている。本研究の目的はトラネキサム酸の
有無による周術期血量の変化について検討、そ
の結果から、必要な自己血輸血量を算出するこ
とである。

年齢、各カーブのCobb法を用いた側弯角、固定
椎間数、手術時間、周術期の出欠量、採血から
ヘモグロビン値・ヘマトクリット値

300例

第4819号
読影レポート未確認に伴
う Diagnostic Error の対
策

2020年6月19日 2021年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
瀬上　航平

CT、MRI、核医学検査で担
当医から読影依頼がある
症例

2010年8月1日～
2013年3月31日

近年、CTやMRIなど放射線科医が作成した読影
レポートに関する見落とし（Diagnostic Error）に
ついての報告が相次いでいる。放射線科医の
作成した読影レポートは、主治医が内容を確認
したかどうかの判断が他者からしづらいため。
医療安全管理者が実態を把握できず、対策が
立てづらい側面がある。当院は放射線科医の作
成した読影レポートの電子カルテ上に主治医確
認ボタンを作成した。これにより主治医が読影レ
ポートを読んだか否か判断できる。このシステム
を運用し、医療安全管理者が確認状況を把握
し、未確認の読影レポートを減少させ、重大イン
シデント発生の削減を目的とする。

放射線読影システムに主治医確認ボタンを設置
し、主治医の読影レポートの確認状況を継続的
に調査する。

174000例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4810.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4809.pdf
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第4821号
CKD教育入院の減塩効
果について

2020年5月16日 2021年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
今井　直彦

CKD患者

2010年1月1日～
2019年12月31日

CKD患者に対して糖尿病の教育入院と同様に
CKDの教育入院を行っている。CKD患者は体液
過剰になりやすく塩分制限が推奨されている。し
かしそのコンプライアンスは決してよくない。教
育入院中は減塩食が提供され、厳格な塩分管
理が行われる。減塩にともなう短期間の体重減
少、蛋白尿現象、血圧低下の報告は少ない。当
院においてCKD教育入院をした患者につき、体
重、血圧、蛋白尿、腎機能、年齢などを抽出し、
減塩と体重、蛋白尿、血圧等との関係を明らか
にする。

診療録より性別、年齢、腎機能、体重、血圧、蛋
白のデータ

450例

第4825号

Uncommon Mutationに対
するTKIの有効性及びジ
オトリフ®に続く投与順序
（シークエンシング）に関
するリアルワールド試験
（No:1200-0316）

2020年5月19日 2020年12月31日
内科学

（呼吸器内科）
峯下　昌道

第4827号
膵頭十二指腸切除術後
の長期的栄養について

2020年6月8日 2021年3月31日
外科学

(消化器・一般外科)
大坪　毅人

膵癌、胆管癌等の膵頭十
二指腸切除術症例

2015年1月1日～
2020年1月31日

膵頭十二指腸切除術（以下、PD）は主に膵頭十
二指腸領域の悪性腫瘍に対する治療として古く
から行われてきた術式であるが、膵頭部及び胆
嚢、十二指腸など消化・吸収に重要な役割を
担っている膵臓を切除することで術後栄養状態
に大きな影響を及ぼす可能性があると考えられ
てきた。一方、PDの対象となる疾患は膵頭部癌
や遠位胆管癌など予後不良なものが多いが、
化学療法の進歩によって近年は長期生存症例
も増加しつつある。PDにおける長期経過後の栄
養状態を検討した報告は少ない。そこで、血液
栄養指標の長期的な変動を検討し、PDが長期
栄養状態に与える影響を明らかにする。

血清Hb、TP、Alb、HbAlc、C反応性蛋白、血糖、
総コレステロール、総リンパ球数、プレアルブミ
ン値の術前および術後2週間、1か月、3か月、6
か月、1年、3年、5年における変化

52例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4825.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4825.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4825.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4825.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4825.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4825.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4828号

大腸憩室出血における
Interventional radiologyと
外科手術のリスク因子に
ついて

2020年5月15日 2021年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
佐藤　義典

当院へ大腸憩室出血の診
断で入院した症例

2004年1月1日～
2019年12月31日

近年本邦では高齢化に伴い，大腸憩室出血が
増加していることが報告されている。大腸憩室
出血は70-80％の症例で一次止血が得られる
が，中には止血が得られずに内視鏡的止血術
を要する症例が存在する。また，内視鏡的止血
術のみでは出血コントロールができず，
Interventional radiology(IVR)や外科手術を要す
る症例も存在する。今回，大腸憩室出血に対し
てIVR・外科手術を要した症例について，そのリ
スク因子を明らかにすることを目的とした。

基礎疾患の有無，抗血栓薬服用率，来院時
ショックバイタルの有無，造影CTにおける血管
外漏出像陽性率，輸血投与，入院後の再出血
の有無

600例

第4832号

Pediatric Acute and 
Critical Care COVID-19 
Registry of Asia
（PACCOVRA study）
アジア諸国における
COVID-19小児症例レジ
ストリ研究

2020年5月27日 2022年3月31日
小児科学

清水　直樹

第4833号

Severe Acute Infection 
Outbreak and Pandemic 
Preparedness Study: 
Short Period Incidence 
Study of Severe Acute 
Respiratory Infection
（SPRINT-SARI）
COVID-19国際症例レジ
ストリ研究

2020年5月27日 2022年3月31日
小児科学

清水　直樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4832.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4833.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4832.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4832.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4832.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4833.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4833.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4833.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4832.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4832.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4833.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4833.pdf
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第4835号

免疫チェックポイント阻害
薬に関連した肝胆道障害
及び胃腸障害の臨床的
特徴解析

2020年5月21日 2021年3月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
得平　卓也

当院でニボルマブ・ペンブ
ロリズマブ・デュルバルマ
ブ・イピリムマブ・アテゾリ
ズマブ・デュルバルマブ・
アベルマブを使用した担癌
症例

2008年1月1日～
2020年3月31日

抗PD-1抗体である二ボルマブ・ペンブロリズマ
ブ、抗CTLA-4抗体であるイピリムマブ、抗PDL-
1抗体でアテゾリズマブ・デュルバルマブ・アベル
マブをはじめとした免疫チェックポイント阻害薬
（ICI）は、新たな癌治療薬として2014年に薬事承
認されて以降、更なる適応拡大もあり今後の使
用増加が予測される。ICI使用に伴う副反応であ
る免疫関連有害事象（irAE）は全身の臓器に生
じることが明らかとなり、肝胆道系や胃腸系にお
いても今までの薬剤性肝胆道障害・胃腸障害と
は異なる臓器障害パターンを臨床現場で遭遇す
る。これらirAEによる肝胆道障害は、軽微な肝
機能障害だけでなく重篤な肝不全や、特異的な
硬化性胆管炎を起こすことも報告され、従来の
対応のみでは早期診断や治療に難渋し重篤化
することが危惧される。またirAEによる胃腸障害
も重篤な下痢、大腸炎をきたし、さらに消化管穿
孔を合併する可能性も報告されている。これま
でに当院でICIを使用した患者のうち、irAEによ
る肝胆道障害を合併した症例の臨床的特徴に
ついて検討し、早期診断や適切な治療対策を検
討することを目的とした。

患者背景（年齢や性別、身長・体重、併存症、併
用薬、既住歴、家族歴）と原発癌の治療経過
（治療内容と原疾患の経過予後）、下痢や嘔気・
嘔吐の有無、また経時的な血液検査結果（肝胆
道系酵素、凝固能、腫瘍マーカー、各種抗体検
査等）の推移、さらに癌評価目的の腹部画像検
査（腹部超音波、CT、MRI等）、上部・下部消化
管内視鏡所見

200例
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第4839号

JROAD-DPCを使用し
た、劇症型心筋炎の疾患
登録とその解析

2020年6月4日 2024年3月31日
准教授

石橋　祐記

第4841号

進行がん患者を対象とし
たがん遺伝子パネル検
査の結果と予後を解析す
る後ろ向き研究

2020年6月2日 2022年3月31日
臨床腫瘍学

砂川　優

固形がん患者

2019年4月1日～
2021年4月30日

進行がんでがん遺伝子パネル検査を受けた患
者を対象に、パネル検査の結果と予後の関係を
後ろ向きに解析し、がん遺伝子パネル検査の臨
床的有用性を検討することを目的とする。

臨床情報、遺伝子パネル検査のデータ(遺伝子
変化の種類とアレル頻度、遺伝子変化に対する
治療薬とエビデンスレベル、エキスパートパネル
で提案された治療選択肢など)

130例

第4843号

機能性副腎皮質疾患に
おけるステロイドホルモン
過剰・腫瘍発生の病態解
明

2020年6月5日 2025年3月31日

内科学
（代謝・内分泌内科）

【西部病院】
方波見　卓行

第4838号

MitraClipによる僧帽弁カ
テーテル治療での右心機
能による予後予測につい
て

2020年6月4日 2022年3月31日
内科学

(循環器内科)
桒田　真吾

僧帽弁逆流症

2018年4月1日～
2020年3月31日

有症候性の高度僧帽弁逆流症(MR)に対する標
準治療は外科治療である。しかしながら中には
低心機能や高齢化・併存疾患のために手術の
できない患者さんが多くおられ、苦しんでおられ
たことも事実である。そのような症例において経
カテーテル僧帽弁治療が行われるようになり、
中でもMitraClip®(Abbott Vascular社)は最も普
及したデバイスである。2003年に欧州にて開発
されたMitraClip®は開胸手術を要せず人工心肺
を使わずに、僧帽弁閉鎖不全症を経カテーテル
的に治療する治療器具であり、多くの手術不能
であった僧帽弁閉鎖不全症の症例に対して使
用されている。
EVERST試験をはじめとする多くの臨床試験に
よってMitraClip®の有用性は、器質的僧帽弁閉
鎖不全(DMR)，機能的僧帽弁閉鎖不全(FMR)の
双方に適応が認められ、ついに本邦においても
2018年4月にDMR，FMR双方に対して認可され
保険償還となった。MitraClip®を用いた経カテー
テル僧帽弁形成術では、その予後、成績を示唆
する指標についてはエビデンスの構築段階であ
り、今回我々は通常診療で測定している右心機
能指標が予後を規定しているかどうかを研究す
る。

①患者基本情報
性別、身長、体重、血圧、BMI、糖尿病、脂質異
常症、喫煙、カテコラミン依存の有無、心不全入
院歴、冠動脈疾患、陳旧性心筋梗塞、PCI治療
歴、心疾患外科治療歴、弁膜症カテーテル治療
歴、心房細動、末梢血管疾患、慢性腎臓病、維
持透析の有無、慢性閉塞性肺疾患、悪性腫瘍、
ペースメーカー歴、ICD植え込み歴、CRT植え込
み歴、脳血管疾患

➁患者症状・状態評価
NYHAクラス、Frailtyスコア、QOL評価、認知症
評価、カヘキシア・サルコペニア評価

③患者外科手術リスク
Euroスコア、STSスコア

④血液一般検査
血算、BUN、S-Cre、eGFR、Na、K、Cl、TP、
Alb、TC、LDL、HDL、TG、血糖、HbA1c、T-bil、
AST、ALT、ALP、γGTP、BNP、D-dimmer、
PT、APTT

⑤12誘導心電図
調律、脈拍、PQ間隔、QRS幅、脚ブロックの有
無、房室ブロックの有無

100例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4839.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4845号

アベマシクリブ関連薬剤
性肺障害のネステッド
ケースコントロール研究
Nested Case Control 
Study of Abemaciclib-
Induced Interstitial Lung 
Disease(NOSIDE)

2020年6月11日 2021年12月31日
外科学

(乳腺・内分泌外科)
小島　康幸

第4847号
大腸鋸歯状腺腫の臨床
病理学的特徴に関する探
索的研究

2020年6月2日 2021年12月31日

内科学
(消化器・肝臓内科)

佐藤　義典

当院で大腸鋸歯腫瘍と診
断され内視鏡治療された
症例

2004年1月1日～
2020年3月31日

大腸鋸歯腫瘍が大腸癌の前癌病変の一つであ
ることが明らかになってきている。これらの病変
は内視鏡治療対象である事はコンセンサスを得
ているが、その癌化の危険性の程度と臨床的取
り扱い、特に内視鏡治療の適応やその切除方
法に関しては未解決な部分が多い。また、特に
大腸鋸歯状病変において、良性、悪性を鑑別す
るための内視鏡診断方法は確立されていない。
今回、我々は当院で施行した大腸鋸歯状病変
の切除検体と内視鏡所見を対比し、良悪性を鑑
別するための内視鏡的特徴を明らかにすること
を目的とした。

年齢、性別、内視鏡所見(大きさ、肉眼型、拡大
内視鏡によるpit-pattern所見、Narrow Band 
Imagingなどの特殊光観察による拡大内視鏡所
見)、臨床病理学的所見(大きさ、病理診断、悪
性疾患であった場合は水平断端、垂直断端、脈
管侵襲、buddding grade)

600例

第4848号

pStageⅡ大腸癌に対する
OSNA法によるリンパ節
微小転移診断意義の検
討

2020年6月19日 2026年6月30日
消化器・一般外科【東

横病院】
古畑　智久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4845.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4848.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4843.pdf
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第4850号
人工肛門閉鎖術における
皮膚環状縫合の有用性

2020年6月9日 2020年5月25日
外科学

(消化器・一般外科)
根岸　宏行

人工肛門造設状態

2008年1月1日～
2019年3月31日

人工肛門閉鎖術における創部の皮膚閉鎖法や
その短期・長期成績を検証し、さらなる治療成績
向上のための対策を考案することを目的とす
る。
人工肛門閉鎖術における合併症のうち、特に
Surgical Site Infection(以下SSI)は発生しやす
い。SSI発生を予防するため、人口肛門閉鎖術
に対する創部の皮膚閉鎖法に対する工夫が行
われている。しかしながら、どのように皮膚縫合
を行うかは施設ごとに異なっており、手術手技
はいまだに確立されていないのが現状である。
当院では皮膚の閉鎖法の工夫によるSSI発症率
の低減を目的に当院では2008年より環状縫合
法を導入している。創部の皮膚を巾着状に縫縮
し中心部にドレナージ孔を作成する方法で合法
を導入している。本研究では、人工肛門閉鎖術
に対する皮膚縫合について、単純縫合群と皮膚
環状縫合群に分けて後方視的にその成績を検
討することによって、最適な術式の模索や治療
成績向上のための対策を考案することを目的と
する。

患者背景情報
：年齢、性別、身長(cm)、体重(kg)、術前ASA、
皮下脂肪厚(mm)、併存症(高血圧、糖尿病、脳
血管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患等)の有
無、人工肛門造設から閉鎖までの期間(日)

手術所見
：手術年月日、術式、出血量(g)、手術時間(分)、
皮膚縫合の方法

術後経過
：排便、排ガスの確認日(日)、食事開始日(日)、
術後合併症(なし/出血/腸閉塞/創感染/膿瘍/
心疾患/深部静脈血栓症/その他)

70例
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第4851号

内視鏡的乳頭切除の後
ろ向き多施設観察研究　
Multicenter retrospective 
study in endoscopic 
papillectomy for duodenal 
ampullary tumor

2020年6月8日 2024年3月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
中原　一有

十二指腸乳頭部病変に対
して内視鏡的乳頭切除を
施行した症例

2009年4月1日～
2019年4月1日

内視鏡的乳頭切除(Endoscopic papillectomy;EP)は、
十二指腸乳頭部に発生した腫瘍に対する内視鏡的
な治療法である。十二指腸乳頭部は、解剖学的特性
として十二指腸筋層から連続するOddi括約筋が存在
し、その内部を胆管・膵管が貫通している。Oddi括約
筋周囲は血流が豊富であるため、切除に伴う出血が
起こりやすい。また、胆管膵管を切除することで、胆
汁および膵管が切開した粘膜下層の腫瘍底へ直接
流入し、術後に穿孔や出血を来しやすい。更に胆管
膵管孔は粘膜切除の焼灼の影響や浮腫あるいは血
腫などで閉塞し、術後膵炎や胆管炎を来す場合もあ
り、EPは手技難度、偶然発症が高いとされている。こ
れまでに国内海外において、EPの治療成績に関する
多数の小規模な研究が報告されているが、手技の方
法は一定ではなく、エビデンスレベルの高い報告が
少ないため、治療成績や安全性など不明な点が多
い。また、EPについては適応症例数が少なく施行して
いる施設も少ないことから、多施設での前向き研究
やRandomized controlled trialなどを行うことが困難
で、これまで明確な治療ガイドラインも存在しない。ま
た、EP後の長期予後についても結論は出ておらず、
まずは全国の多施設を対象とした後ろ向きの観察研
究による症例蓄積が望まれている。そこで、本研究で
は、本邦のハイボリュームセンターによる多施設調査
を行い、EPの症例蓄積と治療方法、有効性、安全性
等の解析により、EPの治療戦略を提案することを目
的とする。国内施設では海外と比較して、外科手術よ
りも内視鏡切除が選択される傾向があり、本研究の
結果多数の症例が蓄積されることが期待される。本
研究により、EPに関する診療ガイドラインの策定に寄
与し、今後の前向き研究への重要な知見を得ること
も可能と考える。

施設背景
1．治療方針を決める主科(内科、外科、合同
チームなど)
2．年間ERCP症例数、EUS症例数
3．治療ストラテジー(術前EUS、ERCP、CT、
MRCPの有無など)
4．各症例の施行医師の経験レベル

臨床的事項
1．臨床所見(患者背景、既住歴、嗜好歴、内服
歴等)
2．施行前血液検査所見
3．術前病変所見　
4．治療内容(処置内容詳細、術後病理所見、入
院期間、偶発症、予後等)

25例
全体(1000例)
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第4852号
直腸脱に対する治療成績
の検討

2020年6月17日 2020年12月31日
消化器・一般外科

【西部病院】
大島　隆一

直腸脱

2010年1月1日～
2020年3月31日

直腸脱に対する手術法やその短期・長期成績を
検証し、さらなる治療成績向上のための対策を
考案することを目的とする。直腸脱は肛門疾患
のなかでも比較的頻度が低い疾患であるが、日
本社会の高齢化に伴い今後は日常診療でも遭
遇する機会が増加することが予想される。直腸
脱に対する手術は、大きく分けて経肛門的手術
と経腹的手術の2つの方法がある。経肛門的手
術は比較的簡便で多くの施設で行われている
が、再発率が高いことが問題となっている。一
方、経腹的手術は経肛門的手術と比較して再
発率は低いが手術侵襲は高く高齢者には不向
きとされてきた。近年、低侵襲化を目指して腹腔
鏡下手術が広く普及してきており、直腸脱に対し
ても2012年より腹腔鏡下直腸固定術が保険収
載され、より低侵襲で根治性の高い手術が可能
となり多くの施設で施行されるようになってき
た。しかしながら、どの術式を選択するかは施設
毎に異なっており統一された治療法、手術手技
はいまだに確立されていないのが現状である。
本研究では、直腸脱に対する治療方法やその
成績を検討することによって、最適な術式の模
索や治療成績向上のための対策を考案するこ
とを目的とする。

・患者背景情報（年齢・性別・身長(㎝)・体重
(㎏)・術前ASA・併存症（高血圧、糖尿病、脳血
管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患等）の有無・
病脳期間(月)、腸管脱出長(㎝)・便通障害の有
無・他の骨盤臓器脱合併の有無）
・手術所見（手術年月日・術式・出血量(g)・手術
時間（分）・直腸固定の方法（メッシュ使用の有
無））
・術後経過（排便・排ガスの確認日(日)・食事開
始日(日)・術後合併症[（なし/出血/腸閉塞/創
感染/膿瘍/心疾患/深部静脈血栓症/褥瘡/神
経麻痺/その他）］・術後30日以内死亡とその原
因・術後在院日数(日)・再発の有無・術後観察
期間(月)

65例

第4853号

慢性腎臓病患者における
膝伸展筋力と腎予後に関
する後ろ向きコホート研
究

2020年6月8日 2020年12月31日

内科学
(腎臓・高血圧内科)

小波津　香織

保存期CKD教育入院にお
いて膝伸展筋力を測定し
た慢性腎臓病患者を対象
とする。

腎予後(膝伸展筋力測定
時よりeGFR30%以上の低
下あるいは透析導入)を追
跡できなかった患者は対
象から除外する。

2011年1月1日～
2020年4月30日

膝伸展筋力はサルコペニアの診断項目には含
まれていないが、握力とともに筋力を評価する
方法として確立されている。保存期慢性腎臓病
(CKD)患者において握力と腎予後との関係性は
明らかとなっているが、膝伸展筋力と腎予後と
の関係性に関する報告はない。そこで、今回
我々は慢性腎臓病教育入院患者において膝伸
展筋力を測定した患者を対象とし、膝伸展筋力
と腎予後との関連性を明らかにするための後ろ
向きコホート研究を立案した。

患者背景(年齢、性別、原疾患、糖尿病の有無、
CKD stage、BMI)、血液検査所見(Crから算出さ
れるeGFR、CysCから算出されるeGFR、Hb、
Alb、BUN、Cr、Ca、iP、iPTH、CRP)、身体機能
(膝伸展筋力、握力、4m歩行速度、10m歩行速
度)、バイオインピーダンスで測定した骨格筋量

300例
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第4855号

アレクチニブ塩酸塩に対
して抵抗性を示すALK陽
性未分化大細胞リンパ腫
の分子病態解析

2020年8月19日 2024年3月31日
小児科学
森　鉄也

第4856号

閉塞性大腸癌に対しステ
ント留置後手術を施行し
た症例の治療成績の解
析

2020年6月30日 2023年12月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【多摩病院】
四万村　司

閉塞性大腸癌

2012年1月1日～
2020年3月31日

閉塞性大腸癌に対して以前は緊急手術で人工
肛門を増設し腸閉塞を解除、精査施行した後に
根治切除を行っていた。これでは手術が2回に
なり、人工肛門増設、創感染等のデメリットが
あった。近年、狭窄部位に自己拡張型金属ステ
ント(Self-expandable metallic stent:以下SEMS)
を留置し腸閉塞を解除、精査施行した後に手術
を行っている。これにより手術は1回で済み、手
術までの一時退院も可能になった。当院におい
ても保険収載された2012年以降に閉塞性大腸
癌に対し積極的にSEMS留置し、その後手術を
行っている。本研究はSEMS留置後に手術を施
行した症例について留置術関連、留置後手術ま
での期間の事象、手術関連について検討し、現
状の治療方法の妥当性を検討することを目的と
する。

臨床病理学的因子(年齢、性別、占拠部位、
stage等)、SEMS留置術に関する情報(種類、留
置術時の合併症、効果等)、SMES留置後から手
術までの状況(留置期間、合併症、栄養状態の
変化等)、手術に関する因子(術式、手術時間、
出血量、合併症、一時的吻合の有無、人工肛門
増設の有無、術後在院日数)

150例

第4857号
アデノウィルス結膜炎に
おける臨床症状の検討

2020年6月17日 2021年3月31日
眼科学

松澤　亜紀子

アデノウィルス迅速診断
キット陽性者

2014年1月1日～
2019年12月31日

アデノウィルス結膜炎は感染力が強く、型により
重症度や臨床症状が異なる。年により流行する
アデノウィルスの型が異なるため、毎年のように
臨床症状が異なる。近年は、アデノウィルス54
型の流行により、結膜偽膜形成や多発性上皮
下浸潤などの重篤な眼合併症を生じる例が散
見される。そのため、臨床経過が点眼や患者背
景により影響が与えられるか検討を行う。

臨床症状及び経過や合併症の有無、使用点眼
薬やコンタクトレンズ使用歴などの患者背景

200例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4855.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4855.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4855.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4855.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4855.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4855.pdf
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第4859号

心肺停止蘇生後患者に
おける肺動脈塞栓症の診
断能を向上させるための
研究

2020年6月16日 2023年3月31日
内科学

(循環器内科)
小徳　のぞみ

肺動脈塞栓症

2010年1月1日～
2019年12月31日

肺動脈塞栓症は心血管死亡の原因として上位
に挙がる。急性肺動脈塞栓症が疑われる患者
に対して、造影CTは現在標準的診断戦略であ
る。一方で、不要な造影CTは、腎機能の低下の
原因となり、心肺蘇生後症例においては心筋梗
塞を鑑別するための冠動脈カテーテル造影との
優先度も問題となる。本研究の目的は、心肺停
止の原因となる肺動脈塞栓症を効率的に診断
し、適切な治療を速やかに開始して救命につな
げるために、心肺停止蘇生後症例における肺動
脈塞栓症の予測因子を同定することである。

造影CT所見、心肺停止状況、心電図検査、臨
床検査値、患者背景、死亡を含む臨床経過、心
肺停止原因

50～100例

第4865号
EGFR変異陽性肺癌患者
における組織転化の実態
調査(HISTORIC study)

2020年6月16日 2022年5月31日
呼吸器内科
古屋　直樹

EGFR遺伝子変異肺癌

2012年1月1日～
2019年12月31日

背景)EGFR遺伝子変異陽性肺癌においてEGFR
チロシンキナーゼ阻害薬(EGFR-TKI)はKey　
drugとなっているが、最終的に耐性化が不可能
である。その獲得耐性機序の一つとして、組織
転化が知られている。しかし、本邦における獲
得耐性機序としての組織転化の頻度やその後
の治療についての報告は無い。目的)本邦の
EGFR遺伝子変異陽性肺癌におけるEGFR-TKI
治療後の組織転化症例の頻度、特徴、薬剤治
療効果の現状を検討すること。

EGFR-TKIの薬剤名、治療開始日、治療終了
日、増悪日、二次治療以降の治療内容、再生検
日、再生研の病理所見

200例
(全体5000例)

第4869号

肝細胞癌に対する全身化
学療法の効果と安全性に
関する後ろ向き観察研究

2020年6月29日 2027年3月31日
:内科学（消化器内科）

渡邊　綱正

第4870号

事業場において治療と仕
事の両立を支援するため
の配慮とその決定的プロ
セスに関する研究

2020年7月9日 2023年3月31日
内科学

(脳神経内科)
山徳　雅人

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4869.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4870.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4870.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4870.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4870.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4870.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4870.pdf
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第4872号
外減圧術後の人工骨によ
る頭蓋骨形成術に対する
観察研究

2020年6月24日 2023年12月31日
脳神経外科
【東横病院】

小野　元

頭部欠損症例で人工骨に
よる頭蓋骨形成症例にか
ぎる

2009年6月1日～
2020年5月31日

頭部外傷などにより頭蓋骨を外減圧された症例
に対して頭蓋骨形成術を行うが、用いる人工骨
は日本でもいくつかの種類があり使用されてい
る。我々は骨新生形性を促進する材料であるハ
イドロキシアパタイトを用いている。しかし人工
物を留置する場合皮膚障害や感染のリスクもあ
り慎重に実施している。今回手術後の皮膚障
害・感染について臨床的特徴やぞの原因精査
や検討を診療録から観察研究を行う。

原因疾患、頭蓋骨形成までの期間、感染有無、
年齢/性別、人工骨のサイズおよび通常視診療
で確認しうる頭部CT、頭部MRI、頭部レントゲン
写真

53例

第4873号
周術期における肥満患者
の合併症

2020年6月25日 2021年3月31日
麻酔科

升森　泰

肥満

2019年1月1日～
2020年4月30日

一般的に、肥満患者は周術期合併症が多いとさ
れている。WHO基準におけるObeseclassⅠと
Obese　classⅡ以上ではどの程度、致死的な手
術期合併症の発症率に差があるか後方視的に
検討する。

ObeseclassⅠとObese　classⅡ以上の患者 180例

第4874号

救急センター安心事業
(#7119事業)を経由して救
急搬送された小児患者の
実態調査

2020年7月21日 2023年5月31日
小児科学

今泉　太一

第4875号

骨髄増殖性腫瘍（MPN）
におけるJAK2V617F遺伝
子異常と血球形態の後方
視的観察

2020年7月2日 2021年3月31日

内科学
（血液・腫瘍内科）

【西部病院】
佐野　文明

真性多血症、本態性血小
板血症

2011年4月1日～
2020年3月31日

MPNは慢性骨髄性腫瘍であり、JAK2V617F遺
伝子異常が血球増加の病院に関与していること
が知られている。MPNでは同じJAK2V617F遺伝
子異常を持つにも関わらず異なる病態を示し、
合併症の頻度が異なることも報告されている。
MPNの形態学的特徴について報告されている
が、JAK2V617F遺伝子異常との関連性につい
ての報告は少ない。MPNと診断された症例を対
象としてJAK2V617F遺伝子異常と形態学的特
徴との関係を後ろ向きに解析し、形態学的特徴
の臨床的有用性を検討することを目的とする。

年齢、性別、血液検査所見：血算、白血球分
画、LD、炎症反応等、骨髄所見：塗抹標本、病
理組織標本、遺伝子等を含む検査結果情報

50例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4874.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4874.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4874.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4874.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4874.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4874.pdf
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第4876号

小児内分泌疾患患者臨
床情報の全国登録システ
ムの構築

2020年7月16日 2023年12月31日
小児科学

大串　健一郎
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4876.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4876.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4876.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4876.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4876.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4876.pdf
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第4882号

腹腔鏡下直腸癌切除に
おける技術認定医手術参
加の有用性に関する検討
The study investigating 
the Impact of Endoscopic 
Surgical Skill 
Qualification in 
Laparoscopic Resection 
for Rectal Cancer in 
Japan（EnSSURE study）

2020年7月14日 2021年6月30日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
國場　幸均

直腸癌（ステージⅡ-Ⅲ）に
対し腹腔鏡手術を受けた
患者

2014年1月1日～
2016年12月31日

腹腔鏡下大腸切除における内視鏡外科技術認定医
が手術に参加することの短期及び長期の患者アウト
カムに与える影響を検討することを目的とする。
結腸癌における腹腔鏡手術は、開腹術と比較して、
短期成績でより優れ、長期成績で劣らず、今日では
世界的に広がりを見せている。本邦に於いても、エキ
スパートによる腹腔鏡下結腸切除の短期長期的有
用性が示されている。また、直腸癌においても、腫瘍
学的あるいは長期な安全性において結論が出ていな
いものの、短期成績においての優越性を示唆する報
告を多く認め、本邦に於ける30%以上の直腸癌手術
が腹腔鏡下に行われている。
一方、2004年に日本内視鏡外科学会により制定され
た内視鏡外科学会技術認定制度は、技術基準及
び、後進を指導するにたる所定の基準を満たした者
の技術を認定している。認定試験では、一定の外科
的経験の後に取得される外科専門医取得2年後から
受験資格が得られ、一定基準の経験業績と基本術
式であるS状結腸切除または高位前方切除のノー
カット手術動画評価による技術判定が行われる。手
術動画は3本提出し、匿名下に2名または3名の審査
委員によって技術の安全性が評価される。この技術
認定制度はこれまで、日本の腹腔鏡下大腸切除の
普及や発展に貢献してきたと考えられ、技術の伝承
および質の担保に有用と考えられる。しかしながら、
技術認定医による手術指導の有用性などを示した小
報告を認めるものの、多施設大規模研究の報告は
未だ存在せず、その文献的根拠は乏しい。また、認
定取得においては、多大な労力と時間を要する事が
多く、受験者の20～30％しか認定を得ない機関であ
る。認定取得の為、同一術者に症例が集中し、結
果、若手の執刀経験の機会が減少するような場合も
ある。そのため、技術認定制度の有用性を解明し、そ
の位置づけを再考する事は、今後の外科および内視
鏡外科の発展において非常に重要な課題と言える。
これまでに、北海道大学病院消化器外科Ⅰおよび関
連病院で行った先行研究では、技術認定医の手術
参加は、手術時間、術中偶発症、術後合併症、再手
術および、ステージⅡ大腸癌の局所再発において、
成績が優れていた。また、特に難易度の高い直腸手
術においてその差が大きい傾向であった。しかし、同
研究は2010～2013年の症例集積であり現在と時代
背景が異なる事、各ステージ術式別のサブグループ
では症例が少ない事、認定医数や地域が限定された
研究であることがlimitationがある。そこで、今回、年
代を新しくし、対象集団を一地方に限定せず、対象認
定医数を増やし、術式を絞った検討を立案した。

カルテ情報
年齢、性別、BMI、ASA、術前腸閉塞有無、腫瘍
主座、初診時ステージ、T因子、N因子、術前治
療（なし/NAC/CRT）術式、IMA高位結紮、側方
郭清、脾弯曲授動、吻合方法、diverting stoma
有無、合併切除、手術日、手術時間、出血量、
術中合併症、開腹移行、術後全合併症、退院
日、腫瘍最大径、組織型、病理学的ステージ、T
因子、N因子、ly因子、v因子、R、リンパ節採取
個数、術後補助療法有無内容、転機、最終確認
日、再発が確認された日、初発再発形式

認定医の手術参加情報
１、第一術者　認定医か非認定医
２、第二術者　認定医か非認定医
３、第一助手　認定医か非認定医
４、第二助手以降またはカメラ助手
　　認定医を含むか含まない
５、認定医の術野外指導者
　　ありかなし

140例
(全体5000例)
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第4883号

聖マリアンナ医科大学病
院における川崎市乳がん
検診（マンモグラフィー検
診）の現状

2020年7月2日 2022年3月31日
内科学

（循環器内科）
戸兵　雄子

期間内の川崎市乳がん健
診受診者

2010年4月1日～
2020年3月31日

日本では、2000年に50歳以上を対象にマンモグ
ラフィー検診が導入され、2004年には40歳以上
に対象が拡大された。また、2006年から「超音波
検査による乳がん検診の有効性を検証する比
較試験」の結果から当施設でも自費による超音
波検査での乳がん検診も行われている。当施設
で行われた2010年から2020年の10年間のマン
モグラフィー検診の結果とその後の経過を振り
返り、マンモグラフィー検診の現状を明らかに
し、当施設での今後の課題を検討する。

年齢、家族歴、自己検診の有無、自覚症状の有
無、マンモグラフィー所見(乳腺の構成、腫瘤の
有無と性状、石灰化の有無と性状、その他の所
見の有無と性状、カテゴリー分類）

要精密検査時の受診状況、受診した際の結果
(正常、良性疾患詳細、悪性疾患詳細)

