
承認番号 タイプ 研究テーマ 担当部署 実施施設 開始 終了 状況
2022年

2022-01-01 観察
歯科・歯科口腔外科患者の口腔内疾患及び関連する多臓器疾患に関
する調査

歯科口腔
外科

黒沢病院 2022/1/11 2031/12/31 実施中

2022-02-01 観察
上部消化管内視鏡による検査、治療における有用性および課題に関
する研究

内科 黒沢病院 2022/2/1 2030/12/31 実施中

2022-03-01 観察 めまい単独主訴で発症した脳卒中患者の臨床的特徴についての検討 脳神経外科 黒沢病院 2022/3/5 2022/12/31 実施中

2021年

2021-01-01 観察
脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性等の
検証のための研究

脳神経外科
黒沢病院
他院連携

2021/1/26 2024/3/31 実施中

2021-03-01 観察 適切な術中体温管理の実施による低体温の予防 看護部 黒沢病院 2021/4/1 2022/12/31 実施中

2021-03-02 介入
新型コロナウイルスワクチン（コミナティ筋注）接種時のシリン
ジ、針の選定法についての研究

内科 黒沢病院 2021/3/15 2021/4/16 終了

2021-08-01 介入 新型コロナワクチン接種後の抗体価の検討 内科 黒沢病院 2021/4/1 2022/12/31 実施中

2020年

2020-03-01 介入
血漿中細胞外RNA (ExRNA) プロファイルに基づく、新規がん診断補
助人工知能 (AI) の開発研究

健診C
黒沢病院
他院連携

2020/4/21 2021/3/31 終了

2020-03-02 観察 "間質性膀胱炎" 患者の現状に関する検討 泌尿器科
黒沢病院
他院連携

2019/12/1 2029/3/31 実施中

2020-03-03 観察
便潜血検査および大腸精密検査の大腸がんに対する有用性、および
それらの課題に関する研究

内科 黒沢病院 2020/4/1 2030/12/31 実施中

2020-04-01 観察 COVID-19の検査および診断の現状と課題 内科 黒沢病院 2020/5/1 2022/12/31 実施中
2020-06-01 介入 泌尿器癌の高齢者機能評価研究 泌尿器科 黒沢病院 2020/5/1 2023/3/31 実施中

2020-07-01 観察
脳血管攣縮期に重度の頭痛を呈する患者の、SCUにおける日常生活
行動の実態

看護部 黒沢病院 2020/8/1 2021/3/31 終了

2020-09-01 介入 脳卒中亜急性期における上肢リーチ機能回復過程の運動学的分析 リハビリ科 黒沢病院 2020/9/30 2025/3/31 実施中

2020-09-02 観察 群馬県における前立腺がん検診の有効性評価研究 泌尿器科
黒沢病院
他院連携

2020/11/1 2025/3/31 実施中

2020-10-01 観察
超急性期脳梗塞治療において血栓溶解療法または機械的血栓回収術
を実施する際の大動脈瘤または乖離の合併リスク

脳神経外科
黒沢病院
他院連携

2020/10/19 2020/12/31 終了

2020-10-02 介入 職員健康サポートプログラムの導入とその成果について 健康支援室 黒沢病院 2020/11/1 2024/4/30 実施中

2020-11-01 介入
難治性過活動膀胱、神経因性膀胱患者に対するボツリヌス療法に関
する研究

泌尿器科 黒沢病院 2020/12/1 2030/3/31 実施中

2020-12-01 観察
任意型乳がん検診における各種診断モダリティの成績と精度管理に
関する研究

乳腺外科
黒沢病院
他院連携

2021/1/1 2030/12/31 終了



2020-12-02 観察
アミノインデックス®を用いたがんリスクと生活習慣病リスクの臨
床的研究

乳腺外科 黒沢病院 2021/1/1 2030/12/31 終了

2019年

2019-05-01 観察 頬粘膜に生じた内反性導管乳頭腫の1例
歯科口腔外

科
黒沢病院 2019/5/1 2019/9/3 終了

2019-05-02 観察
血液透析患者における血清カルニチン濃度と筋症状、疲労感の関
連、カルニチン製剤補充の影響の検討

泌尿器科 黒沢病院 2019/6/1 2029/3/31 実施中

2019-05-03 介入 過活動膀胱患者に対するビベグロンの効果発現時期の検討 泌尿器科 黒沢病院 2019/6/1 2022/3/31 実施中

2019-05-04 介入
難治性過活動膀胱症例に対する仙骨神経刺激療法（SMN）に関する
研究

泌尿器科 黒沢病院 2019/6/1 2024/3/31 実施中

2019-05-05 観察 排尿自立指導料算定症例の下部尿路症状の変化 泌尿器科 黒沢病院 2019/6/1 2029/3/31 実施中
2019-05-06 観察 脳卒中患者の下部尿路症状の変化 泌尿器科 黒沢病院 2019/6/1 2029/3/31 実施中

2019-11-01 観察
血液透析患者の高リン血症に対するスクロオキシ水酸化鉄使用状況
に関する研究

泌尿器科 黒沢病院 2019/12/1 2029/3/31 実施中

2019-11-02 観察 “間質性膀胱炎”患者の現状に関する検討 泌尿器科 黒沢病院 2019/12/1 2029/3/31 実施中
2019-11-03 観察 男性血液透析患者における血清PSA値と変化に関する検討 泌尿器科 黒沢病院 2019/12/1 2029/3/31 実施中

2019-12-01 観察
救急隊が脳卒中を疑い群馬県内T-PA常時実施可能13病院に救急搬送
した患者を対象にした救急隊活動の事後検証：第3報

脳神経
外科

黒沢病院
他院連携

2020/1/1 2020/1/31 終了

2018年

2018-03-01 介入
当院の運転業務に携わる職員を対象とした睡眠時無呼吸症候群に関
する実態把握と治療介入

歯科口腔
外科

黒沢病院 2018/5/1 2019/5/31 終了

2018-05-01 観察
当院急性期脳梗塞患者に対するrt-PA療法後の退院時転帰先と摂食
嚥下障害の検討

歯科口腔
外科

黒沢病院 2018/4/1 2019/3/31 終了

2018-09-01 観察
非筋層浸潤膀胱癌に対する5-アミノレブリン酸を用いた光線力学的
診断の有用性に関する検証研究

泌尿器科 黒沢病院 2018/8/1 2033/3/31 実施中

2018-11-01 介入
炭水化物、たんぱく質の同一摂取量の増加に伴う、体重、体組成、
最大酸素摂取量の変化についての研究

ValeoPro 黒沢病院 2018/12/1 2019/12/31 終了

2018-12-01 観察
救急隊が脳卒中を疑い群馬県内T-PA常時実施可能13病院に救急搬送
した患者を対象にした救急隊活動の事後検証：第１報

脳神経
外科

黒沢病院
他院連携

2019/1/1 2019/1/31 終了

2018-12-02 観察
人間ドックにおける腹部超音波診断を用いた種々の腫瘍性疾患の検
出

内科 黒沢病院 2019/1/1 2023/12/31 実施中

2018-12-03 観察 人間ドックにおけるCA19-9を用いた消化器がんの検出 内科 黒沢病院 2019/1/1 2023/12/31 実施中


