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1 2017/11/26
心肺停止における体温管理療法施行前の予後予測スコア、CASTのvalidation
study

錦見 満暁 前橋赤十字病院

2 2017/12/1 人工蘇生システム（自動胸部圧迫）の有用性について 神田 潤 帝京大学医学部附属病院

3 2017/12/13
Bystander CPRの効果における心電図波形と性別が与える
交互作用（effect modification）に関する検討

篠崎 広一郎 ファインスタイン研究所，米国

4 2017/12/13 心停止の実情とその転帰に関する日本と米国との比較検討 篠崎 広一郎 ファインスタイン研究所，米国
5 2017/12/13 脳低温療法における目標温達成の遅延に関わる因子の検討 篠崎 広一郎 ファインスタイン研究所，米国
6 2017/12/22 外傷性心停止の実情とその転帰に関する日本と米国との比較検討 篠崎 広一郎 ファインスタイン研究所，米国
7 2018/1/9 アドレナリンの投与限界時間の検討 本間 洋輔 東京ベイ浦安市川医療センター
8 2018/1/9 心肺蘇生の機能予後におけるエピネフリン投与の意味についての検討 本間 洋輔 東京ベイ浦安市川医療センター
9 2018/1/9 心肺蘇生の自己心拍再開におけるエピネフリン投与の意味についての検討 本間 洋輔 東京ベイ浦安市川医療センター

10 2018/1/10 凝固異常・酸塩基平衡が心停止患者の予後を予測するか 萩原 周一 群馬大学 救命救急センター
11 2018/1/13 SOS–KANTO 2012 TORルールのValidation Study 明石 曉子 東京都立墨東病院
12 2018/1/13 院外心停止患者における抗血小板剤と抗凝固剤内服と転帰の関連 杉山 和宏 東京都立墨東病院
13 2018/1/23 リドカイン使用例の現状と有効例の特徴 久村 正樹 埼玉医科大学総合医療センター
14 2018/1/26 蘇生後の発熱は、いつまで中枢神経予後に影響を与えるか。 森川 健太郎 都立多摩総合医療センター
15 2018/1/28 ドクターカー出場が予後に与える影響の検討 萩原 周一 群馬大学 救命救急センター
16 2018/1/28 各地域の院外心原性心肺停止患者における蘇生行為の現状と予後の比較 白川 和宏 川崎市立川崎病院

17 2018/1/29
心停止の原因が窒息である場合、病院前での高度な気道確保は予後に影響
を及ぼすのか？

眞喜志 剛 聖隷浜松病院

18 2018/1/29
患者の年齢によらず、自己心拍再開後に積極的な治療を行うことが費用対効
果に見合うか。

眞喜志 剛 聖隷浜松病院

19 2018/1/30 院外心肺停止患者におけるBMIと予後との関連 青木 誠 群馬大学 救命救急センター
20 2018/1/30 来院時死戦期呼吸を認めた院外心肺停止患者に対してのECPRの有効性 青木 誠 群馬大学 救命救急センター
21 2018/1/30 院外心肺停止患者についてのβ-blocker服用と予後との関連 青木 誠 群馬大学 救命救急センター
22 2018/1/30 心肺停止蘇生後、低体温療法中の筋弛緩薬の有用性 青木 誠 群馬大学 救命救急センター
23 2018/1/31 公共のAEDの使用状況の検討 吉村 有矢 防衛医科大学校病院　救急部
24 2018/1/31 ECPRの費用対効果 渥美 生弘 聖隷浜松病院
25 2018/1/31 高層階発生の心肺停止患者の転機について 西 竜一 帝京大学医学部附属病院
26 2018/1/31 救命士による気管挿管、静脈路確保が神経学的予後に与える影響の検討 西 竜一 帝京大学医学部附属病院
27 2018/1/31 復温速度の違いによる予後の検討 西 竜一 帝京大学医学部附属病院
28 2018/1/31 体温管理療法で目標冷却温度の違いによる予後の検討 西 竜一 帝京大学医学部附属病院
29 2018/1/31 低体温療法の開始時期による神経学的予後の検討 西 竜一 帝京大学医学部附属病院
30 2018/1/31 小児心停止症例に対する 病院前での医師の介入は 患者予後と関連するか 榎本 有希 筑波大学附属病院

31 2018/1/31
心肺脳蘇生において NIRS（Near-infrared spectroscopy 近赤外線分光法）は
蘇生中止の基準に 成り得るか

小山 泰明 筑波大学附属病院

32 2018/1/31 妊産婦の院外心停止患者の現状 小山 泰明 筑波大学附属病院
33 2018/1/31 特定行為の現状と今後の課題 高山 渉 東京医科歯科大学医学部附属病院
34 2018/1/31 高齢院外心停止患者における予後予測因子の検討 落合 香苗 東京医科歯科大学医学部附属病院
35 2018/1/31 蘇生後体温管理療法における目標体温逸脱の予測因子の検討 落合 香苗 東京医科歯科大学医学部附属病院



No. 申請日 解析テーマ名 申請者 所属施設 備考

36 2018/1/31
小児院外心停止患者のvolumeが神経学的予後にもたらす影響（Volume
outcome relationship）

天笠 俊介 自治医科大学附属さいたま医療センター

37 2018/1/31
成人院外心停止患者の病院前蘇生中止基準の比較 (termination of
resuscitation rule)

柏浦 正広 自治医科大学附属さいたま医療センター

38 2018/1/31
成人院外心停止患者の病院前蘇生中止基準の比較 (termination of
resuscitation rule)

柏浦 正広 自治医科大学附属さいたま医療センター 37との違いは？

39 2018/1/31 成人院外心停止患者の早期の冠動脈血行再建が予後に与える影響 柏浦 正広 自治医科大学附属さいたま医療センター
40 2018/1/31 成人非外傷性院外心停止患者の薬剤投与経路と予後の関係 下山 哲 自治医科大学附属さいたま医療センター
41 2018/1/31 てんかん患者の予期せぬ心停止（SUDEP）の調査 守谷 俊 自治医科大学附属さいたま医療センター
42 2018/1/31 ECPRにおける心停止からECMO開始までの時間と転帰の関連 杉山 和宏 東京都立墨東病院

43 2018/1/31
院外心肺停止患者における病院前介入（要因）とその集団寄与危険割合
（Population Attributable Fraction: PAF）についての研究

堤 悠介 水戸医療センター

44 2018/1/31 PEAにおける心電図波形と原因，転帰との関連 立石 順久 千葉大学病院
45 2018/1/31 病院前医師接触による、患者予後への影響 湯澤 紘子 東京女子医大八千代医療センター

46 2018/2/1
プレホスピタルでのマンパワーは、院外心肺停止患者の心拍再開率/生命予
後を改善するのか？

土谷 飛鳥 水戸医療センター

47 2018/2/1 プレホスピタルの時間経過と心拍再開率〜初期波形ごとに〜 土谷 飛鳥 水戸医療センター
48 2018/2/1 心肺蘇生における機械的胸骨圧迫対徒手的胸骨圧迫の比較 漆畑 直 松戸市立総合医療センター
49 2018/2/1 難治性心室細動に対するニフェカラントとアミオダロン（リドカイン）の効果の比 舩越 拓 東京ベイ・浦安市川医療センター