要精密検査結果後の経過(当関連施設での加
療、経過観察、転院)

5000例

第4886号
川崎市立多摩病院総合
診療内科に入院となった
患者の疫学調査

2020年7月6日 2021年3月31日
看護部

【多摩病院】
井手上龍児

川崎市立多摩病院総合診
療内科に24時間以上入院
した全ての患者

2015年4月1日～
2020年3月1日

本邦での代表的な診療報酬システムである、
DPC(包括的診断群分類)では、特定の診断に対
する入院期間が定められている。すなわち定め
られた入院期間内での退院が望ましいが、高齢
者診療が中心である総合診療内科において、
DPCでの指定期間を超過するのか、その要因
は明らかではない。
当院、総合診療内科に入院した患者の、入院期
間延長の要因を明らかにする。

年齢・性別・診断名・入院期間・抗菌薬使用期間
と有無と種類・主要な既住歴、入院時の包括指
示内容・酸素使用期間と有無・集中治療室入室
の有無・特殊治療の有無と期間(非侵襲的陽圧
換気・侵襲的人工呼吸・腎代替療法・高流量酸
素療法・気管切開)、退院時の転帰(死亡・転院・
自宅・施設)、入院前の居住場所と環境(自宅・病
院・施設・独居、同居者の有無など)、入院前の
食事摂取状況(常食、嚥下困難症、栄養補助食
品、高カロリー輸液、チューブ栄養)、血液検査
データ(Alb、BUN、Cr、Na、K、Cl、血糖、WBC、H
ｂ、Plt)、入院後の食事開始時期と開始時の食
事形態、退院時の代替栄養(中心静脈栄養、胃
瘻、チューブ栄養)の有無、絶食期間、点滴期間
と内容、入院前の日常生活動作(ADL)と退院時
のADL、介護保険制度による介護度、口腔内の
状態、常用薬(ACE阻害薬など)の有無と種類

500例
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第4887号

自己免疫疾患合併非小
細胞肺がんにおける免疫
チェックポイント阻害剤の
安全性と有効性を検討す
る多施設後方視的研究

2020年7月1日 2022年12月31日
内科学

（呼吸器内科）
峯下　昌道

自己免疫疾患を有する進
行/再発小細胞肺がん

2010年1月1日～
2020年2月29日

進行/再発小細胞肺がんの1次治療、2次治療に
おいて、免疫チェックポイント阻害剤((immune
checkpoint blockade:ICB))を使用が標準治療と
なっている。しかしながら、免疫チェックポイント
阻害剤の薬事承認を目指した治験においては、
自己免疫疾患を有する症例はいずれも除外基
準に該当するため、対象となっていない。前向き
試験において除外されてきた経緯から、自己免
疫疾患を有する非小細胞肺がん患者における
ICBの安全性と有効性は確立していないのが現
状である。これまでに後方視的検討が何報か報
告されているが、これらの研究では、免疫関連
有害事象の割合や、原病の増悪がエンドポイン
トとなっている。いずれの報告でも概ね安全に
投与できたという報告となっている。しかしなが
らこれまでの既報は、症例数が多いとは言えな
い。また、ICBでの成績であり、細胞障害性抗が
ん剤+ICBの安全性と有効性は報告されていな
い。さらに、間質性肺疾患をはじめとした免疫関
連有害事象の割合が本邦と海外で異なるという
報告もあり、本邦における検討が望まれる。本
試験では、自己免疫疾患を合併する進行/再発
小細胞肺がんを対象として、免疫チェックポイン
ト阻害剤の安全性と有効性を後方視的に検討
する。

無憎悪生存期間、全生存期間、治療期間のそ
れぞれの生存曲線、生存期間中央値

10例
(全体100例)

第4888号

慢性腎臓病患者における
頸動脈プラークスコアと
内膜中膜複合体肥厚度
が腎予後に与える影響

2020年7月3日 2020年12月31日
内科学

(腎臓・高血圧内科)
小波津　香織

保存期CKD教育入院にお
いて頸動脈超音波検査を
施行した慢性腎臓病患者

腎予後(頸動脈超音波検
査施行時よりeGFR30%以
上の低下あるいは透析導
入)

2011年1月1日～
2019年4月30日

近年、頸動脈超音波検査で計測されたプラーク
スコア(PS)や内膜中膜複合体肥厚度(IMT)が慢
性腎臓病(CKD)患者の心血管イベントの予測因
子として有用であることが報告されている。しか
し、PSやIMTがCKD患者の腎予後に与える影響
については明らかとなっていない。そこで、今回
我々は慢性腎臓病教育入院患者において頸動
脈超音波検査を施行した患者を対象とし、PS、
IMTと腎予後との関連性を明らかにするための
後ろ向きコホート研究を立案した。

患者背景(年齢、性別、原疾患、糖尿病の有無、
CKD stage、BMI)、血液検査所見(Crから算出さ
れるeGFR、CysCから算出されるeGFR、Hb、
Alb、BUN、Cr、Ca、iP、iPTH、CRP)、Charlson 
comorbidity index、頸動脈超音波検査により得
られたPSとmax-IMT

300例

第4891号

ナファモスタット投与でＥ
ＣＭＯ回路寿命を延長で
きたと考えられるＣＯＶＩＤ
-19肺炎4例の経験

2020年7月9日 2021年3月31日
クリニカルエンジニア

部
濱田悠佑

ＣＯＶＩＤ-19にてECMOを導
入した患者

2020年2月21日～
2020年5月10日

ＣＯＶＩＤ-19においてECMO導入後、血栓傾向に
て早期に回路交換を行う症例を経験した。その
対策として、ECMO回路よりナファモスタットメチ
ル酢塩の投与を行った結果回路寿命の延長が
見られた。その影響を後ろ向きに評価した。

メシル酸ナファモスタットを使用した際の回路交
換を要する期間、採血データ

4例
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第4894号

LA検査におけるDOACs
の影響回避のための
DOAC-Stop（DOACs吸着
剤）の有効性の検討

2020年7月9日 2023年3月31日
臨床検査部
大谷政樹

第4895号
10年以上経過を追えた小
児期発症重症ループス腎
炎の臨床像と長期予後

2020年7月9日 2022年2月13日
小児科学
吉村　博

ループス腎炎

1991年1月1日～
2016年6月末日

小児期発症ループス腎炎(以下本疾患とする)、
特に腎病理所見ＷＨＯ分類Ⅳ型の重症の本疾
患についての10年に達する長期予後について
はまだよくわかっていない。特に患者の直接連
続観察に基づく腎機能の長期予後の報告は、
本邦はもとより世界的にみても稀有である。この
ようなコホートにおける腎機能の長期予後、およ
びその予測因子について明らかにすることによ
り、寛解導入療法・維持療法・日常管理上の心
理社会の留意点につき診療の質の向上に寄与
できる可能性がある。

性別・発症時年齢、発症時および経過観察中の
自覚的所見、身体所見、血液(血算、生化学、腎
機能、補体・抗ＤＮＡ抗体など病勢指標となる
マーカー)、尿検査、尿の細菌培養検査、生理検
査(心電図・脳波・呼吸機能)、画像検査(胸部・
腹部・骨の単純写真、頭部・胸部・骨盤のＣＴ/Ｍ
ＲＩ、心臓・腹部超音波検査)、腎病理所見、治療
経過(透析や移植など)や長期合併症の有無

12例
(全体34例)

第4897号
オキサリプラチンによる肝
障害と食道静脈瘤形成に
関する臨床的検討

2020年7月1日 2023年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）

消化器癌
(特に大腸癌、直腸癌、胃
癌、膵臓癌)

2010年1月1日～
2019年12月31日

進行大腸癌に対しオキサリプラチン(L-OHP)を
含む化学療法が使用されているが、L-OHPは
特異的に肝類洞内皮障害を惹起し、類洞内閉
塞症候群(SOS)を発症すると報告されている。
SOSは門脈圧亢進症を発症し、脾腫、血小板減
少症、食道静脈癌を合併するが、その臨床的特
徴は明らかでない。今回の検討ではL-OHPによ
る類洞障害に起因すると考えられる脾腫、血小
板減少症、食道静脈瘤の頻度および肝障害な
どの臨床経過を明らかにすることを目的とした。

年齢、性別、背景の基礎疾患、抗癌剤使用状況
(種類、レジメン、投与期間)、脾臓径、消化管静
脈瘤の有無、　臨床経過

300例

第4898号

循環器疾患及びリスク因
子合併COVID-19入院患
者に関する多施設共同観
察研究(CLAVIS-COVID)
CLAVIS-COVID: Clinical 
Outcomes of COVID-19 
Infection in Hospitalized 
Patients with 
Cardiovascular Diseases 
and/or Risk Factors

2020年7月14日 2023年3月31日
内科学

（循環器内科）
明石　嘉浩

COVID-19罹患がＰＣＲ陽
性により確定された入院患
者のうち、循環器疾患やリ
スクファクターの既住歴を
持つ患者、または入院後
に循環器疾患の発症が確
認された患者

2020年1月1日～
2020年5月31日

COVID-19に関する報告は他国からのものが中
心であり、国内の感染者を対象とした迅速な情
報収集、並びにデータ解析が求められている。
循環器疾患合併患者を対象とする研究を行うこ
とは、重症化を予測し得るより具体的な因子の
同定や、より集中的な治療を必要とする患者の
特定などに繋がる可能性があり、その重要性は
高いといえる。これらの実態に関しても、国内の
COVID-19患者を対象とした詳細な検討が必要
であると考え、本研究を立案した。

入院時に併発している循環器疾患(急性心不
全、急性冠症候群、心筋炎、不整脈、心肺停止)

50例
(全体1000例)

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4894.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4894.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4894.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4894.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4894.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4894.pdf
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第4899号
膵頭十二指腸切除後腹
腔内出血に対するアン
ケート調査

2020年7月14日 2025年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

膵頭十二指腸切除術を施
行した症例

2009年1月1日～
2018年12月31日

膵頭十二指腸切除術（PD）出血に対する予防、
及び適切な治療法を確立することは、PD後死亡
率の改善には急務である。しかしながらPD後腹
腔内出血に対する有用な予防策は未だ見出さ
れておらず、また出血を生じた際の対応策に関
しても施設間で異なっているのが現状である。
本研究は、本邦の膵切除研究会施設会員所属
施設においてPD後腹腔内出血を生じた症例の
検討を行うことにより、腹腔内出血に対する早
期発見法と治療法に対するベストプラクティスを
見出し、本邦におけるPD後死亡率を低下させる
ことを目的とする。

①術前情報
　性別、年齢、身長、体重、BMI、ASA-PS分類、
手術歴の有無、術前合併症の有無とその内容、
手術直前血液学的所見：血液分画、CRP、肝機
能（Bil、LDH、AST、ALT、ALP、Alb、TP）、腎機
能（BUN、Cr、Na、K、Cl）、腫瘍マーカー（CEA、
CA19-9）、術前抗凝固薬投与の有無
②手術情報
　手術日、膵の性状(soft/hard)、手術術式、腹
腔鏡か開腹か、膵切離法、膵－消化管吻合の
方法、動脈合併切除の有無と再建方法、門脈
合併切除の有無と再建方法、手術時間（分）、
術中出血量、術中輸血の有無
③術後情報
　術後PPI投与の有無、最終病理診断、術後膵
液瘻の有無、術後ドレーンアミラーゼ値、出血時
期、出血の契機、出血の種類、出血発見者、出
血前のCT撮影の有無、出血時ショックの有無、
ICU管理の有無、輸血の有無、出血に対する処
置の方法、再出血の有無、術後膵液瘻に関連し
た感染症の有無（発熱、白血球上昇）、術後感
染症の有無、術後合併症（Ⅰ/I I /I I I a/I I I b/I 
V/Ⅴ using Clavien-Dindo classficiation）、、合
併症対処法、退院日、術後在院日数、在院死
(術後～退院前に死亡したもの)、在院死の原
因、最終生存確認日、死因

200

第4906号
当科で手術を行った粉瘤
症例の検討

2020年7月8日 2021年3月31日
形成外科

岩本　承豪

粉瘤(表皮嚢腫、外毛根鞘
嚢腫)

2014年1月1日～
2018年12月31日

形成外科の診療において、粉溜は最も遭遇する
機会の多い疾患の一つである。日常的な疾患で
あるが故に、統計的検討の報告は少ない。しか
し、年齢や性別によって粉溜の発生部位に若干
の偏りがあると思われたので、その特徴を明ら
かにするために、今回我々は検討を行った。粉
溜は形成外科だけでなく、皮膚科、一般外科領
域でも遭遇する頻度の高いものであり、見識を
深め、診断、治療、教育に役立てたいと考えて
いる。

患者の性別、手術時年齢、発生部位、感染の有
無、麻酔方法

564例
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第4909号
脳神経外科患者における
周術期管理の効果阻害
因子を明らかにする研究

2020年8月11日 2022年3月31日
脳神経外科学
【西部病院】

小野寺　英孝

くも膜下出血　脳出血　頭
部外傷　脳梗塞　脳脊髄
腫瘍　脊柱脊髄疾患

2001年4月1日～
2020年6月30日

脳神経外科疾患は、たとえ生命の救済がえられ
ても大小様々な後遺障害の残存する疾患であ
る。治療法の進化とともに生命予後向上は得ら
れたものの中長期的な視点での精査検証が必
要となる。実際の日常診療においては、残念な
がら改善が得られない症例も少なくない。さら
に、治療成果が得られなかった要因について、
今まで以上に十分な検討が必要である。今回
我々は、当科における予後改善が得られた群と
得られなかった群を比較することで、急性期及
び周術期管理の効果を阻害する因子を明らか
にすることを目的とした。

神経学的所見の変化、画像的評価、栄養状態
を反映する採血や身体結果の複合的要因、日
常生活動作activities of daily living(ADL)の指標
であるbarthel indexやmRs(modified Rankin 
Scale)

原因疾患や併存疾患、治療方法、手術内容、栄
養投与経路、エネルギー充足率等

700例

第4913号

酸素補充療法から基質
合成抑制療法に切り替え
た稀な遺伝的ライソゾー
ム障害であるゴーシェ病
Ⅰ型の1症例

2020年8月11日 2021年4月30日
整形外科学
【多摩病院】
大沼　弘幸

ゴーシェ病

2001年4月1日～
2020年5月31日

糖脂質の蓄積により複数の臓器に機能不全を
引き起こす稀な遺伝子的ライソゾーム障害であ
るゴーシェ病において、骨痛や骨折、骨壊死に
よる筋・骨格系機能障害は患者のADL・QOLを
著しく低下させる。現在治療薬は、イミグルセ
ラーゼによる酵素補充療法(ERT)やイミグルセ
ラーゼによる酵素補充療法(ERT)等があるが、
非神経型に対してはSRTによる治療が第一選択
となりつつある。しかし、本邦でERTからSRTへ
切り替えられた報告は少ない。本症例は44歳の
男性、ERTからSRTへの切り替えを2度経験し
た。本症例の治療経過、有害事象、合併症等に
ついて調査し、検討する。論文投稿に倫理番号
が必要なため申請する。

血液検査や画像検査、その他有害事象 1例

第4914号

3次元手術プランニングソ
フトを用いた3D-CT評価
による高位脛骨骨切り術
前後のアライメントの評価

2020年7月28日 2021年12月31日
整形外科学
【多摩病院】
大沼　弘幸

変形性膝関節症や大腿骨
内顆骨壊死にて膝周囲骨
切り術を受けた症例

2015年4月1日～
2020年5月30日

膝周囲骨切り術はロッキングプレートを用いるこ
とにより、後療法が早まるなど再び脚光を浴び、
手術件数が増加している。術後成績向上に下肢
アライメントは重要である。荷重分散に焦点をあ
てた冠状面の評価は多いが、軸平面や矢状面
に焦点をあてた報告は少ない。冠状面は単純X
線では評価できない。研究の目的はCTデータ
から3次元手術プランニングソフトを用いて3D画
像を再構築し、膝周囲骨切り術の術前・術後の
アライメント変化を評価し、術後成績向上につな
げること。

骨切り前と骨切り後のアライメント変化 100例
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第4915号

当院における乳腺超音波
デジタル画像データベー
ス構築と、人工知能診断
の有用性評価：両悪性判
断能と、サブタイプ分類
能についてのROC解析

2020年7月16日 2020年11月30日
放射線医学
藤川　あつ子

乳癌、乳腺腫癌

2018年1月1日～
2020年3月1日

乳腺超音波検査の自施設データベースから作
成した人工知能による、病変の良悪性診断能力
の検証とサブタイプ評価能を検証する。

組織診断とエストロゲンレセプター、プロゲステ
ロンレセプター、HER2、Ki-67の結果

300例

第4916号
高解像度ホルター心電図
による高周波ノイズの日
内変動

2020年7月20日 2021年6月30日
内科学

（循環器内科）
原　正壽

2011、2012年ホルター心
電図を施行した人間ドッグ
受診者

2011年1月5日～
2012年11月27日

高分解能ホルター心電図を使用することで通常
のホルター心電図では評価できない1日を通し
た心室遅延電位測定が可能となり、重症不整脈
の予知が期待できるようになったが、ノイズレベ
ルの高い個所では解析結果にばらつきが生じ
る。そこで、心電図のQRS成分を遮断し、1日の
高周波ノイズ成分を周波数ごとに解析すること
で高周波ノイズの要因を検討し、高周波ノイズ
が低下している箇所での心室遅延電位測定を
安定して得ることで精度の高い結果が得られる
ことが期待される。

ホルター心電図を施行した結果 100例

第4917号

C型肝炎に対する直接作
用型抗ウイルス薬（DAA）
治療によるウイルス学的
著効（SVR）判定後の発
癌例の実態

2020年7月20日 2021年3月31日

内科学
（消化器・肝臓内科）

【多摩病院】
松永　光太郎

DAA治療によりSVRを獲得
したC型慢性肝疾患症例
およびSVR後の経過観察
中に肝細胞癌を発症した
症例

2014年9月1日～
2020年6月30日

我が国のC型肝炎治療は、2014年に直接作用
型抗ウイルス薬（DAA）のみの経口剤治療が開
始されて以来、治療成績の向上は著しく、その
ウイルス学的著効（SVR ）率はほぼ100％に達し
ている。さらにDAA治療は重篤な副作用が少な
いため、高齢者や肝硬変例へ広く使用されてい
る。しかし、広がった治療対象のためかSVR後
の肝細胞癌の発生が散見され、その一部にお
いて急速な進展例が報告されている。今回DAA
治療後の発癌例の臨床的特徴を振り返り調査
し、危険因子を抽出し実臨床に役立てることを
目的とする。

患者背景（性・年齢・線維化の程度など）、使用
DAAの種類、診断時の癌の大きさ・個数、血液
生化学検査、画像検査等

300例

第4918号

脳動脈瘤治療後における
minimized acoustic noise 
utilizing ultra-short echo 
time (mUTE)-MRAの有用
性に関する研究

2020年7月16日 2023年3月31日
放射線医学
森谷　淳二

脳動脈瘤治療後
(クリッピングやコイル塞栓
術を行った症例）

2017年4月1日～
2020年6月22日

mUTE-MRAは磁化率や流れの方向性に影響さ
れにくい画像を提供可能な単純MRIの手法であ
る。従来のTOF(time of fight)-MRAと比較して脳
動脈癌治療後の症例に対して金属アーチファク
トが少なく有用と考えられる。今回脳動脈瘤治
療後の症例に対して従来のTOF-MRAと比較し
ｍUTE-MRAの有用性を明らかにすることを目
的としている。

患者年齢、性別、画像情報 20例
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第4919号
非拘束心拍・呼吸センサ
の性能評価 2020年8月19日 2022年9月30日

救急医学
吉田　徹

第4920号
当院での乳癌治療選択と
その成績、予後について
の検討

2020年7月27日 2023年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
小島　康幸

乳がん

2010年1月1日～
2020年3月31日

乳癌は女性のがんの中で最も罹患率の高い一
方、死亡率は消化器癌や婦人科癌と比較し低
い疾患である。また、術後10年以上経過してか
ら発生する晩期再発も一定の割合で存在し、長
期に渡り経過観察が必要とされる。乳癌は病期
分類とサブタイプから治療方針が決定され、そ
の予後も決まる。乳癌の治療は局所療法として
手術(乳房部分切除術、乳房全切除術、乳頭乳
輸温存乳房切除術)と放射線照射があり、全身
療法としてホルモン療法や抗癌剤治療、分子標
的薬が用いられる。当科は日本で3番目に多い
乳癌手術件数を誇っており、必要があれば治療
の改善を図る為に継続的に後ろ向きに治療成
績の検証をすることは日本の乳癌診療の改善
に寄与する非常に重要な責務である。本検討の
目的は当科で手術を受けた症例の術式や放射
線照射、治療別に再発の有無や時期、再発部
位、そして予後を明らかにする事である。また、
副次的な目的として、予後の規定因子の検討も
行う。

年齢、性別、既往歴、画像所見（マンモグラフィ、
超音波検査、CT、MRI検査で大きさ、形状、CT
値、ADC値、造影効果を評価、リンパ転移の形
状、大きさ、個数も評価）、病理所見（組織型、
浸潤径、乳管内進展を含めた径、組織学的波
及度、脈管侵襲、リンパ管侵襲、切除断端、異
型度、リンパ節転移の数、ER、PgR、HER2、Ki-
67）、薬物治療、放射線照射範囲、線量、採血
（WBC 、RBC、Hgb、PLT、TP、ALB、LDH、
CRP、CEA、CA15-3）、重複乳がん（同時性、異
時性）

10000例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4919
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第4921号

マンモグラフィ読影におけ
るディープランニングを用
いたコンピューター自動
診断システム（DLADS)の
性能評価試験

2020年8月6日 2021年7月5日
放射線医学
印牧　義英

乳癌

2020年1月1日～
2020年6月1日

目的
マンモグラフィの乳癌病変を、人工知能による自
動読影判定がヒトと同等もしくは、それ以上の性
能を示すかどうかを判定する。

主要評価項目
人工知能による自動読影の感度、特異度

必要性
今後マンモグラフィ検診率の向上を目指していく
中で、撮影した大量のマンモグラフィを読影する
医師の確保、人的リソース不足という問題が起
きると予想される。二重読影の一方を、人と同等
の性能をもったコンピューター支援診断
(computer-aided diagnosis:CAD)に任せる事が
できるようになれば、これらの問題の解消につな
がる。また、ディープラーニングの特徴は、読み
込ませたデータから自己学習する点にあり、使
用するたびに精度が上昇することが期待され
る。画像認識の分野では、現時点でディープ
ラーニングは人を超える性能を実現しており、マ
ンモグラフィ読影に関しても将来的にはヒトを上
回る精度を発揮する可能性がある。そうであれ
ば seocnd look　という現在の位置づけから、最
初に人工知能が病変の検出処理を行い、あら
かじめ人工知能が読影すべき異常を指摘してか
ら、医師が読影を行うというfirst lookという展開
も将来は考えられる。そうなれば、読影医の負
担は大幅に軽減されるであろう。

マンモグラフィの画像
300例

(全体15000例)

第4926号

FilmArray®BCID2の感染
制御における有用性とし
ての性能評価研究

2020年9月3日 2023年3月31日
救急医学

吉田　英樹

第4927号

Zio Workstationを用いた
非造影CTによるステント
グラフト治療前血管計測
の検証

2020年8月12日 2021年3月31日
放射線医学
小徳　暁生

胸部及び腹部大動脈瘤、
大動脈解離

2013年01月01日～
2018年12月31日

大動脈疾患に対するステントグラフト治療
(TEVAR/EVAR)は開胸・開腹手術と比較して低
侵襲であり、併存疾患の多い高齢者に対して第
一選択となりつつある。TEVAR/EVAR術前計画
には造影CTによる血管計測が必要であるが、
腎機能障害を伴う高齢者には負担が大きい。非
造影CTで血管計測が可能となれば、造影剤ア
レルギーや腎機能悪化のリスクを回避でき、よ
り安全な治療が期待できる。

Zio Workstationを用いた造影動脈相、非造影
CT画像

150例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4926.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4926.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4926.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4926.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4926.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4926.pdf
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第4928号
化学療法誘発脱毛および
再発毛についての検討

2020年8月6日 2023年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
小島　康幸

乳癌

2017年4月1日～2020年3
月31日の間に乳癌と診断
され補助療法として抗癌剤
治療を受けた症例

乳癌における術前術後の抗癌剤投与による脱
毛は必発であるが、これに対する有効な予防法
や治療法は未だ確立していない。抗癌剤誘発脱
毛は癌種を問わず、全ての抗癌剤治療を経験
するcancer survivorにとって最も悩まされる副作
用の一つである。抗癌剤治療中に頭皮を冷却す
る事により抗癌剤誘発脱毛が軽減されるという
結果が得られているものの、専用の器械とヘッ
ドギアが必要で汎用性が乏しく実用面で大きな
課題が残る。一度脱毛が起こった後の再発毛を
促す有効な方法は確立されたものがない。当科
ではこれまで補助化学療法を受ける乳癌患者を
対象とした化学療法誘発脱毛に対する外用剤
CG428の有効性と安全性についての研究
(UMIN-000026955)や、化学療法誘発脱毛およ
び再発毛がQOLに与える影響についての観察
研究、を行ってきた。本検討の目的は、これら試
験で得られたデータに加え、日常臨床上得られ
た脱毛、再発毛の状況やQOLの状態、乳癌治
療の内容や再発毛に対する対処についての情
報を後ろ向きに検討することで、一連の研究で
得られた情報を含めて包括的に再検討し、化学
療法により誘発される脱毛や再発毛の経過と患
者がとっている対処法からその実態について明
らかにすることである。
また、副次的な目的として、脱毛・再発毛の状況
とQOL評価の相関について可能な範囲で検討
を行う。

年齢、抗癌剤の種類と使用期間、頭髪の状況
や対処法、画像所見、QOL評価

80例

第4930号

ドブタミン負荷心エコーに
よる低圧較差高度大動脈
弁狭窄症の真の重症度と
安静時心エコー指標に関
する後ろ向き研究

2020年8月6日 2025年3月31日
内科学

（循環器内科）
出雲　昌樹

低圧較差高度大動脈弁狭
窄症

2012年9月～
2020年4月

高齢化社会では大動脈弁狭窄症は頻度の高い
弁膜症の一つである。中でも、大動脈弁口面積
は高度でありながらも、圧較差が非高度で矛盾
する所見であることが少なくない。ドブタミン負荷
心エコーはその真の重症度を評価する上で重
要だが、ドブタミンによる合併症に対する懸念、
全身状態や設備などの問題でドブタミン負荷心
エコーを実施することが困難であることがある。
安静時心エコー所見でドブタミン負荷心エコーに
よる真の重症度を予測できるかどうかを検討し
た研究は未だないので、本研究ではこれを調査
することを目的とする。

1）年齢、性別、2）身長、体重、3）既往・生活歴、
4）内服薬、5）血液データ：Cre、BNP、6）安静時
/ドブタミン負荷心エコー：大動脈弁狭窄症重症
度、左室駆出率、1回心拍出量、流量、左室拡
張/収縮末期径/容積、左室重量係数、左房容
量係数、推定右室圧、大動脈弁逆流、僧帽弁逆
流、僧帽弁狭窄、三尖弁逆流の程度、7）フォ
ローアップのイベント（死亡、心不全入院、大動
脈弁置換術）

89例
(全体106例)
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第4933号

地域連携において栄養療
法を継続させるための栄
養サポート手帳の作成-
第3報 栄養情報提供加
算にむけた運用の構築

2020年8月12日 2021年2月19日
栄養部

小金澤　将太

疾患を問わず、栄養サ
ポート手帳を作成し、転院
した患者

2017年11月1日～
2030年6月30日

令和2年の診療改訂により、栄養情報提供加算
が新設された。当院では2017年11月より「栄養
サポート手帳」を作成し、定員後にも栄養情報
の途切れがない情報提供ツールとして運用を
行っている。今回栄養サポート手帳の記入事
項・システムの見直しを行い、栄養情報提供加
算にむけた運用の構築を報告することを目的と
した。

転院日、転院先、身長、体重、必要栄養量、提
供栄養量、食事内容(栄養補助食品、経腸栄養
剤含む)、静脈栄養の情報

38例

第4934号
心疾患患者における管理
栄養士の介入に関する研
究

2020年8月5日 2024年3月31日
栄養部

柴田　みち

循環器内科、心臓血管外
科に心疾患のため入院
し、
栄養食事指導を実施した
患者。

2019年4月1日～
2020年3月31日

心疾患患者の治療において、栄養食事指導は
重要である。今回、管理栄養士による栄養介入
を行った心疾患患者の情報を収集し、管理栄養
士の活動状況の実態把握ならびに管理栄養士
による介入のニーズに関して考察することを目
的とする。

栄養食事指導時における、年齢、性別、身長、
体重、病名、栄養補給内容、食種、食事調整内
容、食事摂取量、身体状況、栄養食事指導での
介入内容の詳細

200例

第4936号
病院前診療と病院間ICT
情報連携に関する研究 2020年8月19日 2024年3月31日

救急医学
森澤　健一郎

第4937号

COVID-19入院患者に関
する心臓超音波検査や
心血管障害を予測する
マーカーの調査

2020年8月6日 2023年3月31日
内科学

（循環器内科）
出雲　昌樹

COVID-19陽性により確定
された入院患者

2020年1月1日～
2020年6月30日

2019年中国武漢から流行し、2020年に世界的
pandemicを引き起こしたCOVID-19は、その疾
患特性上、心血管障害をきたすことが知られる
ようになり、、心臓の病態が疾患の重症度や予
後に関係することが示唆されている。その病勢
や病態を心臓超音波検査や心血管障害を予測
するマーカー等で特定し、早期介入点や治療を
検索することが、急務である。

<患者情報>
入院時に併発している循環器疾患(急性心不
全、急性冠症候群、心筋炎、不整脈、心肺停止)
COVID-19 罹患後に発生した重要なイベントの
日時（発熱/倦怠感/呼吸器症状といった初期症
状、病院受診日、入院日、確定診断日、酸素投
与を必要とした日、リザーバーマスクを必要とし
た日、NPPVを必要とした日、人工呼吸器管理を
必要とした日、ECMO or PCPSを必要とした日、
死亡した日など）

<検査結果>
心臓超音波検査；左室拡張末期径/収縮末期
径、左室駆出率、大動脈径、左房径、左房容
積、左室拡張能指標、弁膜症重症度、異常所見
など
採血：血液ガス、血算、一般生化学検査、CRP、
トロポニン（I、T、高感度など）、NT-ｐroBNP）な
ど
心電図、カテーテル検査（施行された場合）、レ
ントゲン、CT：肺炎像の有無
予後：退院時転帰、院内発症イベント

30例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4936.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4936.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4936.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4936.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4936.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4936.pdf
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第4939号

日本国内の脳神経血管
内治療に関する登録研究
4
Japanese Registry of 
Neuroendovascular 
Therapy 4（JR-NET 4）

2020年10月9日 2022年12月31日

内科学
(脳神経内科)
【東横病院】
植田　敏浩

第4941号
Colostomy閉鎖術の治療
成績

2020年8月6日 2022年3月31日
外科学

(消化器・一般外科)
浜辺　太郎

人工肛門形成状態

2017年1月1日～
2019年12月31日

人工肛門閉鎖術は手術侵襲に比して合併症が
多いとされる。本研究では当院で施行した
Colostomy閉鎖術症例を後方視的に検証し、そ
の安全性を検討する。

年齢、性別、BMI、Pre Albmin、小野寺PNI、原
疾患、初回手術の時期、ストマ部位、ストマの種
類、ストマ閉鎖までの期間、術式、吻合方法、手
術時間、出血量、術後在院日数、合併症の有無

13例

第4942号
慢性腎臓病患者における
塩分摂取量と浮腫率が腎
予後に与える影響

2020年8月7日 2020年12月31日
内科学

(腎臓・高血圧内科)
小波津　香織

保存期CKD教育入院にお
いて生体電気インピーダン
ス法を施行した慢性腎臓
病患者を対象とする。
腎予後(eGFR30%以上の低
下あるいは透析導入)とす
る。

2011年1月1日～
2019年4月30日

慢性腎臓病患者においては塩分制限が血圧管
理において極めて重要であることは周知の事実
である。また、過剰な塩分摂取は体液過剰をき
たし、浮腫へとつながる。近年では、体液量のモ
ニタリングとして生体電気インピーダンス法の有
用性が報告されており、体液過剰が腹膜透析患
者の腎予後と密接に関連していることが明らか
となっている。しかし、これまで透析を行ってい
ない慢性腎臓病患者における塩分摂取量と体
液過剰が腎予後に与える影響については十分
に明らかとなっていない。そこで、今回我々は慢
性腎臓病教育入院患者において生体電気イン
ピーダンス法を施行した患者を対象とし、糞尿に
よって得られた塩分摂取量と腎予後との関連性
を明らかにするための後ろ向きコホート研究を
立案した。

背景患者(年齢、性別、原疾患、糖尿病の有無、
CKD stage、BMI)、血液検査所見(Crから算出さ
れるeGFR、CysCから算出されるeGFR、Hb、
Alb)、
Charlson comorbidity index、生体電気インピー
ダンス法により得られたTotal body fluid(TBF)、
extracellularfluid(ECF)、浮腫値(TBF/ECF)、
糞尿検査により得られた塩分摂取量

200例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4939.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4939.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4939.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4939.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4939.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4939.pdf
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第4947号
神経障害性疼痛治療薬
の変更による副作用発現
に関する観察研究

2020年8月6日 2022年6月30日
整形外科学

赤澤　努

神経障害性の下肢痛のあ
る患者

選択基準として、障害神経
の支配領域に感覚障害が
ある、MRIまたはCTにより
神経障害性疼痛を説明で
きる、プレガバリンをミロガ
バリンに変更、プレガバリ
ン以外の疼痛治療薬の変
更がない。

除外基準として、変更後4
週以内に手術加療した患
者、変更後4週以内に神経
ブロック注射した患者

2019年4月15日～
2020年6月30日

神経障害性疼痛治療薬であるプレガバリンは
2010年より国内にて発売され、優れた鎮痛効果
から腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症
に伴う下肢痛に対し広く使用されている。2019年
4月よりα2δリガンドであるミロガバリンの発売
が開始された。
ミロガバリンの傾眠・めまい・ふらつきなどの副
作用発現率はプレガバリンより低いと報告され
ているが、同一症例による報告はない。本研究
の目的は、プレガバリンからミロガバリンに変更
した患者における副作用発現を調査することで
ある。

患者背景（年齢、性別、疾患名、既存症、内服
薬名とその投与量、プレガバリンからミロガバリ
ンに変更した理由）、変更前、変更後1週、2週、
4週でのミロガバリン投与量、副作用、ミロガバリ
ンの継続性、疼痛軽減効果の有無、Visual 
analogue scale、Numeric rating scale

100例

第4949号

日本人におけるABO式血
液型と、重症腹部外傷患
者予後、輸血量、合併症
との関係

2020年8月7日 2021年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
土橋　篤仁

重症腹部外傷患者
(腹部 AIS≧3)

2008年4月1日～
2018年3月31日

ABO式血液型分類は1901年に発見されて以
降、様々な疾患との関連性が報告されている。
AB抗原は赤血球以外にもあらゆる細胞、組織
に分布しており、心筋梗塞や深部静脈塞栓症、
悪性腫瘍や感染症、敗血症後のAKI/ARDSとの
関連が指摘され注目されている。また、O型患
者と止血機構との関連についてもいくつか報告
がされている。
我々は重症外傷患者の転帰との関連を自施設
患者で報告した。しかしながら様々なバイアスも
存在し、まだまだ不明な点が多い。本研究は重
複腹部外傷(腹部 AIS≧3、多部位<3)の患者を
対象とした後方視的データを他施設で集積し、
患者背景や治療内容を統計学的に調整するこ
とにより、血液型分類と転帰(死亡率や輸血量な
ど)との関連を臨床的に明らかにすることを目的
とする。

患者基本情報
年齢、性別、既住歴、AIS≧3以上の腹部外傷、
処置内容、損傷臓器、程度、来院24時間以内の
輸血量(RBC、FFP、Plt)緊急O型輸血量の内訳

生理的情報
意識レベル、血圧、呼吸数、心拍数、来院時体
温

治療関連情報
24時間以内死亡、院内死亡、ICI滞在時間、合
併症の有無とその内容

15例

(全体2000～
3000例)
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第4951号 心不全患者の栄養状態 2020年8月19日 2021年7月30日
栄養部【西部病院】

長島　淑恵

この期間に心不全カンファ
レンスの対象となった当院
入院患者を対象とする。

2017年4月1日～
2018年3月31日

低栄養心不全患者に対する栄養介入により、心
不全の予後改善の可能性が示唆されている
が、効果的な栄養介入方法は明らかではない。
そこで、今後の心不全患者への栄養介入方法
を検討するため、心不全患者の栄養状態と短期
予後(入院日数、心不全再入院回数(退院後1年
間))について調査することを目的とする。

年齢、性別、身長、原疾患、既住、内服薬、退院
後の転帰、入院日数、心不全再入院回数(退院
後1年間)入院中の食事内容、摂取量、栄養食
指導の有無、MNA-SF®、身体計測値(AC、
TSF、AMC、CC)
入院時、退院時の体重、NYHA分類、及び検査
値(アルブミン値、プレアルブミン値、ヘモグロビ
ン値、CRP値、BNP値、HbAlc値、LDL値)

180例

第4952号

リウマチ・膠原病における
新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）レジスト
リ”Rheumatology 
COVID-19 Registry”を利
用した多施設共同観察研
究

2020年8月25日 2023年4月30日

内科学
（リウマチ・膠原病・ア

レルギー内科）
川畑　仁人

第4953号
小児・思春期世代女児の
妊孕性温存コンサルト症
例に関する検討

2020年8月14日 2021年3月31日
産婦人科学
高江　正道

白血病、再生不良性貧
血、脳腫瘍、横紋筋肉腫、
免疫不全

2009年1月1日～
2020年12月21日

現在、妊孕性温存療法が普及しつつあるが、小
児・思春期症例の妊孕性温存に関する知見は
極めて少ない。当学では、小児・思春期症例の
妊孕性温存の診療を積極的に行っており、今回
その知見を論文化するにあたり、本研究を立案
した。本研究では、妊孕性温存を断念した症例
に関しても調査を行い、包括的な検証をおこなう
ことを予定している。

年齢、原疾患名、妊孕性温存の有無、妊孕性温
存方法、合併症、児の生命予後、児の卵巣機能
の予後

80例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4952.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4952.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4952.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4952.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4952.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4952.pdf
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第4955号
肝硬変患者における門脈
肺高血圧症の疫学調査

2020年9月2日 2025年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
渡邊　綱正

肝硬変と診断された患者さ
んの門脈肺高血圧症

2020年4月1日～
2025年3月31日

肝硬変の合併症として肝細胞癌、肝性脳症、静
脈瘤出血、皮膚掻痒症、こむら返りそして腹水
などが有名ですが、一方で、肝外病変の中でも
心肺機能に影響を与える疾患として門脈肺高血
圧症という合併症があり、その頻度は肝硬変患
者の1-5%前後と海外から報告されています。こ
の病気は予後不良な疾患であるのにも関わら
ず本邦においてスクリーニング方法が統一され
ておらず、患者さんの自覚症状により初めて本
疾患の精査を施行することが実臨床では多いと
考えられます。海外から比較的良好な肝予備能
の患者さんにおいても本疾患は一定頻度で存
在すると報告されておりますが、本邦における
大規模な疫学の報告はありません。そこで本研
究は、本邦における肝臓専門医の所属する多
施設で門脈肺高血圧症のスクリーニング方法や
その診断能ならびに治療介入、予後調査を施行
することを目的とします。

年齢、性別、身長、体重、合併症、既住歴、アル
コール摂取歴、併用薬、妊娠の有無、自覚症
状、他覚症状のカルテ記載内容、血液生化学的
検査のデータ(肝機能や腎機能、肝臓線維化
マーカーなど)、フィブロスキャン®による肝線維
化の推移、肝予備能(Child Pugh score,MELD 
score,ALBI grade)の推移、肝細胞癌の既往歴、
治療歴および観察期間中の肝細胞がんの発症
の有無(腹部超音波検査、腹部CT、腹部MRIの
結果)、心肺機能検査(心エコー、心電図、BNP)

200例

第4957号
経動脈的カテーテル塞栓
術症例に対する後方視的
研究（腎血管筋脂肪腫）

2020年8月25日 2021年3月31日
放射線医学

細井　康太郎

腎血管筋脂肪腫

2014年4月1日～
2020年3月31日

当院における腎血管筋脂肪腫に対する頸動脈
的塞栓術に関する検討を行うことを目的とする。
腎血管筋脂肪腫に対しての塞栓術が有効であ
ることは明白ではあるが、塞栓に用いる物質に
ついての画一的な見解は得られていない。今
回、当院において、マイクロスフィアを用いて塞
栓術を行った症例を
検討し、その有効性や有害事象についての検
討を行いたい。

年齢、性別、背景疾患、内服歴、出血部位、血
液検査データ、放射線画像および所見

7例
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第4958号

免疫チェックポイント阻害
薬（Immune-Checkpoint 
Inhibitor:ICI）の免疫関連
有害事象とICI治療前の
自己抗体との関連性につ
いての検討

2020年8月25日 2023年9月30日
臨床腫瘍学
伊澤　直樹

ICIの治療が保険適応と
なっている切除不能進行・
再発固形癌並びに悪性リ
ンパ腫

2014年7月1日～
2020年3月3１日

背景
免疫チェックポイント阻害薬(ICI)は切除不能・進
行再発の固形癌や悪性リンパ腫に対する薬物
療法の中心となり、様々な癌種において使用さ
れ、PD-L1や腫瘍変異量(tumor mutation 
burden)、マイクロサテライト不安定性
(microsatellite instability)などICIの治療効果予
測因子が探索されている。一方で、ICIの投与後
に自己免疫疾患に類似した有害事象(immune-
related adverse events:irAE)が発症することが
あり、一部の患者では重篤な症状となり得る。
問題点として、どのような患者に生じるのかは不
明である。近年、様々な報告からICI投与前の自
己抗体の存在がirAEと関連する(自己抗体が存
在する患者においてirAEの発症頻度が高い)可
能性が示された。当院においてもICI治療前から
自己抗体の有無に関してチェックしているが、関
連性の有無については明確ではない。また、ICI
治療前の自己抗体の有無とICI治療の有効性の
関連も指摘されている。

目的
当院におけるICIの治療効果並びにirAEの発症
と自己抗体の存在との関連について検討する。

年齢、性別、Performance Status、癌腫、手術
歴、使用したICI、治療ライン、ICIの治療後効
果、心電図変化、心臓超音波所見、レントゲン
等の画像所見、自己抗体(抗核抗体、抗アセチ
ルコリン抗体、抗サイログロブリン抗体、抗甲状
腺ペルオキシダーゼ抗体、抗グルタミン酸脱炭
酸酵素抗体)、irAE

275例

第4960号

ベキサロテンPMSデータ
を用いた安全性評価の後
方視的研究

2020年12月21日 2022年3月31日
皮膚科学

宮垣　朝光
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4960.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4960.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4960.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4960.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4960.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4960.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第4962号

人工知能による個別化医
療に向けた頭頸部癌化
学放射線療法の治療効
果予測および予後予測

2020年9月10日 2023年3月31日
放射線医学
冨田　隼人

頭頸部癌(上咽頭癌、中咽
頭癌、下咽頭癌、喉頭癌)

2007年1月1日～
2017年12月31日

進行期頭頸部癌に対する化学放射線療法は、
発声などの機能温存を可能とするが、25%-30%
に再発を認める。後療法である救済手術や分子
標的薬、免疫療法に治療効果が現れることもあ
り、次の至適治療法への早期の切り替えは、予
後の改善や不要な副作用の防止、医療コストの
低下につながる。また、頭頸部癌の治療効果予
測因子にはTNM分類や喫煙歴などが挙がる
が、治療前の画一的な評価であり、患者個々に
合わせた評価がなされず、十分な役割を果たし
ていない。頭頸部癌の化学放射線療法の治療
効果/予後予測に関しては、PET画像のFDG集
積やMR画像のADCmapが既に検討されている
が、汎用性や客観性に欠けることから、普及し
ていない。近年、人工知能の医療への応用が始
まり、深層学習による組織判別や予後予測など
客観性の高い研究手法として取り入れられてい
る。しかしながら、頭頸部癌の化学放射線療法
に対する深層学習を用いたイメージングバイオ
マーカーによる治療効果/予後予測の研究は行
われていない。今回、造影CT/MR画像および深
層学習を用いて頭頸部癌の化学放射線療法に
対する治療効果/予測因子となる新たなイメー
ジングバイオマーカーを探索する。

治療前と治療中の造影CT/MR画像、治療効果
の予測値

200例

第4964号

ホルター心電図、心エ
コー検査で得られたパラ
メータにより潜在する心
房細動を検出することは
可能か

2020年9月3日 2021年3月31日
内科学

（循環器内科）
佐々木　憲一

心房細動、脳梗塞

2015年1月1日～
2020年5月31日

心房細胞(AF)は、動悸・胸痛・失神といった臨床
症状や塞栓源不明脳梗塞の原因となり得るが、
過去にその診断がなされていない場合、AFの
存在を証明することが必要である。ホルター心
電図はAFを検出するために一般的に行われて
いる検査であるが、1回の検査でAFが検出でき
ることはむしろまれである。ホルター心電図で検
出できない場合、植込み型心電計が考慮される
が侵襲的検査であり適応が限られる。本研究で
は、潜在する心房細動を1回のホルター心電
図、心エコー検査で得られるパラメーターで予測
できるのかを明らかにすることを目的とする。特
に、ホルター心電図における心房性期外収縮
(PAC)や心エコー検査における左房の大きさ
は、AF発症に関する因子であることが知られて
おり、本研究でも特にこの2点に注目する。

性別、年齢、身長、体重、合併症、既往歴、最終
生存年月日、死因、血液検査、ホルター心電
図、心エコー所見

500例
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第4970号
重症COVID19患者26例
の臨床経過報告

2020年9月3日 2022年10月31日
救急医学

吉田　英樹

対象期間中に当院に搬送
されたCOVID19患者のう
ち、人工呼吸器管理を必
要とした重症症例

2020年2月1日～
2020年6月30日

2019年12月に中国武漢にて新型コロナウイルス
感染症(COVID19)が確認され、その後本邦でも
パンデミックを認めた。各国から本疾患の臨床
経過に関する報告がなされているが、本邦から
の重症症例に注目した報告はない。当院救命
救急センターでは重症症例を中心に受け入れを
行っており、当院で人工呼吸器管理を必要とし
た重症症例26例の臨床経過を報告することで今
後の診療の質の向上を目的とする。

　

症状発症日、初回病院受診日、診断検査日、当
院入院日、酸素投与開始日、人工呼吸器管理
開始日、体外式膜型人工肺(ECMO)導入日、人
工呼吸器設定、ECMO設定、採血結果、画像検
査結果、投与薬剤、治療介入処置、発症疾患、
リハビリテーション実施の有無、リハビリテーショ
ン開始日、リハビリテーションの内容(体位管
理、離床)、長時間腹臥位管理の有無、離床開
始日、転帰

26例

第4971号
病診連携パスを用いた気
管支喘息における病診連
携と課題

2020年9月11日 2025年3月31日

内科学
（呼吸器内科）
【西部病院】
駒瀬　裕子

気管支喘息と診断され、西
部病院病診連携パスで連
携診療を行っている症例

2016年11月28日～
2020年8月18日

西部病院では双方向パスを用いた病診連携を
以前から行っている。この方法は当地域独特の
方法論であり、かかりつけ医における日常の管
理と年一度の専門的評価および救急対応を両
立させ、効率の良い医療を提供できると考えら
れる。今までの連携による医療経歴をまとめ、よ
りよい方法を模索する。

連携内容、性別、年齢、喫煙歴、既住歴、アレ
ルギー素因、合併症、併存症、治療と疾患の経
歴、連携病院、呼吸機能検査、FENO、強制オシ
レーション法、気道過敏性検査、血液データ

310例

第4972号

新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）に脳卒中
を発症した患者の臨床的
特徴を明らかにする研究
-今後拡大が予測される
COVID-19への対策の模
索-

2020年10月23日 2021年5月31日
内科学

（脳神経内科）
【西部病院】

第4975号

アダプティブデザインを用
いたCOVID-19国際多施
設ランダム化比較試験と
重症呼吸器感染症に対
する臨床研究体制の基
盤構築

2020年11月30日 2025年12月31日
救急医学

藤谷　茂樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4972.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4975

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4972.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4972.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4972.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4972.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4972.pdf
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第4976号

化学療法患者における自
動2Dスペックルトラッキン
グ法及び自動3D心エコー
法による左室収縮能評価
の信頼性及び再現性の
検討

2020年9月18日 2025年3月31日
内科学

（循環器内科）
出雲　昌樹

化学療法予定患者

2018年3月1日～
2019年6月30日

近年、化学療法の心毒性に関して認識が広ま
り、化学療法開始前から定期的なフォローまで
心エコーによる左室収縮能評価が推奨されてい
る。心エコーによる左室収縮能評価は2D法によ
る評価がゴールドスタンダードであるが、近年開
発された3D法やスペックトラッキング法は、左室
収縮能をより正確かつ鋭敏に評価する方法とし
て期待されている。しかしながら検査時間や再
現性、抽出不良例などの問題から臨床現場へ
の広い普及には至っていない。近年、これら新
手法の計測は自動化が実現し。より短時間で信
頼性及び再現性の高い検査として化学療法患
者の左室機能評価に期待できる。本研究は化
学療法を予定した患者において自動3D法、自
動2Dスペックルトラッキング法の信頼性及び再
現性について従来の2D法と比較検討することを
目的とした。

年齢、性別、身長、体重、基礎疾患及び既往
歴、心エコー：画質評価(excellent、good、fair、
poor)、2D-Simpson法での計測時間、左室駆出
率/拡張末期容積/収縮末期容積、自動3D解析
での計測時間、修正の要否、自動3D 解析での
左室駆出率/拡張末期容積/収縮末期容積、2D
スペックルトラッキング法の計測時間、修正の要
否、global longitudinal strain(GLS)

120例

第4978号
カロリックテストとVHITの
結果の乖離に関する研究

2020年9月24日 2023年3月31日
耳鼻咽喉科
【西部病院】

瀬尾　徹

メニエール病、遅発性内リ
ンパ水腫など内リンパ水
腫関連疾患

2017年4月1日～
2020年8月31日

前庭神経炎などの前庭神経障害患者におい
て、カロリックテストとvHITの結果は強く相関す
ることが知られている。一方、メニエール病や遅
発性内リンパ水腫などの内リンパ水腫関連疾患
においては両者の結果が乖離する。これまで乖
離の機序については明らかになっていなかっ
た。本研究の目的は、乖離の機序を解明する一
助として、乖離に関する因子を明らかにすること
である。

背景因子、神経耳科学的検査の結果(聴力、カ
ロリックテスト、VEMP、フロセミドテスト、フロセミ
ドVEMP)

50例

第4979号

BRAFV600E変異型切除不
能進行・再発大腸癌に対
するFOLFOXIRI+/-
Bevacizumab療法と
Doublet療法の有効性お
よび安全性に関する後方
視的検討

2020年9月18日 2023年3月31日
臨床腫瘍学
伊澤　直樹

第4983号

脳神経内科領域疾患の
病態解明および診断・治
療・予防法の開発に関す
るレジストリ研究

2022年3月7日 永年
内科学（脳神経内科）

山野　嘉久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4979.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4983.pdf
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第4985号
当科における肉腫様肺癌
の治療経験

2020年9月24日 2020年12月31日

外科学
（呼吸器外科）

小島　宏司

肉腫様肺癌

2004年1月1日～
2020年7月31日

肉腫様肺癌は非小細胞肺癌の0.5％とまれな腫
瘍であり、その特徴や治療方法についてはコン
センサスが得られていない部分が多い。近年、
肺癌に対する薬物療法として、免疫チェックポイ
ント阻害剤(抗PDL-1抗体薬)が高い治療効果が
報告されている。今回我々は、当施設で経験し
た肉腫様肺癌の症例をまとめ、抗PDL-1抗体を
用いた免疫組織化学によりその臨床病理学的
特徴を明らかにする。

部位、WHO病期分類、病理学的特徴、喫煙の
有無、治療方法、予後

8例

第4986号
膵臓癌における癌関連血
栓症の研究

2020年9月24日 2021年3月31日
臨床腫瘍学
小栗　知世

膵臓がん

2015年1月1日～
2020年5月31日

聖マリアンナ医科大学病院腫瘍内科にて化学
療法を受けた膵臓がん患者を対象に、血栓症を
合併した症例を調査し、血栓症の発症率、治療
薬(抗凝固薬)、再発率、予後について後ろ向き
に検討する。

血栓症の再発率、抗凝固薬の安全性、年齢、性
別、PS、化学療法の種類、血液検査データ(血
算、生化学、D-dimmer値を含む凝固)、抗凝固
薬の種類、治療再開後無再発の状態での生存
期間、死亡の有無

140例

第4991号

当院で腹腔鏡手術を施行
した広靭帯内発育子宮筋
腫に関する検討～筋腫核
授動について～

2020年10月6日 2020年12月1日
産婦人科学
【東横病院】

白石　絵莉子

子宮筋腫

2018年10月1日～
2019年9月30日

広靭帯内発育子宮筋腫（靭帯内筋腫）は、術前
の画像検査などでは評価することが難しく、術
中に診断することが多い。靭帯内筋腫は筋腫に
よる解剖学的偏位により尿管損傷や血管損傷
のリスクが多く、手術を困難にするケースが多
い。よって、本研究では筋腫核を授動して後腹
膜腔の解剖学的偏位を是正する筋腫核授動法
の当院での工夫と有用性について検討する。

診療録及び手術動画、画像検査による筋腫径、
手術時間、出血量

31例

第4993号

非小細胞肺癌における薬
物治療耐性後の個別化
医療の確立を目指した、
遺伝子スクリーニングと
モニタリングのための多
施設共同前向き観察研
究（LC SCRUM TRY)

2020年10月16日 2030年9月30日
内科学（呼吸器内科）

古屋　直樹
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4993.pdf
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第4995号

市中病院のアルコール性
肝硬変患者における、社
会経済的因子の予後へ
の影響

2020年12月11日 2021年3月31日
内科学

（総合診療内科）
松田　隆秀

第4998号

超重症大動脈弁狭窄症
における経カテーテル大
動脈弁留置術の成績及
び予後調査

2020年10月1日 2022年3月31日
内科学

（循環器内科）
出雲　昌樹

大動脈弁狭窄症でTAVIを
施行した患者

2016年1月1日～
2020年8月31日

近年、大動脈弁狭窄症（AS）に対する低侵襲治
療である経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）
が急速に普及している。手術困難例及びハイリ
スク症例から開始され、その適応は徐々に拡大
しつつある。高度ASの中でも最高血流速度
5m/sを超すASは超重症ASと定義され、その予
後は高度ASと比較して不良であり、無症状で
あっても手術が推奨されるようになった。2020年
3月に改訂された日本循環器学会弁膜症ガイド
ラインにおいても他国同様、無症候性超重症AS
に対しての治療介入がクラスⅡaで積極的に推
奨されているが、世界に先駆けて手術に加えて
TAVIもその適応に含まれた。しかしながら超重
症ASに対するTAVIの成績及び予後に関して検
討した報告はない。本研究の目的は超重症AS
に対するTAVIの成績及び予後調査を行うことで
ある。

年齢、性別、身長、体重、既往・生活歴、内服
薬、血液データ：ヘモグロビン、クレアチニン、
BNP、心エコー：大動脈弁狭窄症重症度、左室
駆出率、1回心拍出量、流量、左室拡張/収縮末
期径/容積、左室心筋重量係数、左房容積係
数、推定肺動脈収縮気圧、大動脈弁逆流、僧帽
弁逆流、僧帽弁狭窄、三尖弁逆流の程度、CT
による大動脈弁複合体計測値、フォローアップ
のイベント（死亡、心不全入院）

520例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4995.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4995.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4995.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4995.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4995.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/4995.pdf
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第5001号

拡散強調画像による下咽
頭癌・喉頭癌化学放射線
療法の治療効果予測お
よび予後予測

2020年10月9日 2023年3月31日
放射線医学
冨田　隼人

下咽頭癌、喉頭癌

2007年1月1日～
2017年12月31日

進行期頭頚部癌に対する化学放射線療法は、
発生などの機能温存を可能とするが、30％に再
発を認める。後療法への早期の切り替えは、予
後の改善や不足な副作用の防止、医療コストの
低下につながる。また、頭頚部癌の治療効果予
測因子にはTNM分類や喫煙歴などが挙がる
が、治療面の画一的な評価であり、患者個々に
合わせた評価がなされず、十分な役割を果たし
ていない。近年、MR検査に拡散強調画像が導
入され、細胞密度を反映することから、良悪性
の鑑別や腫瘍のviabilityの評価に用いられてい
る。また、化学放射線療法に対する子宮頸癌や
直腸癌、骨肉腫など様々な悪性腫瘍の治療効
果予測および予後予測が可能であるという報告
がなされてきた。しかしながら、下咽頭癌・喉頭
癌の化学放射線療法に対する拡散強調像を用
いたイメージングバイオマーカーによる治療効
果/予後予測の研究は行われていない。今回、
MR画像を用いて下咽頭癌・喉頭癌の化学放射
線療法に対する治療効果/予測因子となる新た
なイメージングバイオマーカーを探索する。

生検、内視鏡、CT/MR/PET検査を用いて確認
された再発、経過中の死亡

100例

第5006号
膵頭十二指腸切除術施
行した悪性疾患の予後因
子に関する検討

2020年10月9日 2022年12月1日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

遠位胆管癌、膵癌、乳頭
部癌

2010年1月1日～
2020年7月31日

近年、サルコペニアや栄養指標を用いた予後予
測因子と消化器癌における術後器癌における
術後合併症や予後の相関に関する報告が散見
されるが、遠位胆管癌や膵癌における研究はま
だ少ない。
当院における膵頭十二指腸切除術施行した悪
性疾患を対象に数々のパラメーターと予後の相
関を検討する。

術前のmGPS（術前CRPおよびAlbを組み合わせ
た指標）、PNI（0.005×リンパ球数+10×Alb）、
NLR（好中球/リンパ球比）PLR（血小板/リンパ
球比）、PMI（CTにおけるL3レベルの賜腰筋面
積）、
インピーダンス法SMIと合併症発生率および予
後の相関

300例
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第5008号
術中MEPにおけるコーク
スクリュー電極と電流値
の変化

2020年10月9日 2022年12月30日
クリニカルエンジニア

部
横塚　恵理子

手術時にコークスクリュー
電極を用いてMEPを測定
した症例

2020年3月1日～
2020年9月18日

当院では脳神経外科、整形外科手術の際に脳
虚血や脳損傷、神経損傷による合併症回避の
ために術中電気生理モニタリングとして運動誘
発電位（MEP)を測定している。定電圧刺激MEP
測定の際、測定開始から測定終了までの出力
電流値に経時的変化がみられることが多い。刺
激電極としてステンレス製のコークスクリュー電
極を用いていることから、刺激電圧値に対する
出力電流値の後方視的検討を行うことで、電極
の変化とそれに伴う影響を検討することを目的
とする。

測定開始時と修了時の刺激電圧値と出力電流
値、コークスクリュー電極のインピーダンス、測
定時間、刺激回数のデータ

45例

第5015号

DetermInants of 
Antimicrobial use aNd 
de-escalAtion in critical 
care (DIANA study) の日
本データ解析
-本邦ICUの抗菌薬de-
escalationの現状評価-

2020年11月2日 2023年3月31日
救急医学
吉田英樹

第5016号

掌側ロッキングプレート術
後の橈骨遠位端骨折患
者に対するクリニカルパ
スに合わせた目標設定の
効果

2020年11月12日 2025年12月31日
リハビリテーション部

【西部病院】
榊原陽太郎

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5016.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5015.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5015.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5015.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5015.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5016.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5016.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5016.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5016.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5016.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5015.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5015.pdf
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第5017号

治療歴のあるHER2陽性
進行再発乳がんに対する
Trastuzumab deruxtecan
の日常臨床における安全
性と有効性評価

2020年10月9日 2023年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
小島　康幸

乳癌

2020年6月1日～
2021年1月20日

HER2陽性乳がんに対しての化学療法は、各国
のガイドラインとも二次治療まではエビデンスが
確立してきたが、三次治療以降に有効性が期待
できる薬剤がこれまで存在しなかった。
DESTINY-breast01試験は国際共同第Ⅱ相試験
であるが、腫瘍評価の項目である奏効率が
64.1％と良好な結果が得られ、現在進行中の第
Ⅲ相試験の結果を待たずに本邦でも承認され
た。副作用として間質性肺疾患が報告され、死
亡例も含まれていたことから、有効性、安全性
のどちらにおいても関心の高い薬剤である。
HER2陽性乳がんは全乳がんの約１０％であり、
症例数の多い当科は数多く経験することが見込
まれる。実臨床における治療成績や安全管理に
関していち早く症例の集積が可能であり、当科
の経験を報告することは進行再発乳がんの治
療において臨床的に意義がある。

患者背景、乳癌の病理所見、臨床所見、画像所
見、治療効果および予後（PFS,OS）、副作用の
種類やグレード

20例

第5020号
心房性不整脈に対する洞
調律維持が左室機能に
与える影響

2020年11月9日 2023年9月30日

内科学
（循環器内科）
【西部病院】
松田　央郎

心房細胞、心房頻拍

2016年4月1日～
2020年9月30日

持続性心房細動などの長期に持続する心房性
不整脈に対しての洞調律維持が左室機能に与
える影響についてはまだ不明な点が多い。頻脈
依存性心筋症とされる疾患群では、洞調律維持
に伴って心機能が回復することが知られている
が、左室の著名な拡大を伴う症例では洞調律へ
の復帰後にも低心機能が残存するとされている
報告もある。しかしながら、洞調律維持により左
室拡大が著名であっても心機能が回復する症
例は存在しており、今回の研究では持続性心房
性不整脈への治療が左室機能へ与える影響を
評価する。

左室駆出率や左房径などのデータ、通常の心
臓超音波検査で得られた画像

30例
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第5022号

経皮的僧帽弁接合不全
修復術MitraClip施行後の
医原性心房中隔欠損症
に関する全国調査

2020年11月2日 2022年3月31日
内科学

（循環器内科）
桒田　真吾

Mitra Clip施行後iASDに対
して、カテーテル閉鎖術を
行った症例

2018年4月1日～
2020年5月31日

2018年より、本邦において、高度の僧帽弁閉鎖
不全症に対して、経皮的僧帽弁接合不全修復
術Mitra Clipが施行可能となった。Mitra Clipは、
低左心機能、高齢、併存疾患などで手術リスク
が高く外科的手術が困難である場合でも、低侵
襲で、比較的安全に治療することが可能であ
り、多くの施設で行われるようになってきてい
る。Mitra Clipの手技は、心房中隔穿刺を行い、
デリバリーシステムを僧帽弁へ到達させ、クリッ
プを留置する。そのため、心房中隔に左右短絡
を生じることになる。この医原性心房中隔欠損
症（iASD）は、周術期に欠損孔が大きく拡大して
しまい、大量の短絡量により、血行動態が破綻
しショック状態や心停止に陥ることがあり、緊急
でiASDカテーテル閉鎖術が必要であった症例
が、稀であるが、報告されるようになってきてい
る。しかし、本邦において大規模な症例を集約し
て評価はなされておらず、iASDの発生状況、ま
た血行動態など臨床状況に関して十分に検討さ
れていない。そこで、本研究は、Mitra Clip施行
後に緊急でiASDカテーテル閉鎖術を要した症例
の頻度や患者背景などの詳細を、明らかにする
ことを目的とする。

患者基本情報（年齢、性別、診察所見）、
血液検査、心臓超音波検査、カテーテル検査、
Mitra Clipの治療内容、Mitra Clip施行後iASDに
関する臨床的所見、iASDカテーテル閉鎖術の
治療内容、効果、合併症

2例
(全体30例)

第5027号

日本における若年性特発
性関節炎患者の現状と問
題点を全国的に継続的に
明らかにするための共同
臨床研究

2020年12月10日 2025年3月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
山崎　和子

第5029号
乳幼児期にエミシズマブ
を開始した血友病A症例
の検討

2020年11月9日 2025年12月31日
小児科学

【西部病院】
森　美佳

血友病A
当院で就学前にエミシズマ
ブの定期投与を開始した
小児血友病A患者、インヒ
ビター保有・非保有どちら
も含む

2017年1月1日～
2020年9月30日

活性型大Ⅷ因子の補因子機能を代替する
Bispecific抗体製剤であるエミシズマブは、血友
病治療における初の皮下注射製剤であり、ま
た、第Ⅷ因子に対する中和抗体（インヒビター）
を有する患者にも効果があるという点からも極
めて有用性の高い製剤と考えられている。新規
薬剤のため長期の観察結果の報告が未だ少な
い。幼少期よりエミシズマブを開始した患者の出
血抑制効果や、将来的な血友病性関節症の予
防効果、QOLなどに関して検討し報告すること
は今後の血友病治療において極めて有益な情
報となる。

年齢、血友病の重症度、エミシズマブ開始日、
エミシズマブの投与期間、前治療の内容、第Ⅷ
因子や第Ⅷ因子インヒビター値など凝血学的内
容に関する検査結果、年間出血回数、出血内
容、現在の治療内容など

20例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5027.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5027.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5027.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5027.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5027.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5027.pdf
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第5036号
Xpert MRSA/SAの導入
効果

2020年11月27日 2025年12月31日
臨床検査部
大栁　忠智

Staphylococcus aureus感
染症

2019年11月1日～
2020年7月31日

MRSAは院内感染の主要な原因菌であり、現在
は市中感染が増加している。MRSAの診断には
検体から分離した菌の薬剤感受性を検査する
必要があり、従来の方法では2～3日以上を要す
る。当院で導入したGeneXpertシステムにより血
液培養が陽性になった当日に検査を行うこと
で、検体中のmec遺伝子の有無を検出し、
MRSAか否かの判断を迅速に行うことが可能で
ある。本調査により、従来法での同定・薬剤感受
性検査との比較検討を行い、検査結果の妥当
性の確認を行うとともに、臨床での抗菌薬変更
の状況を調査し、導入効果と今後の運用に関し
て検証を行う。

mec遺伝子の有無、抗MRSA薬の使用状況（使
用開始日もしくは他剤への変更日）

200例

第5037号
Xpert C.difficileによる
NAATの導入効果

2020年11月27日 2025年12月31日
臨床検査部
大栁　忠智

Clostridioides difficile感染
症

2019年11月1日～
2020年7月31日

Clostridioides difficile(C. difficile)は医療関連下
痢菌の主要な原因菌であり、院内感染症として
重要な感染症である。Toxin検査は検出感度が
低く、また抗原検査の検出感度は高いがtoxin非
産生のC. difficileが存在することにより治療が
不必要な患者に対して抗菌薬を使用することと
なる場合がある。ガイドラインにてNAAT検査（便
中のtoxin産生遺伝子の検出）が推奨されてい
る。当院で導入したGeneXpertシステムにより便
中のtoxin産生遺伝子を検出し、抗菌薬治療が
必要かどうかの判断が可能となる。本調査によ
り、抗原陽性症例において感度不十分とされて
いたtoxin検査の追加試験としてのNAAT検査の
結果による臨床での抗菌薬治療の状況を調査
し、導入効果と今後の運用に関して検証を行う。

toxinB産生遺伝子（tcdB）、binary toxin遺伝子
tcdC変異の有無、CDI治療薬の使用状況

1000例

第5039号

潰瘍性大腸炎におけるウ
ステキヌマブの有効性と
その背景因子に関する検
討‐二施後ろ向き観察研
究‐

2020年11月30日 2021年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
山下　真幸

第5046号

腹腔鏡下結腸右半切除
術の際に上腹部正中に
小切開先行手技を行う有
用性について

2020年11月19日 2021年3月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
大島　隆一

大腸癌（腹腔鏡下結腸半
切除術症例）

2013年1月1日～
2019年12月31日

腹腔鏡下結腸右半切除術の際に、我々が行っ
ている剣状突起と臍を結んだ中点を中心とした
小切開の位置が妥当かどうかを検証することを
目的とした。

年齢、性別、Body Mass Index、手術時間、出血
量、術後在院日数

150例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5039.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5039.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5039.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5039.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5039.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5039.pdf
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第5049号

術後補助療法完遂に必
要な支援の検討
大腸がん術後補助療法
完遂者のカルテ記事から
後方視的探索

2020年11月18日 2022年12月31日
看護部

【多摩病院】
木幡　和美

大腸がんstageⅡb～Ⅲbで
術後補助化学療法を行っ
た患者のうち治療完遂した
患者

2019年11月1日～
2020年9月30日

大腸がんに対する術後補助化学療法の再発予
防効果は完遂した場合のデータであり、術後補
助療法は完遂することが目標となる。患者には
完遂まで治療意欲を持ち続けることが求められ
る。外来がん化学療法を受ける患者の心理的
側面に関する先行研究において、患者の心理
的側面を考慮した看護介入の必要性が述べら
れている。今回、大腸がん術後補助化学療法を
完遂した患者が治療中に受けた支援を探索す
ることで、患者のニーズに沿った看護支援につ
いての示唆を得ることができる。

患者の体験、患者が抱える心理的問題、患者
のエンパワメント、患者のニーズに関するデー
タ、年齢、性別、疾患名、病期、治療レジメンお
よび患者の言葉

11例

第5050号

法医病理診断における唾
液腺組織の有用性の検
討

2020年12月9日 2025年3月31日
法医学教室

呂　彩子

第5051号

AYA世代（思春期・若年
成人）がん患者のがん・
生殖医療に対する経済的
負担に関する実態調査

2020年12月9日 2022年3月31日
産婦人科学

鈴木　直

第5052号

下部消化管穿孔術後の
表層SSI予防としての煙
突型ドレーン（皮下ペン
ローズドレーン）留置の有
用性に関する検討

2020年12月2日 2021年12月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
久恒　靖人

下部消化管穿孔症例のう
ち、除外基準を除いた96
例

除外基準
腹腔鏡手術症例、術後30
日以内の死亡例(s-SSI は
感染が術後30日以内に発
症した症例と定義されてい
る)、皮下脂肪が薄く皮下ド
レーン挿入が困難な症例

2009年1月1日～
2020年8月31日

下部消化管穿孔手術時に留置している煙突型
ドレーンのs-SSI に対する有用性に関して過去
に行われた予防策と比較検討する。
CDCガイドラインによる創分類ClassⅢ以上の手
術において、Surgical Site Infection(以下SSI)は
最も多い合併症の1つである。特に下部消化管
手術での発症率は20～30％と報告されている。
SSIのうち表層切開創SSI(Superficial-SSI:以下 
s-SSI)の
発症率は約6割を占めており、患者及び医療者
側の負担の増悪、入院期間延長による医療費
の増大、また腹壁哆開など2次的な創トラブルの
原因となりえる。当科では2009年以降にs-SSIに
対するサーベイランスを開始し、2012年より創分
類Ⅲ以上の手術時に閉鎖吸引式皮下ドレーン
の留置を行っていたが、2017年よりペンローズド
レーンを皮下に留置する煙突型ドレーン(解放型
ドレーン)に変更したところ、s-SSI の発症率の
改善を認めた。今回は当科において下部消化
管穿孔手術時に留置している煙突型ドレーンの
s-SSI に対する有用性に関して過去の予防策と
の比較検討を行った。

患者因子
年齢、性別、BMI、皮下脂肪厚、術前アルブミン
値、併存症(ステロイド内服の有無、糖尿病、循
環器疾患等)の有無

手術所見
手術時間、出血量、術式等

術後経過
表層SSI発症の有無、表層SSI発症日、ドレーン
留置期間

96例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5050.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5051.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5050.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5050.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5050.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5051.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5051.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5051.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5050.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5050.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5051.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5051.pdf
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第5054号
1型糖尿病における
SGLT2阻害薬使用による
血糖値および体重
+H772+B773:I77+B773:J7
76

2020年12月10日 2021年5月31日

内科学
（代謝・内分泌内科）

【西部病院】
松葉　怜

1型糖尿病でSGLT2-I を
使用している症例

2019年1月1日～
2020年10月25日

1型糖尿病患者に適応のある経口血糖降下薬
は少なく、2018年12月にSGLT2阻害薬(SGLT2-
I)が新たに適応となった。SGLT2-I は血糖コント
ロールの改善に加えて、体重減少、降圧、腎保
護作用、心血管イベントと死亡の抑制効果が期
待される。一方で危篤な副作用として糖尿病性
ケトアシドーシスの発症が報告されている。そこ
で、当院のSGLT2-I 使用実態と効果を
retrospectiveに調査し、効果と安全性、有効な
対象を明らかとすることを目的とした。

性別、年齢、体重、身長、罹病期間、合併症、低
血糖回数、インスリン使用量、HbA1c、グリコア
ルブミン、尿中ケトン体定性、血中ケトン体分
画、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、TG、LDL-
Cho、HDL-Cho

20-30例

第5057号

本邦における終末期小児
がん患者の実態に関する
研究

2021/10/25 2022/3/31
小児科学
森　鉄也

第5058号
COVID-19感染症におけ
るIgG抗体、IgM抗体価の
推移

2021年1月13日 2024年3月31日
内科学（呼吸器内科）

【西部病院】
駒瀬　裕子

COVID-19感染症

2020年4月1日～
2020年5月31日

COVID-19感染症は2019年末より世界的な流行
をみせている。横浜市西部病院でも院内感染が
起き、感染状況の把握のために希望職員の
COVID-19IgM/IgG抗体測定を大阪市立大学の
協力の元行った。現在COVID-19感染症の診断
にはPCR検査が広く用いられているが、PCR陰
性であっても症状や画像検査からCOVID-19感
染を強く疑う症例が存在し、抗体検査の必要性
も指摘されている。本研究では院内職員のPCR
検査や胸部CT画像、抗体検査の結果を踏ま
え、個々の症例のIgM抗体とIgG抗体の抗体価
の推移や、それぞれの検査の陽性率などの検
討を行った。今後も日本国内で再流行が予測さ
れるため、特に重症化しやすい肺炎の有効なス
クリーニングなどを検討する。

血液検体、抗体陽性率やPCRでの陽性率、CT
での所見の有無

250例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5057.pdf
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第5059号

敗血症性播種性血管内
凝固症候群を合併した急
性胆管炎に対するトロン
ボモジュリン製剤併用の
有無による播種性血管内
凝固症候群の離脱率を
比較する多施設共同後ろ
向き試験

2020年12月7日 2022年9月1日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中原　一有

敗血症性DIC合併急性胆
管炎

2011年4月1日～
2019年4月1日

トロンボモジュリン製剤はトロンビンの生成阻害
作用に基づいた抗凝固作用によりDICに対する
治療効果を発揮する。また、本製剤はDICの離
脱だけで無くDICを合併した敗血症において生
存率の改善も報告されている。しかし、急性胆
管炎に合併したDICに対する本製剤の有効性を
示す報告は少なく、多数例での検証はまだ不十
分である。よって、急性胆管炎に合併した敗血
症性DIC症例を多施設より後ろ向きに集積し、ト
ロンボモジュリン製剤の投与の有無に分類して
比較検討し、その有用性を明らかにする多施設
共同後ろ向き試験を計画した。本研究は、敗血
症性DIC合併急性胆管炎に対するトロンボモ
ジュリン製剤の投与が、DIC改善、離脱率、生命
予後等に寄与できるか否かを検証することを目
的とする。

年齢、性、原疾患、他臓器不全の有無、最終転
帰、トロンボモジュリン製剤投与期間、投与量、
胆道ドレナージの有無、ドレナージ法、ドレナー
ジ期間、入院期間、ICU管理の有無とその期
間、SIRS score、APACH Ⅱscore、トロンボモ
ジュリン製剤以外のDIC治療薬併用の有無、白
血球、白血球分画、TP、ALB、AST、ALT、
ALP、γ‐GTP、LDH、AMY、BUN、Cr、NA、K、
Cl、CRP、DIC score、血小板数、PT-INR、
FDP、AT、フィブリノゲン、SOFA　score、抗生剤
の種類・投与期間

30例
(全体280例)

第5060号

本邦におけるリツキシマ
ブのループス腎炎に対す
る使用実態に関する後ろ
向き調査研究

2020年12月9日 2021年1月31日
内科学

（リ・膠・ア内科）
清川　智史

第5061号
回腸人工肛門閉鎖術後
創部に対する陰圧閉鎖療
法の有用性

2020年12月10日 2021年7月31日
消化器病センター

【東横病院】
佐々木　貴浩

回腸人工肛門閉鎖症例

2018年3月1日～
2020年10月31日

人工肛門閉鎖術は、比較的低侵襲の手術であ
るが合併症の頻度は高く、そのほとんどは手術
部位感染とされる。その対策として、環状縫合が
広く行われてきているが、創部の肉芽形成まで
の期間が長いことが問題点として考えられる。
われわれは、2018年3月より、回腸人工肛門閉
鎖術後創部に対して、創感染予防と早期肉芽形
成を目的に、環状縫合閉鎖に加えて陰圧閉鎖
療法を導入したので、その有用性について検討
する。

年齢、性別、人工肛門閉鎖までの時間、手術時
間、出血量、合併症、肉芽形成時間

50例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5060.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5060.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5060.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5060.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5060.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5060.pdf
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第5064号
当院で経験したRRSOに
関する検討

2020年12月7日 2021年5月31日
産婦人科学
近藤　春裕

乳がん、BRCA病的バリア
ント保持者

2015年1月1日～
2020年11月10日

BRCA病的バリアント保持者に対するRRSOは、
当院では2015年から倫理審査委員会での承認
を得て開始している。対象患者の病歴や遺伝子
異常、手術所見、病理診断など後方視的に検討
し、有用性を評価する。

腹腔鏡下にRRSOを実施した乳がん既発症者の
患者背景、術後病理診断その後の転帰

17例

第5071号

COVID-19の院内感染を
起こした職員の症状およ
び半年後の後遺症の現
状

2021年1月19日 2024年3月31日

内科学
（呼吸器内科）
【西部病院】
駒瀬　裕子

COVID-19感染症

2020年4月1日～
2020年10月31日

新型コロナウイルス感染症は2019年末より世界
的な流行をみせている。横浜市西部病院でも院
内感染が起こり、43名の職員がPCR陽性、8名
の職員がPCR陰性であるがCTで典型的な肺炎
像を呈した。さらにPCR陰性または測定が行わ
れず抗体のみ陽性であった職員が15名いた。こ
の66名の職員を感染者と判断し、初発症状およ
び半年後の後遺症について検討する。

初発時または濃厚接触時の症状、後遺症状 66例
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第5072号
腰椎椎体間固定術による
周術期成績の比較調査

2020年12月9日 2021年3月31日
整形外科学

赤澤　努

腰椎椎間板ヘルニア・腰
部脊柱管狭窄症・腰椎す
べり症（腰椎分離すべり症
含む）の診断で椎体間固
定術をおこなった症例

2018年1月1日～
2020年8月31日

脊柱固定術は脊椎を安定化させることで痛みを
軽減することが目的であるが、施設や術者間で
後方侵入腰椎椎体間固定術 Posterior lumbar 
Interbody fusion (PLIF)や経椎間孔侵入椎体間
固定術 Transforaminal lumbar interbody 
fusion(TLIF)などの後方アプローチや最近では
側方からの側方侵入腰椎椎体間固定術 lateral 
lumbar Interbody fusion (LLIF)など選択されて
いる。しかしながら固定術における至適なアプ
ローチの議論はなされていない。そこで術者や
施設間によってアプローチの問題となるL4/5高
位の症例において後方アプローチと側方アプ
ローチ間での周術期成績について比較すること
を目的とした。

年齢、性別、診断名、画像診断（X線、CT、MRI）
21例

(全体200例)

第5074号
当院における無痛分娩の
検討

2020年12月9日 2021年12月31日
麻酔学

虻川　由紀

当院で出産した妊婦（無痛
分娩外来に関しては麻酔
同意書を取得した症例）

2018年4月1日～
2020年10月31日

当院では2018年4月より本格的に無痛分娩を開
始した。硬膜外麻酔を行い、陣痛を和らげること
で母体の体力を温存することができ、またある
程度子宮収縮を感じながら分娩を進行させるこ
とができるため、今日における妊婦さんへの満
足度を上げることができるのではないかと考え
る。現在、他施設においても無痛分娩は行われ
ているが、大学病院において24時間対応で無痛
分娩を行っている施設は少ない。当院では、自
然陣痛でのお産を中心としているため、無痛分
娩希望患者が夜間に来院した場合においても
無痛分娩に対応している。また、大学病院であ
るため、リスクのある既往を持つ妊婦も存在して
おり、無痛分娩は妊婦のストレスを軽減すること
で、安全なお産を提供することができるように
なってきていると考える。しかし、当院における
無痛分娩が分娩の状況にどのように影響してい
るのか、また産後経過にどのように影響をして
いるのかは調査されていない。一般的に、無痛
分娩を行うことで子宮収縮間隔の延長や分娩第
二期の延長、器械分娩率が上昇するが、帝王
切開率は増加しないと報告されている。また、分
娩時の痛みを緩和することで、後陣痛の緩和や
産後の回復が促進できると考えられる。そこで、
当院で無痛分娩を行った症例と同時期に無痛
分娩なしで経腟分娩を行った症例を対象とし、
分娩時間や器械分娩率、帝王切開率、分娩後
経過を調査する。また、当院では無痛分娩の対
象を自然陣痛中心にしているため、無痛分娩症
例の中で、夜間に無痛分娩に対応した割合を調
査する。結果を妊婦へ情報還元することで、大
学病院における無痛分娩を普及させる。

年齢、身長、体重、既往歴、経産数、分娩週数、
合併症(糖尿病や高血圧など)、分娩形式(自然
分別、計画分別)、分娩所要時間、硬膜外麻酔
開始時刻、硬膜外麻酔開始時の子宮口開大の
程度、出血量、緊急帝王切開の有無、器械分娩
の有無、分娩後最初の経口摂取時刻、摂取量、
後陣痛に対する鎮痛薬投与量、授乳開始時
期、分娩後在院日数

300例



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5075号

術後化学療法を受けた子
宮体癌における新たな予
後因子の検討
（JGOG2043-A2）

2020年12月16日 2020年12月31日
産婦人科学
久慈　志保

子宮体癌JGOG2043試験
に参加した患者

2007年3月1日～
2010年12月31日

術後化学療法を受けた子宮体癌（JGOG2043登
録症例）における新たな予後因子を解析し、今
後の実地臨床に有効な分類や臨床試験の新し
い層別化因子を探索する。

白血球数、リンパ球数、血清アルブミン
16例

(全体781例)

第5076号

肝疾患に関する後方視的
観察研究による総合的解
析

2021年1月12日 2023年2月28日

内科学
（消化器・肝臓内科）

渡邊　綱正

第5089号

完全腹腔鏡下幽門側胃
切除術における
Augmented rectangle 
technique(ART)吻合の安
全性

2021年1月6日 2025年12月31日

消化器病センター
【東横病院】

佐々木　貴浩

腹腔鏡下幽門側胃切除症
例

2009年6月1日～
2020年10月31日

胃癌に対する腹腔鏡下手術は、リンパ節廓清を
完全腹腔鏡下に行い、再建手技を小開腹併用
で行う腹腔鏡補助下手術から導入された。現在
は吻合も完全腹腔鏡下で行うことが多く、吻合
法は三角吻合、デルタ吻合、book binding 
technique(BBT)
など報告されている。ART吻合は他の吻合と異
なり、吻合口が大きな四角形となり、われわれ
は、このART吻合を導入し、それ以前の吻合と
比較し、安全性を検討する。

年齢、性別、BMI、手術時間、出血量 105例

第5090号
肺癌の切除検体における
PD-L1発現と臨床病理学
的特徴を検討する

2021年1月12日 2021年8月31日
外科学

（呼吸器外科）
宮澤　知行

肺癌

2008年1月1日～
2020年12月2日

ペムブロリズマブとアテゾリズマブに関しては、
PD-L1発現率に応じて治療効果の差異が認め
られている。手術症例においても術前化学療法
あるいは術後化学療法で免疫チェックポイント
阻害剤を使用したレジメンが一般化されていく
可能性がある。しかし、PD-L1発現率に関して
は不明な点が多く、PD-L1発現率と臨床病理学
との関係を明らかにすることは非常に有意義で
ある。

性別、年齢、喫煙指数、組織型、組織亜型、臨
床病期、病理病期、術前のPET-CTにおける集
積値、EGFR変異、予後などの包括的な臨床情
報

1000例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5076.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5076.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5076.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5076.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5076.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5076.pdf
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第5094号
高齢維持透析導入患者
の予後について

2021年1月4日 2021年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
今井　直彦

透析患者

1989年4月1日～
2019年12月31日

維持透析は末期腎不全患者の腎代替療法の一
つである。本邦においては年間約3万人が透析
導入され、高齢維持透析導入患者が増加してい
るものの高齢維持透析導入患者の予後につい
ての報告はほとんどされていない。当院におい
て維持透析を導入した高齢患者につき、導入時
期、導入理由、導入方法、腎機能、年齢などを
抽出し、その予後との関係を明らかにする。

性別、年齢、腎機能、導入理由、導入時期、導
入方法 750例

第5097号

聖マリアンナ医科大学病
院内の医療情報の活用
に関する研究

2021年1月19日 2023年3月31日

医療情報実用化マネ
ジメント学寄付研究部

門
渡邉　俊樹

第5100号

パーキンソン病（PD）にお
けるヘモグロビン（Hb)，
血清鉄，vitamin B12，葉
酸，ホモシステインに関す
る検討

2021年1月12日 2022年3月31日
内科学（脳神経内科）

【西部病院】
原　大祐

パーキンソン病

2010年4月1日～
2010年11月30日

パーキンソン病患者の嚥下機能、運動機能、非
運動症状、精神認知機能の進行とHb、vitamin 
B12、葉酸、血清鉄、ホモシステインとの関連性
について後方視的に調査することを目的とした。

年齢、身長、体重、BMI、既往歴、罹病機関、初
発症症状、H&Y分類、UPDRS、MMSE、MASA、
MNA、FAB、BDI、現在および過去の内服薬、レ
ボドパ1日換算量、血球数、vitamin B12、葉酸、
ホモシステイン、鉄、フェリチン、TIBC、UIBC、総
タンパク質、アルブミン、プレアルブミン、血糖
値、中性脂肪、総コレステロール、LDLコレステ
ロール、HDLコレステロール、123MIBG心筋シン
チグラフィー上の早期および後期の心臓縦隔取
り込み比、洗い出し率、SBR値の相関の有無

170例

第5101号
COVID-19診療体制にお
ける職員支援の考察

2021年1月7日 2022年3月31日
神経精神科学

櫛野　宣久

COVID-19の診療体制に
おける職員の精神的負担

2020年2月1日～
2020年7月30日

世界中に蔓延しているCOVID-19 による医療逼
迫が問題となっている。医療現場の最前線で医
療の従事している職員には、通常とは異なる労
働環境に伴い職業上の負担が大きい。海外か
らも医療職の過重な労働、感染の危険を伴う業
務や普段より注意が要求される感染対策など負
担は増えたことによる精神的な疲弊の問題が指
摘されている。海外からの報告も参考に、当院
で行った職員支援活動についてまとめ、その意
義を考察し、災害時などにおける職員支援の在
り方を検討したい。

医療職としての経験年数、同居家族の有無、精
神的症状、摂食量、睡眠時間、飲酒量の変化

150例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5097.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5097.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5097.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5097.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5097.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5097.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5106号

若年子宮体がん患者に
対する妊孕性温存療法
の治療効果判定に用い
た外来細径硬性子宮鏡
の有用性の検討

2021年1月12日 2021年12月31日
産婦人科学
岩端　秀之

MPA療法が選択された子
宮体癌または子宮内膜異
型増殖性患者

2020年4月1日～
2020年10月31日

細径硬性子宮鏡を用いたMPA療法の治療効果
判定や治療後のフォローは、不要または不完全
な子宮内膜搔爬術を回避できる可能性があり、
今回その有用性に関して検証を行う。

年齢、背景、病理診断結果、再発の有無 30例

第5108号

増殖糖尿病網膜症に対
する25ゲージ、27ゲージ
小切開硝子体手術成績
の比較

2021年1月21日 2021年3月31日
眼科学

向後　二郎

増殖糖尿病網膜症

2012年12月1日～
2019年12月31日

網膜前膜の症例に対し25ゲージと27ゲージ硝
子体手術の成績を比較したものでは同等の手
術成績を得ることができたとされ、その他に裂孔
原性網膜剥離においても網膜復位率・術後視
力、硝子体切除時間ともに25ゲージと27ゲージ
で同等の成績であったと報告されている。つまり
27ゲージ硝子体手術は低侵襲であり、その有用
性から複雑な疾患まで適応が拡大してきてい
る。増殖糖尿病網膜症に対する術後成績の比
較報告は少ない。そこで今回の目的は増殖糖
尿病網膜症に対し手術を施行した25ゲージ、27
ゲージ硝子体手術の安全性と有効性の比較検
討を行うことである。

視力、眼圧、手術時間、増殖膜の処理の有無、
再手術の有無、タンポナーデの有無

136例

第5110号
当院における子宮内膜着
床能検査の有用性の検
討

2021年1月21日 2021年9月30日
産婦人科学
岩端　秀之

当院にてERA検査を行っ
た患者

2019年3月1日～
2020年10月31日

近年子宮内膜の発現遺伝子を解析することで
着床能の有無を診断できる子宮内膜受容性分
析検査（ERA®）の普及が進んでおり、特に反復
着床不全や早発閉経、妊孕性温存胚などの貴
重胚移植の成績向上が期待される。本研究で
は当院で行われたERAの治療成績の検証を目
的とする。

患者背景、移植回数、妊娠率 100例

第5116号
片頭痛患者における睡眠
時無呼吸症候群の合併
についての検討

2021年1月12日 2022年12月1日
内科学

(脳神経内科)
秋山　久尚

片頭痛

2018年9月1日～
2020年12月23日

片頭痛患者の頭痛出現時間は夜間や起床時に
認められることが少なくなく、一方で睡眠時無呼
吸症候群による頭痛も起床時に認められるとい
う共通点がある。このため睡眠時無呼吸症候群
が、偶然、片頭痛患者に合併することが多い、
または片頭痛発作を惹起させる可能性が示唆さ
れる。以上より、頭痛が夜間や起床時に認めら
れる片頭痛症例に行われた簡易睡眠時無呼吸
検査またはポリソムノグラフィー検査の結果を調
査し、片頭痛と睡眠時無呼吸症候群とによる頭
痛の関連性について検討する。

患者情報(年齢、性別、Body Mass Index、片頭
痛診断)、簡易睡眠時無呼吸検査の測定値(最
低SpO₂、Oxygen Desaturation Index(ODI)>3%＝
酸素飽和度低下指数、Apnea Hypopnea 
Index(AHI)＝無呼吸低呼吸指数)、ポリソムノグ
ラフィー検査による最終診断(閉塞性(O-SAS)ま
たは中枢性(C-SAS))・重症度とその後の治療内
容(CPAP＝持続陽圧呼吸療法、口腔内装置)と
治療介入による頭痛頻度低減効果

50例
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第5119号
新型コロナウイルス
（COVID-19）感染症に伴
う頭痛の検討

2021年1月22日 2022年12月18日
内科学

(脳神経内科)
秋山　久尚

新型コロナウイルス感染
症(COVID-19)

2020年2月14日～
2020年6月1日

近年、呼吸器症状が主体の新型コロナウイルス
(COVID-19)感染症に伴う神経症状について、そ
の頻度は稀でなく、なかでも頭痛は主な神経症
状として注目され、徐々に頻度が増えつつある。
しかし、その報告は研究報告が少なく、症例報
告が主体であるため頭痛頻度は5.6～70.3%と幅
広く、発症機序も未解明である。これに鑑み、当
院におけるCOVID-19感染症に伴う頭痛の臨床
的特徴を見出すために調査を行う。

患者背景(年齢、性別、既往歴、抗血栓薬内服
の有無と種類)、COVID-19の診断法(PCR・
LAMP)、入院時バイタル(体温、脈拍、血圧)、胸
部X線・CT所見、頭痛以外の症状(咳嗽、咽頭
痛、鼻汁、喘鳴、呼吸困難感/息切れ、胸痛、筋
肉痛・関節痛、痙攣、頭痛、意識変容/錯乱、疲
労感/倦怠感、腹痛、嘔吐/悪心、下痢、味覚障
害、嗅覚障害、結膜炎、皮疹)の有無、頭痛の有
無および頭痛の性状、入院時神経合併症の有
無、退院時転機等の臨床的所見

55例

第5120号
片頭痛予防薬としてのエ
レヌマブ投与中止後の片
頭痛再燃に関する検討

2021年1月22日 2022年12月28日
内科学

(脳神経内科)
秋山　久尚

エレヌマブ投与中止後の
片頭痛

2017年1月1日～
2020年12月1日

2021年に片頭痛予防薬としての有効性と安全
性が大規模臨床試験で証明された抗カルシトニ
ン遺伝子関連ペプチド(CGRP)受容体モノクロー
ナル抗体製剤エレヌマブの皮下投与が可能とな
るが、同薬の投与中止後の片頭痛再燃に関す
る調査や報告は世界中でされていない。これに
鑑み、当院で施行されたエレヌマブ治験終了後
の片頭痛再燃に関する臨床情報を後方視的に
調査することを目的とした。

患者背景(年齢、性別、片頭痛病型)、エレヌマブ
皮下投与終了後、1、3、6、12ヶ月後における片
頭痛の再燃有無および発作の程度・頻度、投薬
内容(従来の片頭痛予防薬および片頭痛発作頓
挫薬、鎮痛薬)

10例

第5123号

増殖性糖尿病網膜症の
術後成績と血小板機能と
の関連についての院内検
討

2021年1月21日 2021年3月31日
眼科学

向後　二郎

増殖性糖尿病網膜症

2018年1月1日～
2020年12月31日

近年糖尿病網膜症と血小板機能との間に関係
性があるとメタ解析により報告されている。血小
板機能の指標は血小板数（Plt）、平均血小板容
積（MPV）、血小板サイズ分布幅（PDW）である。
今回、糖尿病網膜症の術後成績と血小板機能
との関連を調べ糖尿病網膜症の術後成績予測
に繋がるかの検討を行う。

術前後矯正視力、Plt、MPV、PDW、眼軸長、赤
血球ヘマトクリット、術前レーザーの有無、術中
増殖膜処理の有無

100例

第5128号

腹部大動脈-腸骨動脈瘤
に対するGORE 
EXCLUDER Iliac Branch 
Endoprosthesis（IBE）を用
いたステントグラフト内挿
術の多施設後ろ向き観察
研究

2021年2月12日 2021年12月31日
放射線医学
小川　普久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5128.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5128.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5128.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5128.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5128.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5128.pdf
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第5129号

気管支鏡検査における被
験者の酸素化および換気
の経時的動態に関する観
察研究

2021年2月17日 2022年3月31日
内科学

（呼吸器内科）
森川　慶

第5131号

小児鈍的肝損傷および脾
損傷の自然経過と診療パ
ターンの検討：多施設後
ろ向き観察研究

2021年2月15日 2024年8月31日
外科学

(小児外科)
古田　繁行

第5134号

慢性大動脈解離に対する
Excluder aortic extender
を用いたCandy-Plug法の
臨床的有用性についての
検討

2021年1月28日 2021年3月31日
放射線医学
小川　普久

慢性大動脈解離

2014年7月1日～
2017年3月31日

Candy-Plug法は、2013年にKölbelらによって報
告された慢性大動脈解離の偽腔閉鎖法である。
彼らは、Zenith TX2とAmplatzer Vascular Plug 
AVPを組み合わせていたが、我々は、Zenith 
TX2に代わり、Excluder aortic extender を用い
たCandy-Plug法を報告したが、その臨床的有用
性や長期成績については不明である。当院にお
ける慢性大動脈解離に対するEx-cuffを用いた
Candy-Plug法の臨床的有用性について検証す
る。

手技的成功率(合併症なくTEVARが施行でき、
かつCandy-Plugを目的部位に留置できたもの) 
、臨床的成功率(最終フォローアップのCTにて
Candy-Plug上の偽腔が完全血栓化したもの)、
瘤径変化(±5㎜を有意)、合併症および生存率

7例

第5137号
頭蓋内動脈狭窄に対する
脳血管内治療の治療成
績についての観察研究

2021年2月9日 2021年12月31日

内科学
(脳神経内科)
【東横病院】
植田　敏浩

頭蓋内主幹動脈の症候性
高度狭窄症

2008年7月1日～
2020年12月31日

頭蓋内主幹動脈の症候性動脈硬化性高度狭窄
は本邦における脳梗塞発症原因として重要なも
のである。そこで本疾患に対して、当院にて脳
血管内治療（バルーン拡張術またはステント留
置術）を施行した症例について、周術期合併
症、再狭窄、経過観察中の脳卒中再発につい
て、後方視的に調査することを目的とする。

年齢、性別、基礎疾患や発症の状況、
MRI/MRA所見、狭窄血管の部位と程度、内服
薬など。脳血管内治療の手技と治療結果、周術
期合併症、その後の経過観察中の再狭窄や脳
梗塞の再発、有害事象や死亡などの転帰

200例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5129.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5131.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5129.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5129.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5129.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5131.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5131.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5131.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5129.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5129.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5131.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5131.pdf
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第5173号
神奈川県における新生児
死亡の実態調査：新生児
死亡登録事業の普及

2021年3月3日 2025年3月31日
小児科学

【西部病院】
廣瀬　あかね

第5178号

日本人EGFR遺伝子変異
陽性の進行肺腺癌患者
を対象とした一次治療と
してのアファチニブ（ジオ
トリフ®）投与及び後続治
療に関するリアルワール
ド研究（J-REGISTER）

2021年4月1日 2022年12月31日
内科学

（呼吸器内科）
峯下　昌道

第5180号

本邦におけるがん・生殖
医療のアウトカムの検証
とエビデンス構築に向け
た研究（胚凍結・卵子凍
結・卵巣組織凍結）

2021年3月16日 2022年3月31日
産婦人科学

鈴木　直

第5185号
労働者の食塩摂取量と生
活習慣、血圧値について
の調査

2022年4月1日 2024年3月31日
内科学

（循環器内科）
明石　嘉浩

第5187号

経直腸前立腺針生検6カ
所生検と10カ所生検の癌
検出率と合併症の比較

2021年3月19日 2021年9月30日
腎泌尿器外科学

吉岡　まき

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5173.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5178.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5180.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5185.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5187.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5173.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5173.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5173.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5178.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5178.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5178.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5180.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5180.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5180.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5185.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5185.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5185.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5187.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5187.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5187.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5173.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5173.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5178.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5178.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5180.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5180.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5185.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5185.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5187.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5187.pdf
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第5192号
抗血栓薬内服症例にお
ける緊急胆嚢摘出術の
安全性に関する検討

2021年3月3日 2021年12月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
根岸　宏行

急性胆嚢炎に対し緊急手
術(胆嚢摘出術)を抗血栓
薬内服を内服している『内
服群』と内服していない
『非内服群』に分けて、手
術時間、出血量、術後出
血などの術後合併症の発
生頻度等について比較検
討を行う。

2014年1月1日～
2020年12月31日

抗血栓薬(血栓小板薬、抗凝固薬)内服継続の
まま緊急手術を行うことの安全性、血栓性合併
症の増減の有無を検討する。
高齢化に伴う基礎疾患の増加に伴い、抗血栓
薬(抗血小板薬、抗凝固薬)内服症例は増加して
いる。出血性合併症予防のため、手術の際は抗
血栓薬を中止することが一般的だが、緊急手術
においては抗血栓薬を中止せずに手術を行うこ
とを余儀なくされる。比較的頻度の多い急性胆
嚢炎に対する胆嚢摘出術において、抗血栓薬
内服群と非内服群に分けて後方視的にその成
績を検討することによって、抗血栓薬内服継続
のまま手術を行うことの安全性を検討することを
目的とする。

年齢、性別、身長、体重、術前ASA、依存症(高
血圧、糖尿病、脳血管疾患、呼吸器疾患、循環
器疾患)の有無,手術年月日、術式、出血量、手
術時間、術後合併症(なし、出血、腸閉塞、創感
染、膿瘍、心疾患、深部静脈血栓症、その他)
術後30日以内死亡とその原因、術後在院日数
(日)、術後観察期間(月)

150例

第5193号

胆嚢摘出術における
Senhance Digital 
Laparoscopy Systemの
安全性

2021年2月26日 2021年12月31日
消化器病センター

【東横病院】
佐々木　貴浩

腹腔鏡下胆嚢摘出術症例

2009年6月1日～
2021年1月31日

Senhance Digital Laparoscopy System（SDLS）
は、腹腔鏡下手術をデジタル化し、より安全に
施行できることを目指して開発されたシステム
で、従来の腹腔鏡下手術と同じトロッカーを使用
することで、小さな創で施行可能である。2019年
に全ての腹腔鏡下手術に対して保険収載され、
胃癌、大腸癌以外にも胆石症、ヘルニア、泌尿
器疾患、婦人科疾患にも保険適応されている。
われわれは、このSDLSを導入し、胆嚢摘出術
において、それ以前の腹腔鏡下手術と比較し、
安全性を検討する。

年齢、性別、BMI、手術時間、出血量 40例

第5196号
胆道閉鎖症に関する術前
超音波検査に関する検討 2021年2月25日 2022年3月31日

外科学
（小児外科）

大山　慧

胆道閉鎖症、灰白色便

2006年1月1日～
2021年1月30日

胆道閉鎖症(BA)は小児外科胆道疾患における
代表疾患である。現在、BAの長期予後の観点
から早期の診断治療がより重要になっている。
腹部超音波検査は現在BAに対するスクリーニ
ング検査として広く行われており早期診断に最
も寄与する検査と考えられる。当院で灰白色便
の精査で行われる症例とBA症例を比較検討す
ることで、新たな所見の検出を試みる。

検査時年齢、術前の全身状態、病型診断、超音
波検査所見

40例
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第5197号

ワルファリン関連脳内出
血に対する乾燥濃縮人プ
ロトロンビン複合体製剤
投与後の開頭血腫除去
術に関する検討

2021年2月26日 2023年3月31日
脳神経外科学
【東横病院】
吉田　泰之

非外傷性で血腫除去術を
必要とした患者

2017年4月1日～
2020年10月31日

ワルファリン治療関連脳内出血では手術で止血
に難渋する、あるいは再出血をきたすことがよく
ある。
乾燥濃縮人プロトロンビン複合体製剤(PCC)が
承認されワルファリン内服患者の緊急手術も安
全に行うことが可能となった。PCC投与後に開
頭血腫除去術を施行した症例に関して後方視
的に検討する。

患者背景、来院時のバイタルサイン、術前の意
識レベル(GCS)、神経学的所見(NIHSS)、出血
部位、血腫量、手術時間、出血量、術前後 PT-
INR値、入院期間、mRS

100例

第5199号

無治療の滲出型加齢黄
斑変性に対する初回の抗
血管内皮増殖因子療法
の薬剤選択およびその予
後に影響を及ぼす因子の
検討

2021年3月3日 2023年3月31日
眼科学

向後　二郎

滲出型加齢黄斑変性　

2014年1月1日～
2019年12月31日

滲出型加齢黄斑変性(wAMD)に対しては抗血管
内皮増殖因子(VEGF)薬の硝子体内投与が有効
であり、全世界で広く行われている。VEGFファミ
リーにはVEGF-A、VEGF-B、VEGF-C、VEGF-
D、VEGF-E、PIGF(胎盤増殖因子)-1、
PIGF-2の7つがあり、現在我が国では眼内に多
いVEGF-Aに対するモノクローナル抗体のFab断
片であるラニビズマブ(ルセンティス®)とVEGF-
A、VEGF-B、PIGFの働きを阻害するVEGF受容
体1および2の細胞外ドメインとヒト抗体IgG1のFc
部分からなる遺伝子組み換え融合蛋白質であ
るアフリベルセプト(アイリーア®)の2種類がｗ
AMDの治療薬として認可されている。これまで
のところ、wAMDに対する2種類の抗VEGF薬の
有効性、安全性に明らかな差異は認められてい
ないため、今回我々は、無治療の滲出型加齢
黄斑変性患者に対する初回の抗VEGF療法の
薬剤選択、およびその予後に影響を及ぼす
因子を多施設共同研究により後ろ向きに解析
し、より適切な薬剤選択の指標となる要因を同
定することを目的とした。

ラニビズマブまたはアフリベルセプトによる初回
の抗VEGF療法を受けたwAMD患者の医療記録

100例
(全体：700例)
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第5200号
感染性眼内炎の病態及
び視力予後に関する多施
設後ろ向き観察研究

2021年2月26日 2021年12月31日
眼科学

向後　二郎

細菌性眼内炎

2018年1月1日～
2020年12月31日

感染性眼内炎は非常に重篤な眼疾患であり、
発症すれば短時間で失明に至ることもある。原
因は白内障手術などの眼内操作を伴った処置
を行った際に生じる外因性と、深部菌血症にと
もなう内因性がある。感染性眼内炎はその発症
頻度は少なく、特に術後眼内炎は発生率が
0.05％程度と言われており単独施設での疾患研
究は困難である。そこで多施設・多数症例にお
いて、起炎菌や既住など様々な背景因子の解
析を行い、視力予後に関係する因子を同定する
ことで、感染性眼内炎の今後の予防、治療方法
について検討を行うことが本試験の目的であ
る。

性別、左右眼の別術前情報、眼内炎のタイプ、
自覚症状および手術・外傷から治療開始までの
時間経過、手術歴、投薬治療の有無、感染症の
有無、基礎疾患、その他の治療歴

20例
(全体200例)

第5201号

光干渉断層映像法ガイド
下血行再建術の患者背
景に関する研究（Tokyo / 
Kanagawa / Chiba / 
Shizuoka / Ibaraki active 
OCT applications for 
ACS regarding patient 
background (TACTICS 
background registry)

2021年4月1日 2026年3月31日
内科学（循環器内科）

【多摩病院】
樋熊　拓未

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5201.pdf
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第5205号

エストロゲン受容体陽性
HER2陰性乳癌に対する
S-1術後療法・長期予後
に関する多施設共同観察
研究：POTENT附随研究

2021年2月26日 2022年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

POTENT試験に本登録さ
れた感染

2019年2月1日～
2021年1月31日

St.Gallen国際会議でのカテゴリー及びNCCNガイドラ
インによる治療選択は、「内分泌療法単独」または
「化学療法後に内分泌療法」が推奨されているが、エ
ストロゲン受容体陽性かつHER2陰性の患者のうち、
どのような症例でどの化学療法が必要かについては
明確な答えがない。現在の術後補助療法において、
ER陽性かつHER2陰性の乳癌患者の治療が最も判
断が難しいとされている。現在、術後乳癌患者に対し
て標準的に行われている化学療法はアンスラサイク
リン及びタキサンを中心とした薬剤を組み合わせた
治療であるが、最近の研究ではER陽性やHER2陰性
乳癌患者に対して治療効果の低い集団がいることが
示唆されている。よって、新たな治療戦略が望まれて
いることから、POTENT試験が実施された。本試験
は、標準的な術後治療が実施されている患者を対象
にS-1を内服する、しないの2群にわかれてその予後
を追跡する第Ⅲ相試験である。試験登録と試験治療
実施が順調に推移し、計画されていた中間解析で早
期有効中止となったため、2019年1月31日のデータ
カットオフ(観察期間51.4ヶ月)をもち、試験のデータ収
集が終了した。しかし、ER陽性かつHER2陰性乳癌の
再発時期は術後5年後、10年後など長期に及ぶこと
がよく知られている。本試験の意義を正しく解釈する
ためには、POTENT計画書で当初から規定していた、
最終患者登録日(2016年1月31日)から5年後時点で
の生存データなどを収集する必要があるとし、本不随
研究を計画した。なお、10年後の予後調査も重要で
あるが、登録症例数が2000名弱と非常に多数である
こと、術後10年の時点まで登録施設で経過を追って
いる患者は少ないという問題を考慮し、10年後の予
後調査は本研究では計画していない。

再発の有無、再発以外の癌病変(異時性乳が
ん、二次がん)の有無
転帰調査、再発後の治療内容と各治療レジメの
治療期間、異時性乳がん、二次がんの治療内
容と経過、術後内分泌療法の投与期間とコンプ
ライアンス、術後放射線治療の期間と内容

10例
(全体：1930例)
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5208号

潰瘍性大腸炎患者にお
ける抗TNF-α抗体薬中
止時の免疫調節薬併用と
再燃率の検討

2021年3月3日 2025年3月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
加藤　正樹

潰瘍性大腸炎

2010年6月1日～
2020年3月31日

抗TNF-α抗体薬で寛解維持されている潰瘍性
大腸炎(UC)患者において、抗TNF-α抗体薬中
止時における免疫調整薬(AZAないし6-MP)併
用の有無が、その後のUC再燃と関連するかを
検証する。免疫調整薬併用患者における再燃
率低下が示されれば、抗TNF-α抗体薬中止時
に免疫調整薬併用の有無により中止を決断す
る判断の一助にすることができ、UC患者の寛解
維持率の向上につながる可能性があるため、意
義のある研究と考える。

性別、抗TNF-α抗体薬中止時の年齢、喫煙の
有無、病型、抗TNF-α抗体薬導入時の臨床的
重症度、UC確定診断日、抗TNF-α抗体薬中止
時までの罹病期間、抗TNF-α抗体薬治療歴、
抗TNF-α抗体薬の寛解維持投薬継続期間、抗
TNF-α抗体薬中止時の血液検査(WBC値、
CRP値)、抗TNF-α抗体薬中止時の併用内服
薬(免疫調整薬(AZAないし6-MP)、5-アミノサリ
チル酸製剤；5-ASA、アロプリノール)、抗TNF-
α抗体薬中止時併用免疫調薬投与量、抗TNF-
α抗体薬中止理由、中止した抗TNFα抗体薬
の種類(IFX、ADA、GLM)、抗TNF-α抗体薬中
止後再燃の有無、抗TNF-α抗体薬中止後再燃
までの期間、抗TNF-α抗体薬中止後手術移行
の有無、抗TNF-α抗体薬中止後手術移行まで
の期間、抗TNF-α抗体薬中止後免疫調整薬の
継続投与期間、抗TNF-α抗体薬中止後の入院
を有する有害事象発生の有無、抗TNF-α抗体
薬中止時下部内視鏡検査所見、抗TNF-α抗体
薬中止後の観察期間中での脱落の有無、抗
TNF-α抗体薬中止後の観察終了日

4例
(全体:350例)

第5211号

Do Not Attempt 
Resuscitation（DNAR）の
意思決定に関わる患者・
医師背景の探索

2021年3月12日 2024年3月31日
内科学

（総合診療内科）
家　研也

内科に緊急入院した65歳
以上の肺炎患者

2017年1月1日～
2019年12月31日

DNARの意思形成に関わる患者背景について
の先行研究は多数行われており、年齢や疾患
の重症度といった生物医学的要素が決定に関
与していることは明らかになっている。しかしな
がら、DNARを確認する医師側の要因について
の報告は少なく、因果関係については不明な点
が多い。本研究はDNAR意思決定に関わる患者
の病態・背景に加え、医師の性別、経験年数、
診療科を後ろ向きに収集し、意思決定に影響を
与える要因を探索し、問題提起することを目的と
する。

年齢、性別、CODE確認した医師の性別・所属
科・経験年数、Charlson cormobidity index（併存
疾患指数）日常生活自立度、認知機能、キー
パーソンの有無、コードの確認相手/確認した場
所、入院のタイミング（日勤帯/当直帯）、重症度
スコア（CURB-65）、経口摂取の有無、入院経
路、医療保険区分

800例
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第5212号
円錐角膜眼における角膜
形状の検討

2021年3月3日 2022年3月31日
眼科学

松澤　亜紀子

前眼部角膜形状解析装置
にて円錐角膜と診断され
た症例

2010年1月1日～
2020年12月31日

円錐角膜とは、進行性に角膜の一部が菲薄化
し前方に突出することで不正乱視を生じる疾患
であり、患者数が少ないため障害者総合支援法
の対象疾患である。有効な治療法は、まだ確立
していないが不正乱視に対してはハードコンタク
トレンズを装用することで良好な矯正視力を得
ることができる。円錐角膜は、角膜の突出部や
突出の範囲に様々なバリエーションがあるため
ハードコンタクトレンズの処方には経験と知識が
必要である。今回、円錐角膜眼角膜形状を解析
し分類することで円錐角膜の進行に影響する因
子やハードコンタクトレンズ処方の傾向を分析す
る。

臨床症状および経過や視力、コンタクトレンズの
サイズ

150例

第5213号
まつ毛エクステンションに
よる眼障害の検討

2021年3月12日 2022年3月31日
眼科学

松澤　亜紀子

まつ毛エクステンションを
起因とする眼障害が認め
られた患者
(除外基準：眼障害の原因
がまつ毛エクステンション
に関係があるか不明な場
合)

2015年1月1日～
2020年12月31日

まつ毛エクステンションとは、睫毛1本に人工毛1
本を特殊な接着剤を用いて装着する技術のこと
であり、まつエクにより睫毛が濃く長く見えるよう
になるため、多くの女性が美容の一環として
行っている。しかし、外来診療においてまつエク
による眼障害例も多く認められるため、啓発の
ためにも多数の眼障害例を報告する必要があ
る。

まつ毛エクステンションの有無、エクステンション
の施術日、施術方法、眼障害の症状、患者背景

50例

第5217号

肝細胞がんに対するアテ
ゾリズマブ＋ベバシズマ
ブの有用性と生存期間に
寄与する因子の多施設
共同研究

2021年3月19日 2027年8月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
渡邊　綱正

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5217.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5217.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5217.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5217.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5217.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5217.pdf
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第5221号

当院における黒塗りフー
ドを用いた食道PDT後の
狭窄予防対策の工夫の
検討

2021年3月30日 2022年2月28日
内科学

（消化器・肝臓内科）
清川　博史

当院でPDTを施行し
CRT/RT後局所遺残再発
食道癌

2017年8月1日～
2021年2月22日

食道癌に対する化学放射線療法(CRT)は、高い
奏効率を示す一方、局所遺残・再発率が高い。
光線力学療法(PDT)は、CRT後局所遺残再発食
道癌に対する根治的救済治療である。当院での
実際の臨床経験では、繰り返す内視鏡治療瘢
痕による内視鏡的切除困難な症例や、静脈癌を
有する症例でも局所完全奏効が得られ、PDT後
再発症例においても追加PDTで局所完全奏功
が得られており、これまで我々はCRT後の局所
遺残再発食道癌に対するPDTの有効性を報告
してきた。PDTはCRT後局所遺残再発食道癌に
対する根治的救済治療として有用である一方
で、PDT後の食道狭窄は繊細化が高度で頻回
の拡張術を要することが報告されている。今回、
我々は黒色油性マジックを塗布したディスポー
ザブル先端アタッチメントを用いたPDT後狭窄予
防の工夫を考案した。PDT時に用いる内視鏡の
先端アタッチメントである既販の黒フードは黒塗
りフードと比較して柔らかくレーザ照射時に内視
鏡を固定し難い。黒塗りフードにより、レーザの
乱反射を防ぎつつ、より確実で限局的なレーザ
照射を行える可能性がある。レーザの乱反射を
防ぐことで、治療後の潰瘍形成がより限局的と
なり、術後の食道狭窄予防に寄与する可能性が
ある。
本研究は当院における、黒塗りフードを用いた
PDTの有用性を後ろ向きに検討することを目的
とする。

年齢、性別、病期、食道癌に対する治療歴、
腫瘍局在、周在性、腫瘍径、腫瘍肉眼型、腫瘍
深達度、レーザ総照射線量、狭窄を含む術後有
害事象、在院日数、治療効果判定、治療後経過

15例

第5230号

在胎26週未満の早産児
におけるNAVA(neurally 
adjusted ventilatory 
assist)での呼吸関連予後
に関しての検討

2021年3月15日 2022年12月31日
小児科学

小町　詩織

在胎26週未満で出生した
超早産児

2016年1月1日～
2019年1月31日

在胎26週未満のNAVA使用歴はNAVA非使用
例と比較して呼吸関連予後は改善するのかを
検討する。

性別、在胎週数、出生体重、Apgar score、母体
ステロイド投与の有無、子宮内感染症の有無、
抜管日齢、NCPAP実施期間、酸素投与期間、
CLD36、CLD40、ROP治療の有無、在宅酸素療
法導入の有無、気管切開の有無

61例
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第5231号

院内迅速対応システム：
RRS（Rapid Response 
System）が起動された患
者の退院時までの身体状
況、生活行動・自立度、
看護必要度の実態調査

2021年3月15日 2023年3月31日
救急医学

藤谷　茂樹

RRS(Rapid Response 
System)が起動された患者

2018年1月1日～
2020年12月31日

昨今、病院内で重症化する患者を早期に発見し
対応すること、死亡する必要がない患者を死亡
させないことの重要性が説かれており、その一
翼を担っているのが院内迅速対応システム
(Rapid Response System:以下RRS)である。
RRSとは、患者の状態が通常と異なる場合に、
現場の看護師等が定められた基準に基づき、
直接、専門チームに連絡し早期に介入・治療を
行うことで、ショックや心停止といった致死性の
高い急変に至ることを未然に防ぐシステムであ
る。
本研究は、既存の診療録からRRS起動により一
命を取り留めた患者の退院時までの身体状況と
治療、生活行動と自立度、看護必要度の変化を
明らかにすることを目的とする。この知見から、
回復がより遅延し、集中的な看護を必要としうる
患者の特性を抽出することで、RRS患者にどの
ような看護とチームとしての医療介入が必要な
のかを検討する基礎資料となることが期待でき
る。

年齢、性別、主病名、既往歴、併存疾患、医療
処置に関する　code status、家族の有無、面会
の有無と頻度、EWS、RRS起動理由、RRS起動
後の療養先(ICU/HCU)、RRS起動時のSOFAス
コア、ICU在室日数、人工呼吸器装着時間、体
外循環等の医療機器の使用の有無、リハビリ
テーションの内容と頻度、FIM(Functional　
Independence　Measure)、安静度、看護必要、
在院日数、入院時と退院時ADLの変化量とレセ
プトデータ資料となる「重症度、医療・看護必要
度評価」(創傷処置、呼吸ケア、点滴ライン同時3
本以上の管理、シリンジポンプの管理、輸血や
血液製剤の管理、救急搬送後の入院)
(寝返り、移乗、口腔清潔、食事摂取、衣服の着
脱、診療・療養上の指示が通じる、危険行動)の
変化量、退院後の療養場所

360例

第5233号

プラチナ製剤不応・不耐
の消化管原発神経内分
泌癌に対するラムシルマ
ブ併用療法の多施設共
同後ろ向き観察研究
（WJOG13420G)

2021年4月2日 2024年1月28日
臨床腫瘍学
伊澤　直樹

第5234号

超早産児における非侵襲
的神経調節補助換気
(Non-invasive neurally 
adjusted ventilatory 
assist ; NIV-NAVA）の呼
吸関連予後に関しての検
討

2021年3月19日 2022年12月31日
小児科学

小町　詩織

在胎28週未満で出生した
超早産児

2018年1月1日～
2020年12月31日

在胎28週未満のNIV-NAVA(Non-invasive 
neurally adjusted ventilatory asiist)使用例を非
使用例と比較し呼吸関連予後が改善するかを
検討する。

性別、在胎週数、出生体重、Apgar score、母体
ステロイド投与の有無、子宮内感染症の有無、
抜管日齢、NCPAP実施期間、酸素投与期間、
CLD36、CLD40、ROP治療の有無、在宅酸素療
法の有無、気管切開の有無

55例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5233.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5233.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5233.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5233.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5233.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5233.pdf
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第5236号
当院におけるがん遺伝子
パネル検査の二次的所
見に関する検討

2021年3月19日 2022年3月31日
乳腺・内分泌外科

本吉　愛

進行性悪性腫瘍

2019年4月1日～
2020年10月31日

当院は地域がん診療連携拠点病院として、2019
年4月にゲノム医療推進センターを開設し、がん
遺伝子パネル検査を実施してきた。がん遺伝子
パネル検査の主目的は、がん治療についての
腫瘍特異的変異(バイオマーカー)情報を得るこ
とである。しかし、二次的所見(SF)としての生殖
細胞系列変異が同定されることがあり、適切な
遺伝診療へ繋げることも重要な課題と思われ
る。当院で施行されたがん遺伝子パネル検査に
ついて、SFおよびその結果開示・遺伝子外来受
診状況について検討する。試験結果は国内外
の学会、もしくは関連雑誌にて公表予定である。

進行性悪性腫瘍患者の背景、検査結果の検
討、二次的所見を認めた症例の遺伝外来受診
状況

135例

第5237号

HER2陰性転移性乳癌に
対するエリブリン使用に
おけるALCの予後予測因
子としての役割

2021年3月19日 2022年3月31日
乳腺・内分泌外科

本吉　愛

乳癌

2011年7月1日～
2019年12月31日

局所進行性転移性乳癌を対象にエリブリンと主
治医選択薬の有効性を比較した臨床第Ⅲ試験
であるEMBRANCE試験のPost-Hoc解析にて、
ベースライン時のリンパ球絶対数(ALC)がエリブ
リンを使用した局所進行転移性乳癌において
OS延長の予測因子であることが示唆された。し
かし、EMBRANCE試験は日本人のエントリーは
なく、日本人においても同様の結果が得られる
かの検討が必要と思われた。本研究では、当科
でエリブリンを投与されたHER2陰性転移性乳癌
症例におけるALCとPFS、OSの相関について後
方視的に検討する。

ALC、PFS、OS 99例

第5239号

被覆人工血管J Graft
シールドとJ Graft Open
ステントグラフト
「FROZENIX」の性能評価
調査

2021年7月8日 2021年9月30日
外科学

（心臓血管外科）
千葉　清

第5241号

高齢者における早期胃癌
に対する内視鏡的粘膜下
層剥離術（ESD）後の長
期予後について

2021年4月1日 2022年12月31日
内科学

(消化器・肝臓内科)
中本　悠輔

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5239.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5241.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5239.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5239.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5239.pdf
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第5243号

AFXステントグラフトシス
テム内挿術の長期予後
解析：本邦における多施
設研究

2021年10月27日 2025年12月31日
外科学

（心臓血管外科）
西巻　博

第5244号

dose-dense化学療法中
に発症したニューモシス
チス肺炎3例の経験とST
合剤予防的投与の検討

2021年3月30日 2022年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
瀧下　茉莉子

乳癌

2018年2月1日～
2020年7月30日

ニューモシスチス肺炎(PCP)は日和見感染症の
一つであり、急速進行および重篤な経過をたど
ることがある。乳癌における化学療法中でも予
防すべき感染症の一つである。当院でも術前・
術後dose-dense(dd)化学療法を施行する上で、
リンパ球減少の程度に応じて予防的にST合剤
を使用する対策をとっている。今回はdd化学療
法中にPCPを発症した3例を報告するとともに、
予防的ST合剤の使用法について検討する。

年齢・組織型・サブタイプ・臨床的病期、化学療
法中の採血での血球数、CT画像

182例

第5252号
当院におけるコンパニオ
ン診断としてのオラパリブ
の使用経験

2021年6月22日 2022年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
川本　久紀

当院でBRCA analysisを
行ったHER2陰性進行再発
乳癌

2018年6月1日～
2020年10月31日

BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性転移再発
乳癌に対するオラパリブの使用が2018年6月に
承認され、同時にオラパリブ適応診断のための
コンパニオン診断としてBRCA遺伝子検査が承
認された。年齢や家族歴を問わずBRCA検査が
可能となりHER2陰性転移再発乳癌の治療の選
択肢が広がったと言える。今回当院におけるコ
ンパニオン診断としてのオラパリブの使用経験
を検討し、HER2陰性転移再発乳癌の個別化治
療の1つとなりうるかについて検討する。試験結
果は国内の学会、もしくは関連雑誌にて公表予
定である。

性別、年齢、病期、手術日、サブタイプ、転移再
発確認日、治療法、投与期間

131例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5243.pdf
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第5262号

MitraClip®を用いた経皮
的僧帽弁クリップ修復術
前後の運動負荷超音波
検査による予後予測評価
について

2021年4月12日 2023年12月31日
内科学

（循環器内科）
桒田　真吾

僧帽弁閉鎖不全症

2018年4月1日～
2020年12月31日

僧帽弁逆流症(MR;mitral regurgitation)は呼吸
困難、動悸等の症状を引き起こし、患者のADL
を大幅に低下させる要因となっている。加齢によ
り増加し、米国では75歳以上の9.3％が中等度
以上のMRを有している。初期は無症状で経過
することが多いが、症状が出現(左室収縮機能
低下、左心系拡大、心房細動の出現)した際に
は治療の適応となる。
標準治療は外科治療であるが、低心機能や高
齢・並存疾患のため器質的僧帽弁閉鎖不全
(DMR)の約半数、機能的僧帽弁閉鎖不全(FMR)
の約8割が
手術に至っていないと報告されている。
そこで、手術不能または手術リスクの高いMR患
者への治療として経皮的カテーテル僧帽弁修復
術が開発された。現在ではAlfieriが考案した外
科的僧帽弁修復術edge-to-edge repair をカ
テーテル的に行うデバイスであるMitraClip®
(Abbott Vascular社)が最も普及している。

①患者基本情報
年齢、性別、身長、体重、BMI、BSA、血圧、心拍数、
高血圧症、糖尿病、脂質異常症喫煙、カテコラミン依
存の有無、心不全入院歴、冠動脈疾患、陳旧性心筋
梗塞、PCI治療歴、
心疾患外科治療歴、弁膜症カテーテル治療歴、心房
細動、末梢血管疾患、慢性腎臓病、維持透析の有
無、慢性閉鎖肺疾患、悪性腫瘍、
ペースメーカー歴、ICD植え込み歴、
CRT植え込み歴、脳血管疾患
②患者症状・状態評価
NYHAクラス、Frailtyスコア、QOL評価、認知症評価、
カヘキシア・サルコペニア評価
③患者外科手術リスク
Euroスコア、STSスコア
④血液一般検査
血算、BUN、S-Cre、eGFR、Na、K、Cl、TP、Alb、TC、
LDL、HDL、TG、血糖、HbAlc、T-bil、AST、ALT、
ALP、γGTP、NT pro-BNP、D-dimmer、PT、APTT
⑤12誘導心電図
調律、脈拍、PQ間隔、QRS幅、脚ブロックの有無、房
室ブロックの有無
⑥心エコー評価
MR重症度、MRの起源、MVPG、MVA、左室径、左室
容量、左房径、左房容量、TR評価、右心機能、肺高
血圧症の有無、三次元評価による僧帽弁の構造評
価

38例

第5263号
各透析施設におけるドラ
イウェイト定義の違いに
対する検討

2021年4月12日 2021年6月6日
看護部

藤嶋　千華

慢性腎臓病

2018年1月1日～
2021年1月1日

血液浄化療法ユニットでは入院透析患者を主に
受け入れている。そのため患者を受け入れた際
ドライウェイトの風袋設定が各透析施設によって
異なっている。紹介状のドライウェイト設定を確
認するが風袋について記載がないため施設に
問い合わせないとわからない。風袋記載はある
が患者の認識と異なっており除水設定に不満が
でるなど多々トラブルがあり除水量の調整に時
間を要している。今回、ドライウェイトに関する問
題点を振り返ることで当院から他院への情報提
供や指導方法の見直しにもつながったため透析
医学会で発表する。

透析記録・診療記録からクリニックでドライウェイ
トが決まっているにも関わらず除水指示が必要
となった経緯や除水設定についての患者の言
動等

1000例

第5266号

切除不能消化器・原発不
明　NET G3　に対する薬
物療法の治療成績に関
する多施設共同後ろ向き
観察研究

2021年4月26日 2023年9月30日
臨床腫瘍学

梅本　久美子
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5266.pdf
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第5267号
前庭性片頭痛の神経耳
科学的所見に関する研究

2021年4月20日 2023年3月31日
耳鼻咽喉科学
【西部病院】

瀬尾　徹

前庭性片頭痛

2017年4月1日～
2021年2月28日

近年、蝸牛症状をともなわずめまいを繰り返す
疾患として前庭性片頭痛という概念が確立され
るようになった。しかし、その病態についてはい
わゆる前庭性メニエール病との異同など不明な
点が多い。
本研究の目的は、神経耳科学的検査により前
庭性片頭痛の病態解明を目指すものである。と
くに内リンパ水腫との関連を明らかにする。

聴力検査、カロリックテスト、vHIT、VEMPおよび
内リンパ水腫推定検査(フロセミドテスト、フロセ
ミドVEMP)結果
蝸牛、半既管および耳石器の病変

10例

第5270号
肺血栓塞栓症(PTE)に対
する造影CTプロトコルの
検討

2021年4月22日 2021年12月31日
画像センター
坂下　大和

肺血栓塞栓症(PTE)診断
目的に造影CT検査を施行
した患者

2019年1月1日～
2021年3月1日

肺血栓塞栓症(pulmonary 
thromboembolism:PTE)の診断には迅速で、感
度および特異度の高い胸部造影CT検査が行わ
れることが多い。当院では、肺動脈(pulmonary 
artery:PA)の良好な造影効果を得るために造影
剤の急速注入による撮影を行っている。撮影開
始タイミングはbolus tracking法を用いてリアルタ
イムでPAのモニタリングを行い、吸気停止下で
撮影している。しかし、PAのCT値上昇を確認し
造影剤を持続注入しているタイミングであるにも
関わらず、PAの造影不良となる症例が散見され
る。
そこで、当院で行われたPTE診断に対する造影
CT検査の臨床的患者情報とCT撮影のプロトコ
ルとCT画像を検討し、どのような因子が造影効
果に影響を与えるかを検討する。

臨床的患者情報(年齢、性別、身長、体重、検査
目的)、造影剤注入方法、撮影タイミング、各部
位(肺動脈、上大静脈、下大静脈、上行大動脈、
下行大動脈、および心臓内各部位)のCT値

150例

第5274号
浸潤性小葉癌 triple 
negative type の当院に
おける傾向

2021年6月11日 2021年6月30日

外科学
（乳腺・内分泌外科）

坂本　菜央

乳癌

2013年1月1日～
2019年12月31日

湿潤性小葉癌(Invasive lobular carcinoma:ILC)
の発生頻度は約5％である。一般に、ILCは湿潤
性乳管癌(Invasive ductal carcinoma:IDC)と比較
し、ホルモン受容体陽性の割合が高く比較的予
後良好との報告が多くされてきた。そこで当院に
おけるILCのtriple negative type症例の臨床学
的特徴と傾向について報告する。

性別、年齢、画像的形態、組織型、病期、手術
日、手術術式、腫瘍径、組織学的グレード、治
療、遠隔転移の有無、

273例
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遺伝性乳癌卵巣癌症候群(Hereditary Breast and 
Ovarian Canser syndrome:HBOC syndrome,以下
HBOC)は、BRCA1もしくはBRCA2遺伝子の生殖細胞
系列の病的変異に起因する、主に乳癌および卵巣癌
の発症リスクに関わる症候群である。70歳でのBRCA
１/2変異保有者の累積罹患リスクはそれぞれ、乳癌
で57％と49％、卵巣癌で40％と18％と示され、BRCA
１/2遺伝子がHBOCにおいて高浸透度の原因遺伝子
として同定されたことにより、これら2遺伝子の遺伝学
的検査が確定診断となった。
PARP阻害剤のOlaparibは、BRCA１/2遺伝子変異に
対して特異的に作用する薬剤であり、2018年6月に
PARP阻害剤のコンパニオン診断としてBRCA遺伝学
的検査が保険承認され、同年7月にはBRCA１/2変異
陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌に対
する治療薬としてもOlaparibが保険承認された。
そして2020年4月より家族歴を有する乳癌、卵巣癌患
者に対してHBOCを診断するためのBRCA遺伝学的
検査も保険適用となった。それと共にHBOC診断を受
けた患者に対して、発症前の一次予防として乳房や
卵巣・卵管を切除するリスク低減手術(予防的切除手
術)が、乳癌においては発症率の低下、卵巣癌にお
いては発症率だけでなく総死亡率の低下が示された
ことから保険適用となった。
当院は日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構に
より遺伝性乳癌卵巣癌総合診療基幹施設として認定
されており、遺伝診療部、産婦人科、当科を中心に多
職種の協力のもとHBOC疑い患者の拾い出し、カウ
ンセリング、遺伝子検査、サーベイランスからリスク
低減手術に至るまでHBOC診療に積極的に取り組ん
でいる。本研究では、当院のHBOC診療の変遷と保
険適用後のリスク低減手術について報告する。

検査時年齢、BRCA 遺伝学的検査の結果

HBOCと診断されリスク低減手術を受けた患者
の手術日、術式(リスク低減卵巣卵管切除術とリ
スク低減乳房切除のどちらか一方または両方)、
術後病理結果

1000例第5275号
当院のHBOC診療におけ
る，保険適用後リスク低
減手術の取り組み

2021年5月26日 2022年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
中野　万理

HBOC

2011年4月1日～
2021年2月28日
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第5278号
COVID-19感染防御対策
導入前後の手術室占有
時間の検討

2021年5月25日 2023年3月31日
麻酔学

浜辺　宏介

西部病院で行われた定時
の整形外科下腿手術

2018年7月1日～
2020年11月2日

COVID-19の感染蔓延の中、当院では麻酔導
入・覚醒時の個人防護具装着や挿抜管時の飛
沫対策などを含めて感染防御対策を強化し、対
応している。今までとは異なる手順が増え、準備
も複雑になり、これらの感染防御対策導入によ
る手術室占有時間の延長が予想されたため、
手術室として出来うる工夫を行っている。そこ
で、今回、我々は感染防御対策開始前後の麻
酔開始から挿管までの時間、挿管完了から手術
開始までの時間、手術終了から抜管までの時
間、抜管から病棟帰室までの時間などの麻酔科
が関与しうる手術室占有時間を後方視的に検
討する。結果を手術室スタッフや外科医へ情報
還元することで、感染防御対策の普及、手術室
における占有時間の削減の可能性に寄与す
る。

麻酔記録、麻酔開始から挿管までの時間、挿管
完了から手術開始までの時間、手術終了から抜
管までの時間、抜管から病棟帰室までの時間、
担当麻酔科医(研修医、専攻医以上)、気道確保
方法(気管挿管、ラリンジアルマスク)、気道確保
困難の有無、術後レントゲン撮影の有無、導入・
覚醒時の低酸素イベントの有無

50例

第5279号
切迫早産に対する塩酸リ
トドリンの短期投与の効
果に関する検討

2021年5月19日 2022年12月31日
産婦人科学
長谷川潤一

切迫早産(前置胎盤や前
期破水、双胎妊娠での使
用例は除外する)

2018年12月1日～
2021年2月28日

切迫早産では、塩酸リトドリンをもちいた子宮収
縮抑制が行われる。我が国では、長期的な投与
が行われる傾向にあるが、長時間の入院臥床
の問題、薬自体の副作用の問題、子宮内感染
に起因する子宮収縮を抑制することによる母児
への悪影響などがあることから、海外では短期
投与が主流である。当院ではこれら海外のエビ
デンスに基づいて、切迫早産に当てはまる症例
に関しては積極的に短期投与による治療を実施
している。日本での塩酸リトドリンの短期投与の
報告は少なく、当院で施行した切迫早産の治療
を振り返り、その有効性や問題点を明らかにす
る。

妊娠22-34週の間に、子宮収縮や出血を主訴に
予約外で来院もしくは、他院での治療中に搬送
された妊娠の頻回の子宮収縮のため子宮口の
開大、頸管短縮を認めた場合に切迫早産と診
断した症例、分娩週数や児の予後

150例
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第5280号
Parkinson病における脳
血流SPECTを用いた関心
領域と薬剤反応との関連

2021年5月19日 2024年3月31日
内科学

(脳神経内科)
白石　眞

Parkinson病
(¹²³I-IMPを用いた脳血流シ
ンチグラフィが施行された
症例)

2015年1月1日～
2020年11月30日

パーキンソン症候群の鑑別に¹²³I-IMP SPECTが
施行され、統計学的画像解析においてthree-
dimensional stereotactic surface 
projection(3D-SSP)を用いた正常データベース
の平均と分散から、患者の画像をピクセルごと
にZ値を算出し画像化している。統計画像データ
は主にdecrease画像(脳血流低下)が評価され、
視覚的に有用な表示がされる。脳血流量は、動
脈血圧がある範囲内で変化してもほぼ一定に
保たれる自己調節により調節をうけており、局
所の低下が生じたとされても、他の部位では代
償的に血流上昇させる機構が内在する。
Parkinson病(PD)においては自律神経障害の重
症化や神経変性による脳萎縮、脳代謝機能障
害によって代償が不良になることが推測される。
PDにおける脳血流の代償は、レボドパ用量や
薬剤反応性などの疾患特異的な説明変数と関
連領域の血流分布との関連を解析することによ
り、脳血流評価の新たな診断ツールとして価値
が見出される可能性がある。本研究の目的は
PD患者における¹²³I-IMP SPECT画像から two 
tail viewを作成し、血流減少部位、血流上昇部
位と患者特性および薬剤反応性との関係を解
明することとした。

各症例の脳血流低下部位および程度と疾患重
症度、年齢、性別、薬剤用量、薬剤用量の増
減、薬剤反応

80例

第5281号

レミマゾラムによる全身麻
酔と揮発性吸入麻酔薬に
よる全身麻酔の術中循環
変動の比較検討

2021年6月24日 2023年3月31日
麻酔学

小幡　由美

慢性心房細動、発作性心
房細動

2020年5月1日～
2021年3月31日

レミマゾラムは、2020年1月に承認された超短時
間作用型ベンソジアゼピン系全身麻酔薬であ
り、血圧低下が少ない麻酔薬といわれている
が、循環器内科のアブレーション治療での使用
の報告はほとんどない。循環器内科のアブレー
ションは、術中に頻脈性不整脈を誘発しPEEPを
かけ呼吸管理するため血圧低下が生じることが
多く、術中に昇圧剤が必要となる症例が多い。
現在全身麻酔薬として汎用されている揮発性呼
入麻酔薬は、心抑制の副作用があることが知ら
れており、アブレーションの中は血圧低下の頻
度が高いと考える。今回、揮発性呼入麻酔薬と
比較し、レミマゾラム使用によって術中血圧低下
が減少するか検討する。

術前採血結果、年齢、診断名、心機能、バイタ
ルサイン、術中の低血圧時間と頻度、血圧の変
化率、昇圧剤の使用、併用麻酔薬、輸血量、出
血量、尿量、麻酔時間、手術時間

100例
(全体：100例)
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第5285号

早期警告スコア(Visensia 
Safty Index)の予期せぬ
ICU入室患者の有用性の
検証

2021年5月27日 2022年12月31日
救急医学

森川　大樹

第5288号

JACCRO GC-08における
血漿検体を用いた可溶性
免疫因子のバイオマー
カー研究（JACCRO GC-
08AR）

2021年7月15日 2023年2月28日
臨床腫瘍学

砂川　優

第5289号

超音波気管支鏡下針生
検(EBUS-TBNA)施行時
におけるElastographyに
よるstrain ratioの有用性
に関する後方視的研究

2021年5月24日 2021年12月31日
内科学

(呼吸器内科)
井上　健男

縦隔・肺門リンパ節腫脹患
者に対し、EBUS-TBNAお
よびElastographyでstrain 
ratioを計測した症例

近年、多くの施設で縦隔・肺門リンパ節腫脹症
例に対して超音波気管支鏡下針生検
(Endobronchial Ultrasound-guided 
Transbronchial Needle Aspiration:EBUS-TBNA)
が施行されているが、確定診断に至らない症例
が数例存在する。その診断率を上げるために
は、穿刺するリンパ節の適切な選択が重要であ
り、穿刺直前の超音波画像診断は非常に重要
な意義を有している。一般的に、病変が固いリン
パ節ほど悪性疾患の可能性が高く、その硬さを
計測するために超音波画像診断による
Elastographyが有用であることはすでに証明さ
れている。ところが、比較的個人差の少ない病
変周囲の脂肪組織に対する病変の硬度の比率
であるstrain ratioの計測が乳腺領域で臨床応
用されているが、呼吸器領域でのstrain ratioに
関する報告は少ない。本研究では、EBUS-
TBNA施行時のElastographyによるstrain ratio
の有用性について後方視的に検討する。

EBUS-TBNAおよびElastographyを施行した患
者の患者背景、血液検査所見、画像所見、気管
支鏡所見、病理所見、有害事象などの情報

60例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5285.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5288.pdf
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第5290号

急性期脳梗塞における頚
部血管エコーによる主幹
動脈病変の予測診断お
よび臨床的特徴に関する
後方的観察研究

2021年5月24日 2023年5月30日
内科学

（脳神経内科）
清水　高弘

脳梗塞

2005年1月1日～
2021年3月31日

本研究の目的は急性期脳梗塞患者において神
経学的所見と頭部単純CT所見、頸動脈エコー
所見を用いたScaleの頭蓋内主幹動脈(large 
vessel occlusion:LVO)予測スコアとして診断精
度を検証することである。

血管リスク(高血圧症、糖尿病、脂質異常症)の
既住歴、頭部MRI・CTにおける病巣、MRA・CTA
における頭蓋内主幹動脈閉塞の有無、経食道
心臓超音波検査における疣贅、退院時の
modified Rankin Scale(mRS)

200例
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第5291号

塞栓源不明脳梗塞
（Embolic Stroke of 
Undetermined Source）の
臨床的特徴に関する後方
的観察研究

2021年5月24日 2023年5月30日
内科学

（脳神経内科）
清水　高弘

脳梗塞

2005年1月1日～
2021年3月31日

脳梗塞は、その発症機序からラクナ梗塞、アテロー
ム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、その他の原因
による脳梗塞（動脈解離、抗リン脂質抗体症候群な
ど）に分類されている。しかし、発症機序が不明な虚
血性脳卒中は潜因性脳梗塞に類別されて
いる。潜因性脳梗塞は1988年にCryptogenic strokeと
して提起され、脳梗塞全体の約1/4を占めると考えら
れている。一方で、Cryptogenic strokeは明確な診断
基準は決められていないため、施設や研究ごとでの
脳梗塞診断アプローチが異なるこ
とによりCryptogenic strokeの頻度にばらつきが生じ
ることが問題であった。
2014年、Hart らにより Embolic Stroke of 
Undetermined Source (ESUS)が提唱された。ESUSの
診断基準は、①CTもしくはMRIで診断された脳梗塞
巣がラクナ梗塞ではないこと、②頭蓋内・外主幹動脈
において脳梗塞の責任血管が50%以上の狭窄病変
がないこと、③高リスクの塞栓源心疾患がないこと、
④その他の特殊な脳卒中の原因がないことである。
ESUSの診断に必要な検査として、頭部CTまたはMRI
による脳梗塞巣の評価、12誘導心電図、経胸壁心エ
コー、自動リズム検出を伴う24時間以上の心臓モニ
ターでの心疾患の評価、頸動脈エコー、造影CT、脳
血管造影などによる血管系の評価と定義されてい
る。近年、Cryptogenic strokeやESUSに関する知見
がいくつか報告され、特に、植え込み型心電図モニ
ターがCryptogenicstroke や ESUS における発作性
心房細動(Paroxysmal atrial fibrillation : PAF)の検出
に有用であると報告されている。
一方で、潜因性脳梗塞の原因として卵円孔開存
(Patent foramen ovale: PFO)や心房中隔瘤(Atrial 
septal aneurysm: ASA)、弓部大動脈プラークに代表
される潜在的な塞栓源疾患は重要であり、経食道心
エコー検査（Transesophageal　echocardiography: 
TEE)はこれらの塞栓源病変の検出に非常に有用な
検査である。
今日では、卵円孔開存（深部静脈血栓がない場合）
や弓部大動脈プラークが発症機序に関わる脳梗塞で
は、再発予防に抗血小板療法が推奨されている。一
方で、ESUSに対する直接経口抗凝固薬の治療適応
拡大を検証する国際的な大規模試験が進められて
いる。このように、潜因性脳梗塞の再発予防に対す
る治療法は確立されておらず、実臨床現場において
治療法の選択に苦慮する場合が少なくない。本研究
は、ESUSの病態を解明し、予後に関わる要因を検討
する。

血管リスク（高血圧症，糖尿病，脂質異常症）
の既往歴，下肢静脈超音波検査での下肢静脈
血栓症の有無，頭部MRI・CTにおける
病巣，経食道心臓超音波検査における疣贅，右
左シャントの有無

500例
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第5293号
腎移植レシピエントにお
ける炎症性腸疾患の調
査

2021年5月24日 2024年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
谷澤　雅彦

生体腎移植後レシピエン
ト、クローン病、潰瘍性大
腸炎

1998年4月1日～
2021年3月3日

固形臓器移植後レシピエントでは炎症性腸疾患
の新規発症が一般人口と比較して高いとされて
いるが、その報告は肝臓移植後が多く、特に原
発性硬化性胆管炎を原疾患とする場合に関連
が強いとされている。一方で腎移植後に発症す
る炎症性腸疾患も報告はあるが、その特徴につ
いては不明な点が多い。聖マリアンナ医科大学
で腎移植を施行したレシピエントの中でも炎症
性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)の発症率
が高い可能性があり(覚知しているだけで約
7/250人、一般人口では100人以下/10万人)、当
院での移植後患者の炎症性腸疾患の情報を用
いて、腎移植患者に発症する炎症性腸疾患の
現状(基礎疾患、治療、経過など)を記述的疫学
的に調査することを目的とする。

年齢、性別、腎不全の原疾患、腎移植から炎症
性腸疾患発症までの期間、尿・採血結果(尿検
査、肝機能、腎機能、炎症反応、血算、免疫抑
制薬血中濃度)、拒絶反応歴、拒絶反応治療
歴、サイトメガロウイルス感染症、免疫抑制薬を
含めた内服薬、炎症性腸疾患の治療方法、炎
症性腸疾患の診断名と重症度、大腸鏡・病理所
見、経過

7例

第5294号
腎移植レシピエントの
polypharmacy（多剤服用）
の実態調査

2021年5月24日 2024年3月31日

内科学
（腎臓・高血圧内科）

谷澤　雅彦

腎移植レシピエント

1998年4月1日～
2021年3月31日

近年、特に高齢者を中心として多剤服用
(polypharmacy)が社会的問題となっている。
同じく慢性疾患の代表である保存期腎不全患
者・末期腎不全患者・透析患者においても、
polypharmacyの実態(記述疫学)やアウトカムへ
の関連を観察(コホート研究)した報告が近年増
加している。しかし同じ慢性腎臓病患者である
腎移植患者におけるpolypharmacyの実態はお
ろか、アウトカムへの影響を調べた研究は非常
に少ない。腎移植患者は免疫抑制薬の終生の
内服が必要であり、メタボリック因子関連薬剤の
処方数も多く、polypharmacyであることが容易に
予想される。腎移植患者においてpolypharmacy
は、non-adherenceの増加や薬物相互作用によ
る免疫抑制不足(拒絶反応のリスク)や免疫抑制
薬との薬物相互作用による免疫抑制過剰(ウイ
ルス感染症のリスク)という相反する弊害をもた
らす可能性がある。
本研究の目的は、腎移植領域における
polypharmacyの実態を調べ、アウトカム(拒絶反
応/ウイルス感染症)との関連を調べることであ
る。

性別、年齢、BMI、原疾患、透析歴、移植前透析
方法、高血圧、糖尿病、心血管疾患、悪性腫
瘍、リツキシマブ使用の有無等、薬剤種類、錠
数、内服回数(インスリン含)、ウイルス感染症
(BK/サイトメガロウイルス感染症)

250例
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第5295号
移植腎生検後の血管系
合併症発症リスクの検討

2021年6月8日 2024年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
谷澤　雅彦

移植腎生検を施行した胃
移植後レシピエント(当院
で腎移植を施行した患者
に限る)

2010年1月1日～
20231年3月31日

腎移植後の検尿異常や腎機能障害の原因検索
として、非侵襲的検査である移植腎生検は必須
である。移植腎生検に伴う血管系合併症(皮膜
下血腫、腎動静脈瘻、仮性動脈癌等)はある一
定頻度で発症する。実際に我々は当院で2010-
2016年に移植腎生検を行った連続270例で
2.6％に生検後腎動静脈瘻を発症したことを報
告した。これは先行研究と比較しても発症率は
変わらず当院の手技に問題があるとは考えにく
い。諸外国から血管系合併症リスク因子も報告
されており穿刺回数、深い穿刺、拒絶反応時の
穿刺、穿刺針の太さなどが指摘されている。し
かし本邦の腎移植患者の生検後血管合併症の
リスク因子は不明であり、上述した研究では発
症数のみの記述的研究であったため、当院で施
行した移植後腎生検に伴う血管系合併症発症
群と非発症群を比較することで、生検後血管合
併症のリスク因子を特定し、その結果を広く移
植関係者へ報告し、移植臨床へ還元することを
目的とする。

年齢、性別、腎不全の原疾患、腎移植から生検
までの期間、生検から出血性合併症検出までの
期間
、出血性合併症検出から治療までの期間、尿・
採血結果(尿検査、腎機能)、拒絶反応歴、免疫
抑制薬を含めた内服薬、腎生検関連情報(穿刺
回数、検体の皮質・髄質比、生検結果)

500例

第5296号

早期警告スコア（Visensia 
Safety Index）のICUのけ
る検証-National Early 
Warning Score Indexとの
比較検証

2021年6月11日 2022年12月31日
救急医学

森川　大樹

第5297号

膵頭十二指腸切除にお
ける幽門輪の意義に関す
る後方視的観察研究　―
日本肝胆膵外科学会プロ
ジェクト研究－

2021年5月24日 2021年12月31日
外科学

（消化器・一般外科）
小林　慎二郎

膵頭部領域疾患

2015年1月1日～
2017年12月31日

膵頭部領域の腫瘍に対して施行される膵頭切
除では、術後の消化吸収機能を温存する目的
で幽門輸温存膵頭十二指腸切除が広く行われ
ているが、術後合併症である胃排泄遅延の危険
因子となる可能性が示唆されている。
本研究において幽門輸温存と幽門輸切除の2群
間の胃内容排出遅延の発症の比較を行い、膵
頭部切除における幽門輸切除の短期・長期の
有用性が明らかとすることにより、幽門輸温存、
または切除に関する新たな知見、および術後胃
内容排出遅延の危険因子を見出すことを目的と
する。

診療記録
100例

(全体：3000例)

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5296.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5296.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5296.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5296.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5296.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5296.pdf
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第5298号

食道癌術前化学療法の
奏効と再発形式の関連を
明らかにするための多施
設共同後ろ向き観察研究

2021年5月24日 2023年3月31日
外科学

（消化器・一般外科）
民上　真也

食道扁平上皮癌

2010年1月1日～
2015年12月31日

食道癌に対する食道切除術は侵襲が大きい。
そのため術前化学療法(NAC)施行後に手術回
避を実現することが出来れば、患者にとって大
変有意義である。
手術回避の有効性、安全性を判断するための
先行研究において、切除可能食道扁平上皮癌
のNAC奏功例における予後の良好、および全
再発率に占める領域内再発の割合が有意に高
かった事が認められ、これよりNAC奏功例にお
いて腫瘍は局所に留まり、今後CRTに移行する
場合は照射計画に、アクティブサーベイランスに
移行する場合には手術回避例に、仮に再発が
みられた場合は救済可能である可能性が高い
という結果が得られた。また腫瘍が局所に留ま
ることの術前予後因子として、NAC後(手術前)
内視鏡生検陰性という指標が有用である可能
性が示唆された。
本研究では、切除可能食道扁平上皮癌の患者
でNAC奏効群における治療選択の可不可を検
証することを目的とし、遺残腫瘍の分布(リンパ
節への腫瘍残存頻度、再発形式)、NACの奏効
と再発形式の関連、NAC後(手術前)内視鏡生検
と再発形式の関連の検証と、NACの奏功を治療
前に予測するためのノモグラムの作成を行う。

患者背景(年齢・性別・占居部位・治療前病期・
術前化学療法のレジメン・手術日)、手術項目
(手術体位・アプローチ(胸腔鏡、腹腔鏡)・リンパ
節郭清領域・再建経路・吻合部位・再建臓器・合
併切除・手術時間・出血量・術後合併症)、病理
組織学的検査(組織・病理学的病期・根治度・組
織学的治療効果)、手術後項目(術後補助化学
療法・転帰(再発、死亡)・初回再発臓器・初再発
後治療)、術前内視鏡生検(NAC後の内視鏡で
生検した場合のみ)、血液生化学検査項目(NAC
前血中SCC値・NAC後血中SCC値を含む)

50例

(全体：10000
例)
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第5300号
卵巣癌患者におけるサル
コペニアと術後合併症に
関する後方視的研究

2021年5月27日 2022年3月31日
産婦人科
今井　悠

卵巣癌

2015年1月1日～
2015年12月31日

サルコペニアとは、筋肉量の低下と筋力の低下
または身体機能の低下を伴う病態である。サル
コペニアは生命予後に影響し、特に消化器外科
領域においては、術前サルコペニアは予後不良
因子であるという報告がある。また、外科手術と
同様に化学療法に関しても、がん患者でサルコ
ペニア状態にある人は、化学療法の副作用が
増加するという報告が複数ある。化学療法の副
作用増加は、Relative Dose Intensity(RDI)低下
に関与し、十分な治療効果が得れていない可能
性が指摘され、それは、OSやPFS不良に関連し
ていると考えられている。卵巣がんの場合、標
準療法は侵襲性の高い外科手術と約半年にわ
たる全身化学療法であるので、治療前のサルコ
ペニアの状態評価は治療法選択または予後予
測に極めて重要と考えられる。しかし、婦人科が
んにおけるサルコペニアの意義の検討はされて
いない。
本研究の目的は、卵巣がん治療におけるサル
コペニアの影響について、特にCTから評価でき
る筋肉量/筋肉の質の低下を用いて後方視的な
調査研究を行うことである。サルコペニア評価法
(絶対量か変化量か)による治療前評価の確立
は、治療法選択または予後予測に極めて重要と
考えられる。

腹部CT、TC療法の毒性やRDI、TTF、PMI,、筋
肉の脂肪化IMAC

50例
(全体：600-700

例)

第5301号
経左橈骨動脈的脳血管
内治療の有用性に関する
検討

2021年5月27日 2024年12月31日
脳神経外科学

伊藤　英道

脳動脈瘤や頚動脈狭窄症
などの頭頚部動脈疾患

2021年1月1日～
2021年4月13日

脳血管内治療は大腿動脈アプローチが標準的
に選択されている。最近はカテーテルの改良に
より経上腕、橈骨動脈的にも行われるように
なってきた。
われわれもその非侵襲性より積極的に橈骨動
脈アプローチを選択しており、中でも左橈骨動
脈アプローチは右利きの患者にとって非常に満
足度の高いものである。左橈骨動脈アプローチ
の治療効果について後方視的に研究する。

患者プロフィール(年齢や性別、身長、体重、併
存疾患の有無など)や疾患、デバイスや手術時
間を加えた治療内容と結果、穿刺部の評価(血
種や腫脹の有無)

20例

第5305号

前立腺全摘除術を施行し
た患者における治療成績
の検討

2021年6月22日 2026年3月31日
腎泌尿器外科学

中澤　龍斗
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5305.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5305.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5305.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5305.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5305.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5305.pdf
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第5307号
呼吸機能と横隔膜脚の関
係

2021年6月8日 2024年3月31日
放射線医学
和田　慎司

慢性閉塞性肺疾患

2015年1月1日～
2020年12月31日

慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive 
pulmonary disease)は気流制限を特徴とした呼
吸器疾患(慢性気管支炎や肺気腫など呼ばれて
きた病気の総称)で、世界的に罹患性は高く、主
な死因の1つとなっている。COPD患者の全身性
の併存疾患に筋肉障害があるが、これは死亡
率、呼吸困難、機能障害、生活の質の悪化の予
測因子としても知られている。またCOPDにおけ
る骨格筋形態の研究は、下肢の筋肉を中心に
CTやMRIで評価がされており、筋肉量、機能な
どと関連があることが示されているが、横隔膜
は主な呼吸筋で呼吸機能を規定しているにもか
かわらず、横隔膜形態に関する研究は多くな
い。それは横隔膜が複雑な3次元的な形態をし
ており、また呼気と呼気で変化するため、画像
評価・定量が容易でなく、横隔膜全体の3次元的
なCT定量は煩雑で非常に手間がかかるので、
一般的な胸部CTの横断像のみで計測可能な横
隔膜脚(椎体に付着する横隔膜の一部)に着目
し、代用することができないかどうか考えた。こ
の研究の目的は、COPDの気管支・肺病変の評
価のために施行された吸呼気CTにおいて横隔
膜脚の定量を行い、呼吸機能検査結果の関連
性を評価することである。

年齢、性別、BMI、喫煙歴、臨床状況、呼吸機能
検査、放射線画像

350例

第5308号

透析療法選択外来が透
析導入後の心血管疾患
の発症や生命予後に与
える影響

2021年6月8日 2022年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
櫻田　勉

当院で透析を導入した患
者を対象とする。心血管疾
患は脳卒中(脳梗塞、脳出
血、くも膜下出血)、冠動脈
疾患、心不全、末梢動脈
疾患、弁膜症、不整脈、大
動脈解離

2013年5月1日～
2021年6月8日

透析療法選択外来などのShared decision 
makingは不要な入院や救急外来の受診回数を
減らし、入院期間の短縮、医療費の削減、生命
予後の改善が期待されている。しかし、透析療
法選択外来が透析導入後の心血管疾患の発症
や生命予後に与える影響はいまだ明らかとなっ
ていない。そこで我々は透析療法選択外来の有
無で導入後の心血管疾患の発症や死亡に差が
ないかどうかを検証する研究を立案した。

年齢、性別、原疾患、糖尿病の有無、喫煙の有
無、運動習慣、CKD stage、BMI、スタチン、抗血
栓薬、RAS阻害薬の有無、血液生化学検査所
見(Crから算出されるeGFR、Hb、Alb、BUN、Cr、
Ca、iP、iPTH、CRP)、頸動脈USのプラークスコ
アとIMT、Charlson　Risk Index、既存の心血管
疾患、新規発症の心血管疾患、悪性腫瘍の有
無、透析療法選択外来の有無

500例

第5309号

住民の健康改善に資する
エビデンス創出を目指し
た多地域コホート研究：
LIFE Study

2021年6月17日 2024年3月31日
小児科学

勝田　友博
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
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第5312号
人工知能による脳卒中の
画像解析に関する研究 2021年6月25日 2023年3月31日

内科学
（脳神経内科）

櫻井　謙三

第5314号

A病棟における糖尿病急
性期代謝異常による入院
症例の生活背景および関
連要因の分析

2021年7月6日 2022年3月31日
看護部

岡田　弾

第5317号
脳卒中患者における上衣
着衣能力の予後予測に
関する研究

2021年6月24日 2024年3月31日
リハビリテーション部

【西部病院】
佐々木　祥太郎

脳卒中

2013年9月1日～
2016年4月1日

脳卒中患者は身体、認知機能の障害により高
い頻度で着衣障害を呈する。着衣障害に対する
効果的なリハビリテーションを行う上では、予後
予測が必須となる。本研究は脳卒中患者を対象
に上衣着衣能力の予後予測の可否を明らかに
することを目的とする。

年齢、性別、診断名、意識レベル、筋力、握力、
ピンチ力、上肢麻痺の程度、感覚評価、認知機
能評価(注意機能評価など)、着衣所要時間、着
衣動作、自立度(FIM)

250例

第5318号
外傷時に発生する頭蓋骨
骨折の再現シミュレーショ
ン

2021年7月2日 2022年3月31日
脳神経外科
【多摩病院】

大塩　恒太郎

疾病、外傷などの影響の
ない正常頭蓋骨を所有す
る症例

2016年1月1日～
2016年6月30日

外力により生じる、頭蓋骨骨折線の発生メカニ
ズムについては必ずしも明らかとはなっていな
い。本研究は、頭蓋骨の断層構造や縫合部、頭
蓋内容物を再現した有限要素モデルを用いて、
頭部骨折パターンと荷重条件との関係、骨折発
生について力学的視点からの解明を目的とす
る。本研究では、破壊工学分野で利用されてい
る破壊ひずみ線図を頭蓋の材料構成に適用し、
さらに任意の部位での要素分割が可能な拡張
有限要素法を用いることで、脳頭蓋における骨
折線を再現する。以下の課題を実現すること
で、研究目的の達成を目指す。Ⅰ　縫合部を再
現した頭蓋骨有限要素モデルの構築　Ⅱ　破壊
ひずみ線図と拡張有限要素法の頭蓋骨モデル
への適応　Ⅲ　複数荷重条件による骨折パター
ンの再現

頭蓋骨のCT情報 1例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5312.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5314.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5309.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5314.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5314.pdf
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第5323号

Digital Breast 
Tomosynthesisの再構成
スライス厚の違いが読影
医に与える影響

2021年7月6日 2022年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

第5329号
皮膚免疫関連有害事象
の臨床的、病理学的解析

2021年7月6日 2023年3月31日
皮膚科学

門野　岳史

第5330号

本邦における先天性門脈
欠損症・門脈大循環短絡
症患者症例登録による疫
学研究

2021年7月1日 2025年3月31日
外科学

（小児外科）
古田　繁行

第5331号

日本におけるレーベル遺
伝子性視神経症の患者
データベース作成

2021年9月2日 2031年3月31日
内科学

（脳神経内科）
秋山　久尚

第5332号

2021年に外科治療を施行
された肺癌症例のデータ
ベース研究

2021年7月6日 2029年12月31日
外科学

（呼吸器外科）
佐治　久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5323.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5329.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5330.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5331.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5323.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5323.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5323.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5329.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5329.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5329.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5330.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5330.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5330.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5323.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5323.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5329.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5329.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5330.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5330.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5335号
透析療法選択外来の適
切な受診時期に関する検
討

2021年6月30日 2022年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
櫻田　勉

当院で透析を導入した患
者

2013年5月1日～
2021年5月1日

ガイドラインでは「透析療法を適切に準備するた
めには、慢性腎臓病(CKD)のどの段階で腎臓専
門医に受診すべきか」というクリニカルクエス
チョンに対して少なくともG4になった段階で専門
医への受診を提案すると示されている。しかし、
この根拠となったエビデンスは欧米でのデータ
であり、本邦の状況に外挿することは困難であ
る。そこで、今回我々は当院のデータを用いて
検討することとした。

年齢、性別、原疾患、糖尿病の有無、喫煙の有
無、CKD stage、BMI、スタチン、抗血栓薬、RAS
阻害薬の有無、血液生化学検査所見(Crから算
出されるeGFR、Hb、Albumin、BUN、Cr、Ca、iP、
iPTH、CRP)
、既存の心血管疾患、悪性腫瘍の有無、加入さ
れている社会保険(生活保護受給、国民健康保
険)、腎臓内科受診歴

200例

第5336号
「頸部リンパ節生検の臨
床的検討」について

2021年6月30日 2023年3月31日
耳鼻咽喉科学

春日井 滋

当科で頸部リンパ節生検
を施行した症例

2015年1月1日～
2018年12月31日

頸部リンパ節腫脹に遭遇する機会は多い。原因
は感染症、非特異的炎症、悪性疾患など多岐に
渡り診断に苦慮することもしばしばある。血液検
査や画像検査を施行するも原因が分からず、さ
らに悪性腫瘍が疑われる場合に確定診断のた
めに頸部リンパ節生検が行われることが多い。
しかし菊池病など若い女性に多い頸部リンパ節
腫脹などでは美容面などから生検することにた
めらうことがある。
本研究はリンパ節生検により確定診断された症
例について年齢および血液検査、穿刺吸引細
胞診(Fine Needle Aspiration Cytology:FNAC)と
の関連性を中心に検討を行う。そしてどのような
症例であれば積極的に生検すべきか検討する。

最終診断の内訳、年齢分布、受診経路、血液検
査(IL-2R・LDH・WBC・リンパ球比率)、画像検
査、FNACの判定

100例
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第5337号
非イオン性ヨード造影剤
による即時型副作用の発
生要因

2021年6月30日 2021年12月31日
画像センター
新田　正浩

造影CTを施行した患者

2020年2月1日～
2021年1月31日

造影剤を用いたCT検査は画像診断に必要不可
欠である。近年ではCT装置の進歩により適応が
増加し、造影CT検査は増加傾向となっている。
造影CT検査は画像診断において大きな利益を
もたらすが、注意すべき事項として副作用の発
現がある。副作用にはアレルギー性と生理的機
序によるものがあり、即時型副作用は一般的に
3つのカテゴリー(軽度、中等度、重度)で重症度
の分類をしている。
当院では造影後の患者に何らかの事象が生じ
た場合、バイタルや症状などを記録する「緊急
時対応記録表」を用いて初期対応を行い、部門
システムへ入力している。最終的にその事象が
造影剤による副作用であるかを放射線科医師
が判断し、その後の対応を決定している。その
後の対応とは、次回以降の造影検査において
造影剤使用に関する制限や剤型変更である
が、リスク回避の成果についての詳細な検討は
されていない。そこで、これまでに記録されてい
る過去1年分の記録表と診療情報を利用して、
造影剤副作用とその後の対応によるリスク回避
の分析を行うことを目的とする。

患者のバイタル、出現した症状、アレルギーの
Grade、その後の対応、身長、体重、性別、年
齢、使用造影剤の種類、造影歴の有無、造影剤
急速注入の有無、造影剤アレルギー既往の有
無

14137例

第5338号

Shared decision making
が透析モダリティーや計
画的な透析導入に与える
影響

2021年6月30日 2022年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
櫻田　勉

当院で透析を導入した患
者

2013年5月1日～
2021年5月1日

透析療法の選択においてShared decision 
makingが与える影響については本邦で十分に
明らかとなっていない。また、Shared decision 
makingが計画的な透析導入を促進することがで
きるかどうかについても明確になっていない。そ
こで、我々はShared decision makingが透析モダ
リティーや計画的な透析導入に与える影響を解
析する研究を立案した。

年齢、性別、原疾患、糖尿病の有無、喫煙の有
無、CKD stage、BMI、血液生化学検査所見(Cr
から算出されるeGFR、Hb、Albumin、BUN、Cr、
Ca、iP、iPTH、CRP)
、既存の心血管疾患、悪性腫瘍の有無、加入さ
れている社会保険(生活保護受給、国民健康保
険)、腎臓内科受診歴、独居あるいは同居者あ
り、ADL

200例
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第5341号
COVID-19の重症化にお
けるCT評価に関する研
究

2021年6月30日 2022年3月31日
感染症学

山崎　行敬

新型コロナウイルス感染
症
(COVID19感染症と診断、
あるいは他院で診断され
当院へ転院となった症例
のうち、胸部CT上肺炎像
を有する症例)

2020年2月16日～
2021年3月9日

2019年12月以降に中国湖北省武漢市で発生し
た新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世
界中に拡大しており、1年以上を経過した現在に
おいても感染の鎮静化には至っておらず、その
診断と治療に難渋している。特に新型コロナウ
イルス感染症は不顕性感染や軽症者が多いこ
とから、感染を完全に防ぐことが困難である。重
症化を予防することが重要である。新型コロナ
ウイルス感染者のうち約20％は肺炎を来し重症
化がみられ、そのうち3％前後は死に至る。重症
化の因子として、年齢、基礎疾患、喫煙など、検
査値ではリンパ球数の減少、フェリチン高値、
CRP高値などがあげられており、我々はこれま
で末梢血リンパ球数の増減と重症化における各
種病態によるバイオマーカーの変動について報
告している。従来、重症例の特徴的所見の一つ
であるCOVID肺炎は、他のウイルス性肺炎と同
様にすりガラス状陰影が主体となり、重症例の
多くが呼吸不全となり不幸な転帰となることが知
られている。
本研究では、新型コロナウイルス感染症重症例
の特徴的所見の一つであるCOVID肺炎症例の
重症化を予測するため、発症後に撮像した胸部
CT写真の肺病変の分布と挿管前までの肺病変
の変化、発症後何日目で重症化予測の判断が
できるのかを評価することにより、適切な治療に
役立てることを目的とする。

年齢、性別、基礎疾患、検査値(血球数、リンパ
球数、血小板数、RDW、CRP、フェリチン、Dダイ
マー、KL-6)、人工呼吸器管理の有無、治療歴
(抗ウイルス薬、副腎皮質ステロイド薬)、胸部CT
の肺炎像

200例
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第5342号
がん化学療法におけるB
型肝炎関連スクリーニン
グ検査の実態調査

2021年9月28日 2022年3月31日
薬剤部

箕輪　友紀

HBVスクリーニングが必要
とされる注射抗がん薬を投
与する患者

2020年10月1日～
2020年12月31日

B型肝炎ウイルス（hepatitis B virus:HBV）キャリ
アや既往感染者に免疫抑制・化学療法を行うと
HBVの再活性化が起こり、劇症化する症例も報
告されている。特に無症候性キャリア及び既往
感染者からの再活性化による劇症肝炎は予後
不良であることが知られている。
そのため、日本肝臓学会のB型肝炎治療ガイド
ラインおよびAmerican Society of Clinical 
Oncology（ASCO）のガイドラインでは、免疫抑
制・化学療法を行う際のB型肝炎関連スクリーニ
ング（以下、HBVスクリーニング）が推奨されて
いる。
当院においては、これまで院内啓発活動を行
い、2014年3月にHBVスクリーニングに関するア
ンケート調査を実施した。その結果から、医師の
95％が薬剤師による疑義照会の希望があった
ため、薬剤師がHBVスクリーニングの有無を確
認し、必要に応じて疑義照会を行っている。
薬剤師の介入後、抗原・抗体測定遵守率は介
入前の65％から89％に上昇した（日本臨床腫瘍
学会　2015年　藤田真理維ら）。
現在も薬剤師によるHBVスクリーニング確認体
制は継続しているが、医師の遵守率の低下が
懸念される。
そこで、今回啓発活動後7年経過した現在の実
態を調査し、HBVスクリーニングのタイミングを
含めた今後の遵守率の向上に向けて改善すべ
き事項を検討する。

・患者背景（年齢、性別、診療科、化学療法歴
等）
・hepatitis B surface （HBs）抗原、hepatitis B 
core（HBc）抗体、HBs抗体、HBV-DNA定量の測
定日とその結果
・HBV感染患者の治療内容
・HBVスクリーニングに関する薬剤師の問い合
わせ状況

250例

第5345号

心房細動の診療・予後調査
のための多施設共同レジス
トリ研究

2021年10月1日 2029年3月31日
内科学

（循環器内科）
桒田　真吾

第5346号

未治療進行または再発
非小細胞肺がんを対象と
したニボルマブ＋イピリ化
学療法併用療法の日本
における治療実態および
有効性と安全性に関する
観察研究（LIGHT-NING）

2021年7月26日 2023年11月30日
内科学

（呼吸器内科）
半田　寛

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5345.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5346.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5346.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5346.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5346.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5346.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5346.pdf
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第5351号

泌尿器科癌手術の周術
期におけるVTEのリスク
解析

2021年8月7日 2023年3月31日
腎尿器外科学

早川　望

第5352号

腎盂・尿管癌、膀胱癌に
おける薬物治療の効果予
測および予後予測因子の
検討

2021年8月10日 2024年3月31日
腎尿器外科学

早川　望

第5357号

播種性血管内凝固症候
群を合併とした急性胆管
炎に対する早期内視鏡的
経乳頭胆管ドレナージの
治療成績に関する検討

2021年7月8日 2021年12月31日
内科学

（消化器・肝臓内科）
中原　一有

急性胆管炎に合併した播
種性血管内凝固症候群

2006年4月1日～
2019年3月31日

急性胆管炎はしばしば播種性血管内凝固症候
群（DIC）を合併し、適切な早期治療を行わない
と致命的となりえる。DICの治療は、DICの原疾
患に対するコントロールが最も重要とされてお
り、急性胆管炎に合併したDICにおいては、急性
胆管炎のコントロールが極めて重要となる。急
性胆管炎の治療の第一選択は、内視鏡的逆行
性胆管膵管造影（ERCP）による内視鏡的経乳
頭胆管ドレナージ（EBD）であるが、DICを合併し
た急性胆管炎に対するEBDの治療成績につい
てはまとまった報告がないのが現状である。ま
た、EBDを施行する際には、内瘻ドレナージ
（EBS）にすべきか外瘻ドレナージ（ENBD）にす
べきかなどについても明らかなエビデンスはな
い。そこで今回われわれは、DICを合併した急性
胆管炎に対する早期EBDの治療成績を検証し、
さらに、ドレナージ法別（EBS vs ENBD）の治療
成績を比較検討する。本研究により、DICを合併
した急性胆管炎に対する早期EBDの有用性、安
全性、適切なドレナージ法を明らかにすることを
目的とする。

年齢、性別、胆管炎原因疾患、胆管炎重症度、
APACHEⅡスコア、DICスコア、SIRSスコア、血
液検査値、バイタルサイン、血液検査値、SIRS
スコア等の推移、ERCPおよびEBDの処置内容、
EBD以外の治療内容、ERCP施行回数、急性胆
管炎改善率、DIC離脱率、在院死亡率、入院期
間、ERCPおよびEBD関連有害事象

60例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5351.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5352.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5332.pdf
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第5358号

回腸人工肛門造設を伴う
直腸癌手術症例における
outlet obstructionのリス
ク因子の検討

2021年7月14日 2021年12月31日

外科学
（消化器・一般外科）

【西部病院】
根岸　宏行

直腸癌術後、人口肛門造
設状態

2015年1月1日～
2020年12月31日

【目的】直腸癌に対し、一時的回腸人工肛門造
設を伴う切除術を行った症例に対し、Outlet 
obstruction（以下OO）を来した症例についての
リスク因子について検討する。

【背景】直腸癌の肛門温存手術の普及とともに
一時的回腸人工肛門造設術を伴う切除術を行
う症例が増加している。縫合不全における重症
化の軽減に有用である一方で、OOやHigh 
output stoma(HOS)といった合併症をきたすこと
もあり、OOはHOSを伴うことも多く関連性が示唆
されている。しかしながら、OOのリスク因子や
HOSの合併についての報告は少ないのが現状
である。本研究では、直腸癌に対し、一時的回
腸人工肛門造設術を伴う切除術を行った症例に
ついて、OO群と非OO群に分けて後方視的にそ
の成績を検討することによって、最適な術式の
模索や治療成績向上のための対策を考案する
ことを目的とする。

年齢、性別、身長(cm)、体重(kg)、術前ASA、皮
下脂肪厚(mm)、併存症(高血圧、糖尿病、脳血
管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患等)の有無、
手術年月日、術式、人口肛門の口側腸管の位
置(頭側、尾側、右側、左側)、人口肛門の種類
(単孔、双孔)、腹直筋貫通位置(中央、右1/3、
左1/3、腹直筋外)、出血量(ｇ)、手術時間(分)、
排便、排ガスの確認日(日)、食事開始日(日)、ス
トマ排液量(日)、術後合併症(なし/出血/腸閉塞
/創感染/膿瘍/心疾患/深部静脈血栓症/その
他)、術後30日以内死亡とその原因・術後在院
日数(日)、術後観察期間(月)

50例

第5360号
急性期再開通療法後に
外減圧が必要になる予測
因子の観察研究

2021年7月16日 2024年5月31日
脳神経外科
【東横病院】

小野　元

急性期再開通治療術を施
行した前方循環の急性期
脳梗塞

2013年1月1日～
2020年2月1日

急性期主幹動脈閉塞にて未治療であれば死亡
もしくは予後不良となる症例に対し、急性期再開
通治療の有効性はすでに多くの報告がある。し
かし再開通治療実施後も改善がなく外減圧術の
追加を余儀なくされる予後不良例もあり、単一
施設における急性期再開通療法症例後に対し
て外減圧治療への予測可能因子を検討するこ
とを目的とした。

年齢、性、危険因子、脳梗塞の特徴(臨床病型、
閉塞血管、入院　NIHSS)、治療内容(tPA 静注
療法、併用治療)、治療結果(再開通率、治療合
併症、治療時間)

120例

第5361号
胸部正面X線撮影におけ
るmAs値からの体厚推定
の検討

2021年7月14日 2021年12月31日
画像センター
鈴木　鞠野

通常診療で得られた15歳
以上男女の胸部立位単純
X線画像

2020年11月1日～
2020年12月31日

単純X線撮影領域の被ばく線量指標は入射表
面線量である。正確に評価するためには患者の
体厚を知る必要があるが、臨床現場で体厚値を
得ることは難しい。一般的には体厚を考慮せ
ず、一定値として入射表面線量を評価している
が、精度への影響が問題視されている。そこで
撮影条件（mAs値）と体厚は相関関係であること
に注目し、mAs値から体厚を推定する方法を考
案した。胸部単純X線画像と撮影条件を用い、
体厚推定値を利用した入射表面線量の有用性
を検討する。

胸部立位単純X線画像の正面像（体幅）及び側
画像（体厚）、撮影条件

200例
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第5362号
乳癌患者の予測モデル
の検討

2021年7月13日 2023年3月31日
先端生体画像情報研

究講座
原口　貴史

乳癌

2013年1月1日～
2021年3月31日

乳癌は、女性の癌で最多で、罹患率、死亡率と
もに年々増加している。乳癌では、生検や手術
によって得られた病理の結果から治療方針が決
定されるが、治療前の臨床情報や画像情報か
ら手術後の病理結果を予測すること、さらに、治
療効果予測、死亡予測、合併症予測、再発予
測、5年生存率などを行うことは、早期治療介入
を可能にするなど臨床的意義が大きい。今回
は、手術症例を対象として、人工知能による予
測モデルを作成することを目的とする。

年齢、性別、身長、体重、BMI、喫煙歴、飲酒
歴、合併症(高血圧、糖尿病、高脂血症)、乳癌
の既往、家族歴、MRI検査時の月経周期)、血液
検査所見(血算、TP、ALB、ALP、AST、ALT、
LDH、CK、Amy、T-chol、LDL、HDL、TG、BUN、
Cre、UA、CEA、CA15-3)、画像所見(CT、MRI、
US、MMG)、手術所見(手術日、治療部位、両
側・片側、術式、リンパ節郭清)、病理所見(ER、
PGR、HER2、FISH、組織型、リンパ節転移個
数、浸潤径・広がり、切除断端、核異型度、ki-
67、術後原発巣の大きさ、病変広がり、リンパ管
湿潤、血管湿潤、組織グレード)

5000例

第5365号
子宮頸癌に対するメトホ
ルミンの有効性について
の後方視的検討

2021年7月30日 2021年10月31日
産婦人科学

遠藤 拓

①子宮頸癌II期～IVA期
2013年1月1日～
2015年12月31日

②子宮頸癌IVB期または
再発・残存
2016年5月23日～
2017年12月31日

近年、糖尿病治療薬メトホルミンの抗がん作用
が認められ、韓国のコホート研究ではメトホルミ
ン内服歴のある患者の子宮頸癌リスクが低下し
たという報告もある。子宮・卵巣癌を含む各種固
形癌に対しメトホルミンを投与する臨床試験が
進行中であるものの、子宮頸癌に関する試験は
実施されていない。メトホルミンは約100年前に
錠剤に製造され、現在では全世界で最も多く使
用されている糖尿病治療薬であるが、2005年に
メトホルミンのもつ抗腫瘍効果が薬理学的に証
明された。糖尿病治療薬として広く普及しており
比較的安価で安全性が高い薬剤であることか
ら、子宮頸癌に対する有効性が証明された場
合、多くの患者さんが恩恵を受けられる可能性
がある。本研究は韓国Korean Gynecologic 
Oncology Group(KGOG)と共同で行う国際共同
研究でありJGOG参加施設において過去に治療
を受けた子宮頸癌患者を対象とし、糖尿病合併
の有無と、糖尿病治療薬としてのメトホルミン使
用の有無を調査することにより、子宮頸癌の治
療に及ぼすメトホルミンの影響について検討す
ることを目的としている。

患者背景因子
：診断時年齢・BMI(Body mass index)・病歴・
Performance status、

糖尿病因子
：糖尿病合併の有無・メトホルミン使用の有無・
HbA1C値

子宮頸癌の診断・治療に関する因子
：診断日・FIGO stage・組織型・分化度・リンパ節
転移の有無・血清SCC値・分子標的治療薬
(Bevacizumab)の使用の有無・腫瘍サイズ・リン
パ管侵襲～静脈侵襲の有無・間質湿潤の深さ・
傍組織湿潤の有無

子宮頸癌の予後・転帰に関する因子

50例
(全体：400例)

第5366号

婦人科悪性腫瘍における
リンパ節転移の術前評価
に対するFDG-PET/CTの
有用性

2021年10月1日 2022年12月31日
産婦人科学
八幡　将喜

子宮体癌、子宮頸癌、
卵巣癌
2014年1月1日～
2021年3月19日

婦人科悪性腫瘍初回治療前のリンパ節転移の
有無を判断するためのFDG-PET/CT（以下
PETCT）の有用性について、知見を得る。

集積の有無、数、集積部位、SUVmax値、腫大リ
ンパ節の大きさ、場所、形状、個数、年齢、疾患
名、組織型、進行期、治療内容、転帰

245例
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第5367号

新型コロナウイルス感染
症におけるワクチン効果
の疫学研究

2021年7月15日 2026年6月30日

内科学
（総合診療内科）

【多摩病院】
本橋　伊織

第5368号
子宮頸癌に対するメトホ
ルミンの有効性について
の後方視的検討

2021年7月30日 2021年10月31日
産婦人科学

遠藤 拓

高血圧緊急症と診断され、
PRAが測定され、さらに腎
生検が施行された患者

2001年4月1日～
2019年9月30日

高血圧緊急症は高血圧切迫症と比較して血漿
レニン活性（PRA）が上昇することが知られてい
る。
PRAが上昇する機序として血栓性微少血管症を
含めた虚血や血液濃縮の関与が示唆されてい
るが、これまで腎組織学的な検討はなされてい
ない。
実臨床では全身状態悪化により、腎生検ができ
ないことも多い。PRAと腎病理組織の関連を同
定することで、PRAから腎組織を推測できる可
能性がある。
そこで本研究では高血圧緊急症におけるPRAと
腎病理組織の関連を明らかにすることを目的と
する。

年齢、性別、障害臓器、初診時血圧、腎生検時
血圧、BMI、高血圧への既往、PRA、血漿アルド
ステロン濃度、血清クレアチニン値、ヘモグロビ
ン値、
ヘマトクリット値、電解質濃度（Na, K, C1）、腎病
理組織所見（糸球体硬化, 尿細管萎縮, 動脈内
膜浮腫）

50例

第5372号
本邦で診断された自己炎
症性疾患の臨床情報に
関する全国調査

2021年7月15日 2025年3月31日
皮膚科学

門野　岳史

第5375号
腎盂・尿管癌患者におけ
る予後解析

2021年8月3日 2024年3月31日
腎尿器外科学

早川　望

第5381号

Osimertinibによる薬剤性
肺障害後の後治療の実
態とEGFR-TKI re-
challengeの安全性・有効
性を調査する後方視的観
察研究

2021年9月15日 2023年3月31日
内科学

（呼吸器内科）
峯下　昌道

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5372.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5375.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5381.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5372.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5372.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5372.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5375.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5375.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5375.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5372.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5372.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5375.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5375.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
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第5382号

乳頭温存皮下乳腺全摘と
一次乳房再建の整容性と
機能を調査する多施設共
同研究（乳癌学会班研
究）

2021年8月27日 2025年3月31日

外科学
(乳腺・内分泌外科)

【多摩病院】
志茂　彩華

乳がん

 2000年01月01日～
 2020年12月31日

乳がんに対する乳頭温存皮下乳腺全摘術
（Nipple-sparing mastectomy；以下NSM）は、乳
頭乳輪（Nipple-areolar complex；NAC）と乳房の
皮膚を温存することで高い整容性を得るための
術式である。適応は腫瘍が乳頭から十分離れて
いる症例、術中迅速病理検査で乳がんの露出
を認めないものに限定されるが、生存率、局所
再発率、遠隔転移に関して、乳頭乳輪を含めた
乳房全摘術と比較しても有意差が認められず、
再建術と合わせて、ここ20年ほどで普及してき
た術式である。ただし、温存したNACの血流不
全や乳頭上方偏位、知覚低下などのリスクがあ
り、これらの合併症は整容性やQOLを損なう要
因となる。NSMの短期成績は多く報告されてい
るが、長期成績の報告はまだ少ない。整容性お
よび機能面の問題点として、乳頭位置偏位と乳
頭乳輪部知覚回復が挙げられるが、単施設で
の小規模な研究が存在するのみである。今回
我々は多施設共同・後向き観察研究を行い、
NSMにおける乳頭偏位の要因の解析および長
期（5年以上）の知覚回復の評価を行うこととし
た。

患者基本情報（手術時年齢、最終診察日、人
種、身長、体重）、乳がん治療に関する診療情
報（乳がん手術日、ステージ、再建術式、切開
線の位置、初回手術で乳頭引き下げ処置の有
無、乳房の大きさ、放射線治療の有無、化学療
法の有無、内分泌療法の有無、健側修正の有
無、手術合併症）、写真（術前と術後6ヶ月〜2
年）

80例

(全体：500例）

第5383号

心アミロイドーシスの画像
診断における国際共同研
究

2021年10月27日 2025年7月1日

内科学
（循環器内科）

土井　駿一

第5389号

HTLV1関連脊髄症(HAM)
に対する反復性経頭蓋磁
気刺激(rTMS)の効果検
証

2021年9月8日 2022年7月31日
リハビリテーション医学

佐々木　信幸

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5383.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5389.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5392号

デジタルトモシンセシスガ
イド下吸引式組織生検の
有用性と適応の検討

2021年10月25日 2024年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
黒田　貴子

第5393号

安定型冠動脈疾患を合
併する非弁膜症性心房
細動患者におけるリバー
ロキサバン単剤療法に関
する臨床研究の副テーマ
研究

2021年10月6日 2026年7月31日

内科学
（循環器内科）
【多摩病院】
樋熊　拓未

Klebsiella pneumoniae complex でヒトから分離
される主な菌種は K. pneumoniae、Klebsiella 
variicola、Klebsiella quasipneumoniae である。
従来の生化学的性状に基づく同定検査ではこ
れらの菌種を鑑別することは困難であるが、質
量分析器の菌種ライブラリ更新によりK. 
variicola の鑑別が可能となった。国内での K. 
variicola 菌血症例とその他の K. pneumoniae 
complex 菌血症例の臨床的特徴を比較した報
告は少ない。今回、K. variicola 菌血症例の臨床
的特徴と微生物学的特徴を明らかにし、その他
の K. pneumoniae complex 菌血症例と比較する
ために当院および系列病院で経験した症例を後
方視的に解析、検討する。

電子診療録で年齢、性別、市中発症群と院内発
症群、併存疾患 (Charlson comorbidity index の
項目)、感染源、抗菌薬投与歴、重症度評価 
(SOFA score)、デバイスの有無、持続菌血症の
有無、複数菌感染の有無、30日死亡の情報を
収集し解析、検討する。入院から48時間以上経
過した後に発症した症例は院内発症群とする。
感染源と疑った検体から同一菌種を検出した場
合、または臨床症状、検査、画像所見から感染
症医が感染源と判断した場合に感染源と特定
する。播種性感染症などで複数感染源を認めた
場合は各カテゴリーでカウントする。
微生物学的検査：菌株はスキムミルク培地で冷
凍保存していた菌株を、質量分析計 MALDI 
Biotyper (ブルカー・ダルトニクス) を用いて 
MALDI バイオタイパーリファレンスライブラリ 
(Version 9.0.0.0) で同定する。薬剤感受性検査
として、MIC値の測定はマイクロスキャン 
WalkAway (ベックマン・コールター)を用いて、
Neg Combo EN3J Panel および Neg MIC EN2J 
Panel で実施する。ディスク拡散法による阻止円
形の測定はミューラーヒントンⅡ寒天培地 (日本
ベクトンディッキンソン) と各薬剤のセンシディス
ク (日本ベクトンディッキンソン) およびKBディス
ク (栄研化学) を用いて実施する。対象薬剤は
ampicillin、amoxicilin、piperacillin、cefazorin、
cefarothin、sulbactum/ampicillin、
tazobactam/piperacillin、clavulanate/amoxicilin
とする。その他検査としてアドニトール分解性、
ストリングテストを実施する。

252例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5392.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5393.pdf

第5391号

血液培養から検出された 
Klebsiella variicola の臨
床的特徴と微生物学的特
徴

2021年9月28日 2023年3月31日
臨床検査部
【西部病院】
大野　達也

対象期間中に血液培養か
ら Klebsiella pneumoniae 
complexを検出した患者

2018年01月01日～
2021年06月30日

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5367.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5394号

切除可能膵癌に対する術
前補助化学療法としての
GS療法における皮疹の
臨床経過と治療成績への
影響の検討

2021年10月1日 2023年3月31日
臨床腫瘍学

梅本　久美子

第5396号

2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会　
ウェイトリフティング競技
におけるアスリートへの
医療救護活動の実態調
査研究

2021年9月3日 2023年3月31日
スポーツ医学
足利　光平

第5402号

腎移植レシピエントにお
けるタクロリムスのトラフ
血中濃度とAUCの関係に
対する制酸剤の影響に関
する後ろ向き研究

2021年9月15日 2026年7月31日
薬剤部

小林　綾子

第5404号

糖尿病性心筋症の心エ
コー図診断に関する他施
設共同研究
EDiCa 
study(Echocardiographic 
Diagnosis of Diabetic 
Cardiomyopathy)

2021年10月1日 2024年3月31日
臨床検査部
斧研　洋幸

第5406号

患者報告アウトカムや全
国がん登録と連携した、
思春期・若年がん患者等
を対象とした日本がん・生
殖医療登録システムによ
る治療成績解析

2021年12月7日 2026年3月31日
産婦人科学

鈴木　直

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5394.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5396.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5402.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5404.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5406.pdf

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5380.pdf


承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5409号

RCAC尺度を用いたがん
後の生殖に対する懸念と
支援ニーズ

2021年10月14日 2025年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
津川　浩一郎

第5410号

消化器内科での診療実
績と今後の課題の検討の
ための医学系研究

2021年10月12日 2026年6月30日

:内科学
（消化器・肝臓内科）

【東横病院】
落合 康利

第5416号

レジオネラ症診断におけ
る尿中抗原検査と臨床的
特徴に関する全国サーベ
イランス研究‐他施設共
同前向き観察研究-

2021年12月17日 2023年10月31日
感染症学

國島　広之

第5417号

COVID-19 肺炎解析ソフ
トウエアの性能を評価す
る多施設共同、観察研究

2021年11月17日 2022年12月31日
救急医学

松本　純一

第5420号

CDK4/6阻害剤併用放射
線治療の安全性に関する
遡及的多機関共同研究

2021年12月8日 2023年3月31日
放射線医学
中村　直樹

第5422号

川崎市北部における自殺
未遂者等の支援のため
の後方視的観察研究

2021年11月16日 2024年3月31日
神経精神科学

古茶 大樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5410.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5416.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5417.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5420.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5422.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5409.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5423号

再発婦人科悪性腫瘍の
臨床学的特徴、再発診
断、予後についての検討

2021年10月13日 2021年12月31日
産婦人科学

鈴木　直

第5424号

妊娠糖尿病（GDM）の診
断時期における臨床的背
景の違い

2021年10月8日 2025年3月31日
代謝・内分泌内科

中川　朋子

第5426号

ブリモニジン酒石酸塩・ブ
リンゾラミド配合点眼薬の
有効性について

2021年10月8日 2022年5月31日
眼科学

徳田　直人

第5434号

当院におけるインクレチ
ン関連薬による副作用の
検討

2021年10月28日 2022年9月30日
内科学

（代謝・内分泌内科）
曽根 正勝

第5438号

多発性硬化症患者に対
するナタリズマブの日本
における治療実態を調査
する多機関共同後ろ向き
観察研究（REFIND 
Study）

2021年10月14日 2023年4月30日
内科学

（脳神経内科）
山野 嘉久

第5446号

COVID-19流行下におけ
る感染対策と上部消化管
出血に対する緊急内視鏡
の検討

2021年11月4日 2022年12月31日
消化器・肝臓内科

小松 拓実

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5423.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5424.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5426.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5434.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5438.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5446.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5449号

婦人科癌患者の終末期
腸閉塞に対する緩和的治
療に関する検討

2021年10月14日 2022年12月31日
産婦人科学

鈴木　直

第5450号

未熟児網膜症に対する抗
VEGF療法と網膜光凝固
の治療成績と安全性の比
較に関する多施設後ろ向
き共同研究

2021年11月9日 2023年3月31日
眼科学

重城 達哉

第5451号

早産児の呼吸器疾患の
転帰に関する後方視的検
討

2021年11月2日 2025年3月31日
小児科学
北東 功

第5454号

新世代治療導入後の未
治療NK/T 細胞リンパ腫
における治療実態とその
推移および予後に関する
国内多機関共同調査研
究(NKEA-Next project)

2022年6月2日 2024年3月31日
内科学（血液・腫瘍内

科）
富田　直人

第5455号
緑内障チューブシャント
手術の術後成績 2021年11月8日 2022年3月31日

眼科学
徳田 直人

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5450.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5451.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5454.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5455.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5449.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5456号

局所進行胃癌の周術期
におけるTAS-
118/Oxaliplatin療法及び
TAS-118療法の忍容性
確認試験
（略称:APOLLO-11試
験）；長期follow upにおけ
る生存解析のための観察
研究

2021年11月17日 2024年10月31日
臨床腫瘍学

砂川　優

第5457号

高難度肝胆膵外科手術
の安全性を高めるための
日本肝胆膵外科学会の
取り組みに対する検証
(多施設共同後方視的研
究)

2021年11月8日 2022年12月31日
外科学

（消化器・一般外科）
大坪 毅人

第5458号

コロナ禍における感染性
眼内炎の発生率や起炎
菌の変化、病態及び視力
予後に関する多施設後ろ
向き観察研究

2021年12月8日 2024年12月31日
眼科学

高木　均

第5460号

Impact of Doppler-
derived Intrarenal Venous 
Flow Pattern on 
Transcatheter Mitral 
Valve Repair

2021年10月28日 2024年3月31日
内科学

（循環器内科）
桒田 真吾

第5462号

腹膜透析患者におけるト
ルバプタンの反応性に関
する多施設共同後向き観
察研究

2021年11月10日 2021年12月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
山田 将平

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5456.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5457.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5458.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5460.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5462.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5463号
血液培養のみの採取が
抗菌薬治療へ与える影響 2021年11月19日 2022年12月31日

薬剤部
【西部病院】
中薗 健一

第5464号

AI技術を用いた画像補正
による、小児を対象とした
単純写真における画質の
向上についての後方視的
検討

2021年11月26日 2022年9月30日
放射線医学

大出 創

第5465号

消化器がん患者を対象と
した高齢者総合的機能評
価と予後を解析する後ろ
向き研究

2021年11月8日 2023年3月31日
臨床腫瘍学
土井 綾子

第5465号

消化器がん患者を対象と
した高齢者総合的機能評
価と予後を解析する後ろ
向き研究

2021年11月8日 2023年3月31日
:臨床腫瘍学
土井 綾子

第5466号

IgA腎症の腎病理所見と
予後の関連に関する後ろ
向き研究

2021年10月28日 2027年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
白井　小百合

第5469号

化膿性脊椎炎および脊椎
術後感染症における早期
診断と予後予測について
の研究

2021年11月18日 2024年9月30日
整形外科学
吉田 篤弘

化膿性脊椎炎、脊椎術後
感染症、化膿性脊椎炎疑
い、脊椎術後感染症疑い
2016年04月01日～
2021年09月30日

化膿性脊椎炎および脊椎術後感染症の早期診
断と予後予測を確立することを目的とする。

年齢、性別、疾患名、身長、体重、併存症、血液
検査、尿検査、血液培養検査、尿培養検査、膿
瘍生検検査、X線の骨破壊度および読影所見、
CTの骨破壊度および読影所見、MRIの炎症度
および読影所見、抗菌薬と外科的治療経過

40例

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5466.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5463.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5464.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5465.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5465.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5470号
椎弓根スクリュー設置の
正確性に関する研究

2021年11月15日 2024年9月30日
整形外科学

赤澤 努

脊柱変形、脊椎変性疾
患、脊椎損傷
2016年10月01日～
2021年09月22日

近年、脊椎固定術において、脊椎手術支援ロ
ボットを用いて椎弓根スクリュー設置が行われ
ている。本研究の目的は、脊椎手術支援ロボッ
トを用いた場合と使用しなかった場合の椎弓根
スクリュー設置の正確性を評価することである。

年齢、性別、疾患名、身長、体重、手術前X線画
像での側弯度、CTでの椎弓根の形状、手術時
間、出血量。手術後X線での側弯度、手術後CT
でのスクリューの逸脱度。手術後の神経障害の
有無、再手術の有無

43例

第5471号

当院における心臓リハビ
リテーションの実態調査と
評価

2021年11月15日 2024年3月31日
内科学（循環器内科）

土井 駿一

第5472号
CXCL10 ELISAキットの臨
床的有用性の検討 2021年11月16日 2023年3月31日

難病治療研究センター
山野 嘉久

第5477号

特発性網膜前膜に対する
内境界膜剥離後の網膜
感度の変化に関する検討

2021年11月26日 2022年5月31日
眼科学

重城 達哉

第5478号
脊椎インスゥルメンテー
ション手術の治療成績 2022年3月1日 2023年10月1日

整形外科学
鳥居 良昭

第5484号

Vulnerable大腸がんに対
する化学療法の実態調
査

2021年12月10日 2023年9月30日
臨床腫瘍学
伊澤　直樹

第5485号

診療報酬改定による服薬
情報提供書の内容の変
化に関する検討

2021年11月17日 2021年11月21日
薬剤部

【多摩病院】
高田 将季

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5471.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5472

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5477.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5478.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5484.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5485.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5487号

疾患レジストリを活用した
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

2021年12月24日 2032年3月31日
内科学

（代謝・内分泌内科）
曽根　正勝

第5489号

皮膚悪性腫瘍における新
規血清バイオマーカーの
探索

2022年2月3日 2026年3月31日
皮膚科学
宮垣 朝光

第5491号

心房性機能性僧帽弁逆
流の疫学および治療の意
義に関する多施設後方視
的観察研究 (REal-world 
obserVational study for 
invEstigAting the 
prevaLence and 
therapeutic options for 
Atrial Functional Mitral 
Regurgitation (REVEAL-
AFMR))

2021年11月30日 2024年3月31日
内科学（循環器内科）

佐藤　如雄

第5493号

新しい乳房組織マーカー
の超音波画像描出能の
検証

2021年12月7日 2022年12月31日
ブレスト＆イメージング

先端医療センター
山部 淳子

第5495号

COPD患者のCT画像と呼
吸機能検査の経時的変
化の検討

2021年12月22日 2023年3月31日
先端生体画像情報研

究講座
原口 貴史

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5495.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5487.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5489.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5491.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5493.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5498号

重症患者における
Refeeding症候群リスクと
その発症率：後ろ向き観
察研究

2022年1月13日 2022年12月31日
救急医学
吉田 稔

第5499号

薬剤師による早期警告シ
ステム活用の薬物治療へ
の介入効果の検証

2021年12月20日 2023年11月30日
:薬剤部

【西部病院】
中薗 健一

第5501号

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

2021年12月10日 2023年3月31日
感染症学

國島　広之

第5503号
早発卵巣不全患者の染
色体異常症例の解析 2021年12月22日 2026年10月31日

産婦人科学
鈴木　由妃

第5505号

聖マリアンナ医科大学病
院における糖尿病患者・
非糖尿病患者の死因に
関する研究

2021年12月16日 2023年3月31日
内科学

（代謝・内分泌内科）
中川　朋子

第5506号

慢性腎臓病患者における
診療ガイドライン遵守状
況に関する検討

2021年12月22日 2023年3月31日
内科学

（腎臓・高血圧内科）
櫻田 勉

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5498.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5499.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5501.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5503.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5505.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5506.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5507号
精神保健福祉法のもとで
の身体合併症治療 2022年1月24日 2023年11月30日

神経精神科学
袖長 光知穂

第5513号

切除不能正岡 III/IV 期・
再発胸腺腫に対する治療
の実態・有効性に関する
観察研究- NEJ 023B -

2022年7月7日 2024年3月31日
内科学（呼吸器内科）

峯下　昌道

第5515号

膠原病併存膵癌に対する
全身化学療法についての
後ろ向き観察研究

2022年2月24日 2022年6月30日
臨床腫瘍学
梅本 久美子

第5518号

「人工知能（AI）画像診断
支援ソフトウエアによる胸
部単純X線画像の診断精
度評価－肺がん医療・健
診現場での実用化を目指
して－」

2022年1月13日 2022年10月31日
呼吸器外科

佐治 久

第5519号

大型血管炎の外科治療
および周術期管理
に関するレジストリ研究　
LVV surgical registry

2022年2月3日 2025年3月31日
リウマチ膠原病アレル

ギー内科
杉原 毅彦

第5520号
重症COVID-19患者にお
ける合併症の評価 2022年1月13日 2026年3月31日

集中治療
吉田 英樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5520.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5507.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5515.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5518.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5519.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5513.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5521号
体幹部非造影CT画像か
らの体重推定 2022年2月14日 2022年3月31日

画像診断・ＩＶＲ
藤川 あつ子

第5522号

アグレッシブATLにおける
予後因子の検討と個別化
医療の確立を目的とした
全国一元化レジストリお
よびバイオレポジトリの構
築

2022年2月22日 2026年3月31日
内科学

（脳神経内科）
山野 嘉久

第5525号

BRCA1/2病的バリアント
保有者の対側リスク低減
手術検体における病理評
価法の検討

2022年1月31日 2022年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
本吉 愛

第5526号
悪性黒色腫のリンパ節郭
清範囲に関する他施設共
同観察研究

2022年1月28日 2023年3月31日
皮膚科学
大橋 洋之

第5530号

病院における管理栄養士
の配置基準に関する政策
立案に資する調査研究

2022年2月10日 2024年3月31日
栄養部

伊藤 彩香

第5531号

患者レジストリを活用した
沖縄型神経原性筋萎縮
症のエビデンス創出研究

2022年3月1日 永年
:内科学（脳神経内科)

山野 嘉久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5521.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5522.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5525.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5526.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5530.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5531.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5535号

日本における中等度以上
の三尖弁閉鎖不全症の
多施設レジストリー登録
患者における後ろ向き長
期予後調査

2022年2月28日 2026年5月31日
内科学（循環器内科）

桒田 真吾

第5536号

気道狭窄に対するイン
ターベンション治療前後
の評価についての検討

2022年3月1日 2023年3月31日
内科学（呼吸器内科）

半田 寛

第5537号

慢性腎臓病を合併した慢
性心不全患者の外来で
の腎機能と電解質の多施
設共同後ろ向き観察研究

2022年3月7日 2023年12月31日
薬理学

木田　圭亮

第5540号

原発性副甲状腺機能亢
進症における頚部MRI検
査による病変部局在診断
の有用性

2022年2月14日 2022年9月30日
乳腺・内分泌外科

西川 徹

第5543号

がん遺伝子パネル検査
の診療実態 および 受検
患者の体験に関する調査
研究

2022年4月9日 2023年3月31日
ゲノム医療推進セン

ター
山野 嘉久

第5545号
SARSコロナウイルス検査
試薬の有用性の検討 2022年2月14日 2022年9月30日

臨床検査室
岩田 のどか

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5545.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5535.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5536.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5537.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5540.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5543.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5546号
救急搬送された高齢者に
おけるCode Statusの変
化についての検証

2022年2月28日 2025年3月31日
救急総合診療
森澤 健一郎

第5547号

当院血液がん患者に対
するリハビリテーション効
果と身体機能，精神機
能，QOLの検討

2022年3月3日 2025年3月31日
リハビリテーション部

宮内 貴之

第5548号

増殖糖尿病網膜症の術
後経過と血小板機能との
関連についての検討

2022年3月8日 2022年3月31日
眼科学

重城 達哉

第5549号

Clostridioides difficile感
染症治療におけるバンコ
マイシン散使用実態調査

2022年2月9日 2022年7月31日
感染症センター

竹内 萌

第5550号
糖尿病患者におけるTBS
による骨質の検討 2022年2月15日 2022年10月30日

代謝・内分泌内科
山本 雄太郎

第5551号

右心機能障害患者の予
後に関する後向き臨床研
究Retrospective Registry 
of Prognosis in Patients 
withRight Ventricular 
Dysfunction

2022年5月10日 2025年3月31日
薬理学

木田 圭亮

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5546.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5547.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5548.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5549.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5550.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5551.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5553号

固形がん患者及び血縁
者における生殖細胞系列
遺伝子変異同定の有用
性を評価する観察研究
(BRANCH study)
Blood and tumoR 
Analysis-driveN 
Confirmation of 
Hereditary cancer 
syndrome

2022年3月29日 2031年3月31日
臨床腫瘍学

砂川　優

第5565号

持続的血液浄化療法に
関する多機関共同の後ろ
向き観察研究

2022年5月23日 2025年3月31日
救急医学

藤谷　茂樹

第5566号
当施設における小児陰唇
癒合に対する治療 2022年2月28日 2022年12月31日

小児外科
田中 邦英

第5567号
脊椎手術のラーニング
カーブについての研究 2022年2月28日 2024年12月31日

整形外科学
赤澤 努

第5572号

頭部MRI検査における設
定OMラインのばらつきの
検討

2022年3月7日 2022年9月18日
画像診断・治療部

【西部病院】
渡邊　健人

第5573号

がん診療におけるレジス
トリを活用した地域医療
連携体制構築に関する研
究

2022年5月19日 2024年12月31日
臨床腫瘍学

砂川　優
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5573.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5553.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5565.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5566.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5567.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5572.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5574号

遠心条件の異なるLA検
体と、交差混合試験で用
いる正常血漿がLA検査
結果に与える影響の検討

2022年5月25日 2023年3月31日
臨床検査医学

信岡　祐彦

第5575号

ジノプロストン腟内留置製
剤による薬剤的頸管熟化
法と器械的頸管熟化法の
分娩経過に関する研究

2022年3月30日 2023年12月31日
産婦人科学
長谷川 潤一

第5576号

ポリドカノールを用いた症
候性静脈奇形に対する硬
化療法の臨床成績

2022年3月16日 2025年3月31日
画像診断・IVR

和田 慎司

第5577号

特発性間質性肺炎との比
較によるびまん性肺骨化
症の成因・病態解析

2022年6月9日 2026年12月31日
内科学（呼吸器内科）

峯下 昌道

第5578号

慢性閉塞性肺疾患Ⅰ、Ⅱ
期の患者に対する栄養食
事指導の介入について

2022年3月17日 2022年12月31日
栄養部
森 佑紀

第5581号

非浸潤性乳管癌に対する
乳房温存術後の温存乳
房内再発の検討

2022年3月16日 2022年12月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
敦賀 智子

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5574.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5575.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5576.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5577.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5578.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5581.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5582号

経皮的大動脈弁置換術
後の経静脈リードペース
メーカー及びリードレス
ペースメーカ植込み患者
の臨床的予後を解析する
後ろ向き観察研究

2022年3月16日 2022年9月30日
内科学

（循環器内科）
富樫 大輔

第5586号
がん患者の早期退院支
援への一考察～退院支
援ナースの面接から～

2022年3月19日 2022年6月30日
看護部

市沢 美樹

第5587号

新型コロナウィルス感染
症（COVID-19）を対象と
した、PCR検査法と血清
抗体価の比較による疫学
調査

2022年3月3日 2025年3月31日
内科学

（総合診療内科）
土田　知也

第5589号

HER2陽性乳癌脳転移に
おける治療選択及び予後
の検討

2022年3月30日 2025年3月31日
外科学

（乳腺・内分泌外科）
喜多島 美奈

第5590号
Long COVIDのBrain fog
に対するrTMSの効果 2022年3月16日 2022年4月30日

リハビリテーション医学
佐々木 信幸

第5591号

膵癌術後のオリゴ肺転移
に対する肺切除に関する
多機関共同後ろ向き観察
研究(JON2106-P)

2022年4月2日 2023年3月31日
臨床腫瘍学
梅本 久美子

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5591.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5582.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5586.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5587.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5589.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5590.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5594号

イダルシズマブによる中
和療法を受けた急性硬膜
下血腫例の後方視的観
察研究 

2022年8月4日 2022年12月31日
脳神経外科学【多摩病

院】
大塩　恒太郎

第5595号

未治療進行又は再発胃
がんを対象としたニボル
マブ＋化学療法の実臨床
下における有効性と安全
性に関する観察研究

2022年5月16日 2026年9月30日
臨床腫瘍学
新井　裕之

第5596号

肺動静脈瘻に対する塞栓
術の臨床的評価と画像解
析

2022年3月26日 2025年3月31日
画像診断・IVR

和田 慎司

第5607号

COVID-19流行下におけ
るFilmArray呼吸器パネ
ルを用いたその他病原体
の同時検出状況の検討

2022年5月31日 2022年9月30日
臨床検査部
大栁 忠智

第5614号

BRAF遺伝子変異を有す
る転移性結腸・直腸がん
を対象にした拡大治験
フォローアップ延長に関
する後ろ向き観察研究
（BEACON　EAP後ろ向き
観察研究）

2022年7月21日 2023年12月31日
:臨床腫瘍学
伊澤　直樹

第5615号

鉄欠乏性貧血患者にお
けるフェインジェクト®静
注の使用実態調査

2022年3月31日 2022年5月31日
薬剤部

神志那 萌子

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5594.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5595.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5596.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5607.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5614.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5615.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5616号

脳卒中患者における下衣
更衣動作練習に関する調
査・研究

2022年4月20日 2023年3月31日
リハビリテーション室

杉村 誠一郎

第5617号

膵頭十二指腸切除術に
おける術前筋肉量・栄養
状態、手術手技および周
術期管理と術後短期・長
期成績の関係

2022年5月13日 2023年12月1日
消化器・一般外科

小林 慎二郎

第5620号

増殖糖尿病網膜症術後
の糖尿病黄斑浮腫の出
現と術前赤血球ヘマトク
リット値との関連について
の検討

2022年4月26日 2023年3月31日
眼科学

重城 達哉

第5621号

難治性副腎疾患レジスト
リを活用した難治性副腎
疾患の診療の質向上と病
態解明に関する研究

2022年4月18日 2025年3月31日
代謝・内分泌内科

方波見 卓行

第5625号

COVID-19感染症・肺炎
に対する人工呼吸管理・
Extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO)施行
症例の    臨床的特徴と
予後、特にECMO施行方
法による違いについての
調査

2022年4月26日 2026年12月31日
救急総合診療

吉田 徹

第5626号

制限輸血が与える大腸憩
室出血の入院後転機に
ついての検討 2022年4月27日 2024年3月31日

消化器・肝臓内科
小松 拓実

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5626.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5616.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5617.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5620.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5621.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5625.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5627号
加湿器肺に関する全国実
態調査（二次調査）

2022年4月9日 2023年3月31日
内科学（呼吸器内科）

【西部病院】
駒瀬　裕子

第5631号

脳卒中患者における経管
栄養から経口摂取への
移行に伴う栄養量の変化
とアウトカムに関するデー
タベース研究

2022年4月26日 2025年3月31日
脳神経外科一般

小野寺 英孝

第5633号

膵体尾部切除術における
手術手技および周術期管
理と合併症発生の関係

2022年4月20日 2023年12月1日
消化器・一般外科

小林 慎二郎

第5634号

腹部ステントグラフト内挿
術前の内腸骨動脈塞栓
におけるpreloading coil in 
plug法の臨床的有用性に
ついての検討

2022年5月13日 2022年6月30日
画像診断・ＩＶＲ

小川 普久

第5635号

本邦の常染色体優性多
発性嚢胞腎（ADPKD）患
者における脳動脈瘤の発
症とスクリーニングの実
態調査

2022年4月13日 2023年3月31日
内科学（腎臓・高血圧

内科）
市川　大介

第5636号

心臓外科術後患者の身
体活動量に影響を与える
因子や予後に対する後方
視的観察研究

2022年5月16日 2027年3月31日
リハビリテーションセン

ター
坂井 健太

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5627.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5631.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5633.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5634.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5635.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5636.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5637号

胆道閉鎖症登録事業-胆
道閉鎖症の年次登録と予
後追跡調査による疫学研
究-

2022年9月21日 2027年1月31日
外科学（小児外科）

古田　繁行

第5638号

虚血発症頭蓋内内頚動
脈解離の診断と治療に関
する全国実態調査

2022年4月26日 2023年3月31日
内科学（脳神経内科）

【東横病院】
植田 敏浩

第5639号

人工呼吸器患者への多
機能端末を用いたせん妄
発症率軽減を促進する看
護介入

2022年9月9日 2023年3月31日
看護部

野坂　優

第5640号
腹水濾過濃縮再静注法
の効果に関する検討 2022年4月20日 2023年12月31日

内科学（腎臓・高血圧
内科）

櫻田 勉

第5643号
Nuss手術は脊柱変形に
影響を与えるのか？ 2022年4月22日 2022年12月31日

小児外科
古田 繁行

第5645号

PD患者におけるPD+HD
併用開始および終了時期
が臨床結果に与える影響 
～多施設アンケート形式
による臨床検討～

2022年4月14日 2023年3月31日
腎臓・高血圧内科

櫻田 勉
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5645.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5637.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5638.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5639.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5640.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5643.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5649号
混合性結合組織病にお
ける画像所見の検討 2022年4月22日 2024年3月31日

画像診断・ＩＶＲ
松岡 伸

第5651号

運転免許試験で認知症
のおそれがあると指摘さ
れて当院を受診されたか
たの特徴について

2022年5月16日 2023年9月30日
神経精神科学
袖長 光知穂

第5653号

日本産科婦人科学会婦
人科腫瘍委員会 婦人科
悪性腫瘍登録事業及び
登録情報に基づく研究

2022年6月25日 2030年12月31日
産婦人科学

鈴木　直

第5654号

腎生検でIgG線状沈着を
示す症例のIgGサブクラス
の解析

2022年5月6日 2025年3月31日
腎臓・高血圧内科

市川 大介

第5655号

人工知能を用いた乳癌検
出用マンモグラフィ読影ソ
フトによるマンモグラフィ
読影精度の検証

2022年7月5日 2023年3月31日
ブレストＣ附属クリニッ

ク技術
後藤 由香

第5656号

「CyberOncology®」を活
用した切除不能進行・再
発胃がんの治療実態に
関するリアルワールド
データベース構築のため
のfeasibility study

2022年7月13日 2023年3月31日
臨床腫瘍学

砂川　優

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5649.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5651.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5653.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5654.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5655.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5656.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5658号

コロナ禍におけるウェブ
面会および直接面会の効
果：看取りを経験した家族
の語りと PICS-F に着目
して

2022年5月31日 2023年3月31日
集中治療
藤谷 茂樹

第5659号

来院時心肺停止患者に
おける脳組織酸素飽和度
の絶対値の評価

2022年5月13日 2023年3月31日
集中治療
川口 剛史

第5660号

転移性膵癌に対する2次
治療におけるナノリポ
ソーマルイリノテカン/5-
FU/ロイコボリン併用療法
とS-1単剤療法の比較：
傾向スコアマッチングを
用いた多施設共同後ろ向
きコホート研究
（JON2109-P）

2022年7月26日 2024年4月21日
臨床腫瘍学
梅本 久美子

第5661号

急性胆嚢炎に対する治療
方針および胆嚢摘出の施
行時期に関する検討

2022年5月16日 2023年12月1日
消化器・一般外科

小林 慎二郎

第5662号

90歳以上の超高齢者に
対する腹腔鏡下大腸癌
手術の治療成績

2022年5月17日 2023年3月31日
消化器・一般外科

大島 隆一

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5658.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5659.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5660.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5661.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5662.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5665号

心不全患者に対するアン
ギオテンシン受容体・ネプ
リライシン阻害薬に関す
るリアルワールドエビデン
スReal-World Evidence of 
Angiotensin Receptor-
Neprilysin Inhibitor in 
Patients with Heart 
Failure (REVIEW-HF)

2022年5月19日 2023年12月31日
薬理学

木田 圭亮

第5666号
アトピー性皮膚炎の病態
に関する病理学的解析 2022年5月18日 2026年3月31日

皮膚科学
宮垣 朝光

第5669号

局所進行性又は転移性
尿路上皮癌日本人患者
に対する一次抗癌化学療
法後のアベルマブ維持療
法の治療実態と効果の検
討－レトロスペクティブ、
多機関共同、観察研究－

2022年6月21日 2023年4月30日
腎泌尿器外科

菊地 栄次

第5670号

大腸癌手術における新規
癒着防止剤テナリーフ®
の有用性

2022年5月24日 2022年12月31日
消化器・一般外科

根岸 宏行

第5671号

当ブレストセンターにおけ
るトラスツズマブデルクス
テカン(T-DXd)の治療経
験

2022年7月28日 2023年3月31日
乳腺・内分泌外科

川本 久紀

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5665.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5666.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5669.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5670.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5671.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5673号

COVID-19ワクチン接種
後の進行・再発肺癌患者
における免疫チェックポイ
ント阻害剤の安全性及び
有効性を評価する多施設
後ろ向き観察研究
(NEJ061)

2022年6月21日 2023年3月31日
呼吸器内科

森川　慶

第5674号
メニエール病患者の腸内
細菌叢に関して 2022年5月18日 2023年3月31日

耳鼻咽喉科学
望月 文博

第5675号

機械学習を用いた人工呼
吸器の離脱プロトコルと
設定アラームの予測モデ
ルの検討

2022年5月13日 2023年3月31日
クリニカルエンジニア

部
五十嵐　義浩

第5676号

循環器疾患診療実態調
査(JROAD)のデータベー
スによる心臓サルコイ
ドーシスの診療実態調査
と二次調査に基づく診断・
治療プロトコールの策定
に関する研究

2022年9月24日 2025年3月31日
内科学（循環器内科）

明石　嘉浩

第5677号

内腸骨動脈瘤に対するコ
イル塞栓術とステントグラ
フト治療成績の比較検討

2022年8月4日 2022年10月31日
画像診断・ＩＶＲ
縄田 晋太郎

第5679号

慢性解離性大動脈瘤に
対するre-entry closeを併
用したTEVARの臨床的有
用性についての検討

2022年5月25日 2022年12月31日
心臓血管外科

千葉 清

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5673.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5674.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5675.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5676.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5677.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5679.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5683号

大動脈弁狭窄症における
非心尖部アプローチの診
断的意義
（Diagnostic value of right 
parasternal window in 
patients with aortic 
stenosis）

2022年5月24日 2022年12月31日
循環器内科
出雲 昌樹

第5684号

切除不能または再発胆
道癌患者に対する二次以
降の薬物療法としての
FOLFOX療法の有効性及
び安全性の検討（胆道癌
FOLFOX療法：JON-
2107B）

2022年8月30日 2024年3月31日
臨床腫瘍学
梅本 久美子

第5685号

「再発性多発軟骨炎の気
道病変の分類と予後」
Classification of airway 
involvement by relapsing 
polychondritis

2022年8月19日 2023年3月31日
呼吸器内科

半田 寛

第5688号

膝蓋骨脱臼の先天性素
因と保存療法，手術療法
の治療成績

2022年7月1日 2025年1月1日
整形外科学
植原 健二

第5689号

中高年齢者膝関節半月
板損傷の診断と治療成
績，変形性膝関節症の発
症予防効果の検討

2022年7月28日 2025年12月31日
整形外科学
植原 健二

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5684.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5685.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5688.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5689.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5683.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5690号

手術支援ロボットを用い
た人工膝関節置換術に
おけるインプラント設置の
比較検討

2022年5月25日 2023年3月31日
整形外科学
植原 健二

第5691号
膝関節骨切り術の臨床成
績評価 2022年7月28日 2025年3月31日

整形外科学
植原 健二

第5692号
膝関節靭帯損傷の治療
成績 2022年7月1日 2027年1月1日

整形外科学
植原 健二

第5694号

進行・再発食道がん患者
の薬物治療体系と予後に
関する観察研究調査_～
日本におけるリアルワー
ルドと実地臨床の分析～
POME試験

2022年5月25日 2023年6月30日
臨床腫瘍学
伊澤　直樹

第5696号

術中定電圧刺激MEPに
おけるコークスクリュー電
極と電流値の変化

2022年6月2日 2024年12月30日
クリニカルエンジニア

部
横塚 恵理子

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5690.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5691.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5692.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5694.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5696.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5697号

COVID-19 後遺症に関す
る実態調査(中等症以上
対象)付随研究
COVID-19退院１年後の
健康状態に関する調査研
究

2022年9月17日 2024年3月31日
内科学（呼吸器内科）

峯下　昌道

第5702号

遺伝子関連情報を基軸と
した効率的免疫抑制管理
による革新的長期管理ロ
ジック開発におけるHLA
抗体検査実態調査の二
次調査

2022年5月31日 2023年3月31日
内科学（腎臓・高血圧

内科）
谷澤　雅彦

第5703号

院内救急対応システム
（Rapid Response System 
:RRS）の効果的活用に向
けた臨床情報・バイタル
サインの特徴量に基づく
院内急変予測モデルの
構築

2022年8月15日 2023年12月31日
集中治療【西部病院】

谷井 梨美

第5704号

血管内大細胞型B細胞リ
ンパ腫診断のためのラン
ダム皮膚生検の臨床的、
病理学的解析

2022年7月1日 2026年3月31日
皮膚科学
宮垣 朝光

第5705号

芸術療法が精神科入院
治療にもたらす効果につ
いて

2022年7月1日 2025年9月30日
神経精神科学
袖長 光知穂

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5704.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5705.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5697

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5702.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5703.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5713号

転移性骨腫瘍の臨床経
過および予後予測に対す
る研究

2022年7月28日 2025年3月31日
整形外科学
飯沼 雅央

第5714号
脊椎固定術のインプラン
ト逸脱についての研究 2022年7月1日 2024年12月31日

整形外科学
赤澤 努

第5716号

当科における大腸憩室炎
症例に関する臨床的特徴
並びに治療成績の検討

2022年6月25日 2023年5月31日
消化器・一般外科

牧角 良二

第5717号

当科における大腸癌症例
に関する臨床的特徴並び
に治療成績の検討

2022年6月25日 2023年5月31日
消化器・一般外科

牧角 良二

第5718号

超音波気管支鏡下針生
検（EBUS-TBNA)施行時
におけるElastographyに
よるfat-to-lesion strain 
ratio (FLR)の有用性に関
する後方視的研究

2022年7月28日 2023年4月30日
呼吸器内科
井上 健男

第5721号

cT3-4a-cN0M0乳癌に対
する腋窩リンパ節の手術
方法が予後に与える影響
を検証する多施設共同後
方視的観察研究

2022年8月15日 2023年3月31日
外科学（乳腺・内分泌

外科）
小島 康幸

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5713

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5714.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5716.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5717.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5718.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5721.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5722号

慢性内頸動脈閉塞症例
における脳シンチグラフィ
と総頸動脈左右拡張末期
血流速度比の相関に関
する検討

2022年7月21日 2022年12月31日
超音波センター

宮内 元樹

第5723号
結節性多発動脈炎全国
疫学調査 2022年6月20日 2024年8月5日

皮膚科学
 門野　岳史

第5724号

腫瘍性尿管閉塞に対する
尿管ステント留置術の治
療成績の検討

2022年7月1日 2023年12月31日
腎泌尿器外科一般

中澤 龍斗

第5727号

Quality Indicatorを用いて
緩和的放射線治療の質
を評価する遡及的多機関
共同研究

2022年10月11日 2024年3月31日
放射線医学
中村　直樹

第5731号

上肢の疾患，外傷患者の
日常生活動作評価表の
妥当性の検討

2022年8月2日 2023年7月31日
リハビリテーションセン

ター
大森 みかよ

第5732号
CKD療養指導による腎機
能改善効果 2022年7月26日 2023年3月31日

腎臓・高血圧内科
櫻田 勉

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5732.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5722.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5723.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5724.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5731.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5727.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5734号

本邦における子宮体癌に
対する低侵襲手術（MIS）
の実態調査

2022年9月17日 2023年3月31日 産婦人科学
鈴木 直

第5735号

カルテ情報・画像情報を
用いた機械学習による
Endoscopic combined 
intrarenal surgery(ECIRS)
の成功予測モデルの作
成と検証

2022年7月22日 2023年3月31日
医療情報処理応用研

究
小林 泰之

第5736号

新型コロナウイルスの新
規変異株の検出および解
析に関する包括的研究

2022年9月6日 2035年12月31日
微生物学
竹村 弘

第5738号

保険診療で施行されるが
んゲノムプロファイリング
検査を基にがんゲノム
データベースを構築し、
同検査の病理診断的お
よび治療選択における有
用性を評価する研究

2022年9月9日 2032年3月31日
:ゲノム医療推進セン

ター
砂川　優

第5739号

院外心停止蘇生後患者
における頭部CTによる咀
嚼筋委縮に関する検討：
多施設後ろ向き観察研究

2022年10月18日 2025年3月31日
救急医学

藤谷　茂樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5734.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5735.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5736.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5738.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5739.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5740号

臨床実習において症例か
ら学ぶ診療看護師（NP）
の役割

2022年7月23日 2023年3月31日
看護部

本舘教子

第5741号
当院におけるASC-H症例
の臨床病理学的検討 2022年8月3日 2023年3月31日

婦人科
戸澤 晃子

第5744号

非切除遠位悪性胆道狭
窄に対するフレアなし全
カバー付き自己拡張型金
属ステント留置に関する
後ろ向き多機関共同観察
研究

2022年7月12日 2023年3月31日
内科学（消化器内科）

中原　一有

第5745号

実臨床データを用いた肝
門部領域胆管癌の術前ド
レナージ法別の有効性と
手術に及ぼす影響に関
する他施設共同検討

2022年7月12日 2023年12月31日
内科学（消化器内科）

中原　一有

第5747号

重症COVID-19肺炎患者
の腹臥位療法における褥
瘡発生に関する症例対照
研究

2022年8月23日 2022年11月30日
救命救急センター【西

部病院
池田 陽子

第5748号

西部病院救命救急セン
ターICU/HCUへ入室する
後期高齢者(75歳以上)の
clinical frailty scaleによる
転帰の相違

2022年8月15日 2022年12月31日
救急医学【西部病院】

永冨　彰仁

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5740.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5741.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5744.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5745.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5747.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5748.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5750号

急性期脳卒中患者にお
ける身体計測値と移動動
作能力の関連性

2022年10月11日 2025年3月31日
:リハビリテーションセン

ター
髙嶋 宏昌

第5751号

思春期・若年がん患者等
を対象としたがん・生殖医
療における治療成績解析

2022年7月28日 2023年6月30日
婦人科
鈴木 直

第5752号

結腸直腸癌患者に対する
抗上皮成長因子受容体
抗体薬(抗EGFR抗体薬)
の皮膚障害対策における
薬剤師介入状況調査

2022年8月18日 2023年3月31日
薬剤部

横溝　綾子

第5753号

診療看護師参入による急
性虚血性脳卒中における
時間短縮効果と医師の業
務負担軽減

2022年9月12日 2022年12月31日
救急医学
藤谷 茂樹

第5756号

高齢者の未破裂脳動脈
瘤に対する開頭クリッピン
グ術の安全性に関する検
討

2022年8月19日 2023年3月31日
脳神経外科一般

吉田 泰之

第5757号

大腸憩室症に伴う各種病
態に対する手術治療の検
討

2022年9月7日 2023年3月31日
外科学（消化器・一般

外科）
大島 隆一

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5756.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5757.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5751.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5750.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5752.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5753.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5758号
診療看護師が介助を行っ
たERCPの安全性 2022年8月31日 2022年11月11日

:看護部【多摩病院】
片岡 穂乃香

第5759号

間質性肺疾患による
ARDSについての疫学調
査

2022年8月4日 2024年8月27日
救急医学
川口 剛史

第5761号

急性膵炎の原因精査に
おける超音波検査の有用
性

2022年9月12日 2023年5月31日
超音波センター

大熊 綺乃

第5767号
肺動脈造影CTに対する
撮影プロトコルの検討 2022年9月16日 2022年12月31日

:画像センター
倉持 賢司

第5769号

COVID-19のパンデミック
による糖尿病黄斑浮腫に
対する診断および薬物治
療への影響に関する多機
関共同研究

2022年8月2日 2023年12月31日
眼科学

重城　達哉

第5771号

当院におけるBRCA病的
バリアント陽性乳癌症例
の対側リスク低減手術実
施状況及び患者背景因
子の検討

2022年9月1日 2022年12月30日
外科学（乳腺・内分泌

外科）
本吉 愛

第5772号
JROAD-DPCによる非動
脈硬化性心筋梗塞の実
態解明と二次調査研究

2022年8月4日 2030年12月31日
内科学（循環器内科）

明石　嘉浩

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5758.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5759.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5761.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5767.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5769.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5771.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5772.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5773号

HCUにおけるRefeeding症
候群のリスク患者の疫学
調査

2022年10月4日 2023年3月31日
救命救急センター

鈴木 雅子

第5774号

日本腎生検レジストリー
における抗がん剤による
腎障害の臨床像に関する
検討（多施設共同観察研
究：横断研究、一部コ
ホート研究）

2022年8月18日 2024年12月31日
腎臓・高血圧内科

大迫 希代美

第5775号

Prognostic index による
大腸癌肺転移切除と術後
補助化学療法の成績
(WJOG5810GSS)

2022年9月21日 2023年6月30日
臨床腫瘍学
伊澤 直樹

第5776号

硬膜外麻酔による無痛分
娩の周産期予後に関する
研究

2022年9月28日 2024年12月31日
産婦人科学
長谷川 潤一

第5777号

当院入院重症COVID-19
患者の予後等に関する臨
床研究

2022年8月19日 2023年12月30日
呼吸器内科
峯下 昌道

第5778号

ストーマ造設術後のス
トーマ脱出に関する全国
アンケート調査

2022年9月1日 2023年12月31日
メディカルサポートセン

ター
野北 陽子

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5773.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5775.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5776.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5777.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5778.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5774.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5780号

ペースメーカ植込み後の
房室弁逆流および左室収
縮能低下に関してそれら
の頻度および増悪因子を
調べる研究

2022年9月5日 2023年3月31日
:内科学（循環器内科）

佐々木 憲一

第5781号

高齢者入院例の精神病
理学的症例定式化と治療
経過の関係性に関する後
方視的検討

2022年8月30日 2024年3月31日
神経精神科学

工藤 弘毅

第5783号

人間ドックで肺機能検査
低下を認める受診者にお
けるAsymptomatic airway 
hyperresponsivenessの割
合

2022年9月12日 2023年3月31日
内科学（呼吸器内科）

【西部病院】
駒瀬 裕子

第5787号
皮膚T細胞リンパ腫の病
態に関する病理学的解析 2022年9月12日 2026年3月31日

皮膚科学
宮垣 朝光

第5788号
腹腔鏡手術用小径開創
器の有用性の検討 2022年9月5日 2024年4月30日

産婦人科学【西部病
院】

田村 みどり

第5789号

アストグラフ法を用いた気
道過敏性判定についての
検討

2022年10月11日 2023年7月31日
内科学（呼吸器内科）

駒瀬 裕子
URL参照

https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5789.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5781.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5787.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5788.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5783.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5780.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5790号

Model based Iterative 
reconstruction・Deep 
learning reconstructionに
おけるCT値の影響　　―
頭部CTA編―

2022年9月30日 2022年10月31日
:画像診断部【多摩病

院】
平野 智之

第5792号

閉塞性大腸癌に対する大
腸ステントの有用性の検
討

2022年9月7日 2024年12月31日
:外科学（消化器・一般

外科）
福岡 麻子

第5793号
胸腰移行部骨粗鬆症性
椎体骨折後に生じる遅発
性麻痺の成因

2022年9月1日 2023年12月31日
整形外科学
小泉 英樹

第5795号

睡眠時の低酸素状態が
循環器系イベントに与え
る影響

2022年10月3日 2025年3月31日
内科学（循環器内科）

長田 尚彦

第5797号
CT装置更新時の画像調
整　-腹部領域について- 2022年9月30日 2022年11月7日

画像診断部【多摩病
院】

平野 智之

第5806号

瘻孔形成を伴う結腸憩室
炎に対する腹腔鏡下手術
の有用性

2022年10月11日 2023年3月31日
外科学（消化器・一般

外科）
大島 隆一

第5807号

成人T細胞白血病(ATL)
発症高危険群の同定と発
症予防法開発を目指す
研究

2023年4月1日 永年
:内科学（脳神経内科）

山野嘉久

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5795.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5806.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5790.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5792.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5793.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5807.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5797



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5808号

循環器外来診療補助に
必要な心臓超音波評価
〜診療看護師(NP)による
実践報告〜

2022年9月30日 2024年8月31日
看護部

斉藤 岳史

第5809号
我が国における老年期の
幻覚妄想状態の特徴 2022年9月28日 2023年9月30日

神経精神科学
袖長 光知穂

第5811号
当院における急性陰嚢症
の調査 2022年9月21日 2023年7月31日

腎泌尿器外科学
篠田 和伸

第5814号

当院における糖尿病ホッ
トラインの実態と課題に
ついて

2022年10月3日 2023年3月31日
看護部
岡田 弾

第5817号

免疫チェックポイント阻害
薬による間質性肺炎に対
するステロイド治療の調
査

2022年10月13日 2023年3月31日
薬剤部

野﨑 智椰

第5819号

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
領域における針生検の検
討

2022年10月3日 2023年3月31日
耳鼻咽喉科学

深澤 雅彦

第5820号

総合病院において被虐待
が疑われたケースの要因
分析：横断研究

2022年10月13日 2025年3月31日
神経精神科学
安藤 久美子

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5819.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5820.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5814.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5817.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5808.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5809.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5811.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5824号

妊娠中に合併した乳癌、
および分娩後1年以内に
合併した乳癌に関する実
態調査

2022年10月13日 2023年3月31日
乳腺・内分泌外科

小島 康幸

第5825号

他院から救急搬送された
新生児と当院で出生した
新生児の経過と予後の比
較

2022年10月4日 2024年3月31日
新生児
北東 功

第5828号

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（Close The 
Gap-Stroke J-ASPECT 
Study)

2022年10月20日 2026年3月31日
脳神経内科
秋山 久尚

第5834号

研究課題名:静脈カテーテ
ル感染症等の輸液ルート
使用にかかわる実態調査

2022年10月13日 2022年12月31日
薬剤部【西部】

松崎　貴志

第5836号

胸部大動脈瘤における直
達手術と血管内治療の臨
床的有用性についての検
討

2022年10月3日 2023年3月31日
心臓血管外科

千葉 清

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5824.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5825.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5828.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5836.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5834.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
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通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

第5553号

固形がん患者及び血縁
者における生殖細胞系列
遺伝子変異同定の有用
性を評価する観察研究
(BRANCH study)
Blood and tumoR 
Analysis-driveN 
Confirmation of 
Hereditary cancer 
syndrome

2022年3月29日 2031年3月31日
:臨床腫瘍学

砂川　優

第5694号

進行・再発食道がん患者
の薬物治療体系と予後に
関する観察研究調査_～
日本におけるリアルワー
ルドと実地臨床の分析～
POME試験

2022年5月25日 2023年6月30日
臨床腫瘍学
伊澤　直樹

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5553.pdf

URL参照
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/disclosure/clinical-research/marianna/file/optout/5694.pdf



承認番号 課題名 実施期間(開始日) 実施期間(終了日)
所属

実施責任者
対象疾患

(調査対象期間）
研究概要 抽出項目 予定症例数

通常診療により得られた診療情報を用いる観察研究　（2022年11月1日現在）

承認番号 課題名 対象期間(開始日) 対象期間(終了日) 対象者 研究概要 研究に用いる情報の種類 オプトアウト期間 添付ファイル

第1811号

StageⅡ/StageⅢ結腸癌
治癒切除例に対する術後
補助化学療法としてのｍ
FOLFOX6療法の認容性
に関する検討

2010年11月 2015年3月
左記試験に参加された
大腸癌治療切除患者
さん

過去に本学で実施いたし
ました本試験に参加された
患者さん又は患者さんの
代諾者の方に対し、公益
財団法人がん集学的治療
研究財団が保管している
過去の臨床研究の情報を
今回の統合解析研究に用
いられることについて、情
報の使用拒否の期間を確
保するために公開するも
のです。

患者背景情報、病理学的情報、投与情報、追跡
期間の情報
研究に用いる情報は匿名化された情報を使用し
ており、個人を特定できる情報は含まれませ
ん。

2022/3/31までに添付文書に記載の連絡先まで
ご連絡ください。

URL参照
https://www.m
arianna-
u.ac.jp/houjin/
disclosure/clini
cal-
research/maria
nna/file/optout
/1811.pdf

過去に実施された臨床研究のデータを用いる研究について


