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臨Ａ１０ 研　　　究　　　課　　　題　　　名 申請講座名 申請者氏名 許可日

1 年齢51歳以上の関節リウマチ患者の経年的腎機能評価
アレルギー
膠原病学

岩本雅弘准教授 H22.6.24

2 側臥位のVAP予防に対する検証ーICUにおける発症率からの評価ー
看護部
（ICU)

福田侑子看護師 H22.9.22

3 新生児ミルクアレルギーの診断・治療に関する全国調査 小児科学 高橋尚人准教授 H22.6.28

4
補助人工心臓装着の可能性を有する末期的心不全患者における心機
能と予後に関する追跡調査

心臓血管外科
循環器内科

坂野康人助教 H22.10.4

7
未熟型うつ病患者における看護
　　ー患者参加型看護計画の検討ー

看護部
（精神科病棟）

村下沙知子看護師 H23.3.14

8
腹膜透析外来患者が、退院後の生活において腹膜透析を継続してい
くことに対する思いと看護介入

看護部
（透析部）

佐藤里美看護師 H22.7.20

9
足病変を発症した糖尿病性腎症患者への看護
　ー足病変の改善・悪化因子の抽出ー

看護部
（透析部）

吉川友恵看護師 H22.8.23

11 超音波検査による頸動脈血流データの取得（２） 臨床検査医学 谷口信行教授 H22.6.28

13
健常者並びに、精神疾患ないし脳疾患患者における近赤外線光トポグ
ラフィ（NIRS）を用いた前頭葉機能検査法に関する研究

精神医学教室 菊地千一郎講師 H22.8.30

14
疾患や治療に伴う免疫抑制状態患者に対する新型インフルエンザ（Ａ/
ＨＩＮI/2009）ワクチン接種後の血清抗体の残存率

アレルギー
膠原病学

岩本雅弘准教授 H22.8.12

15 パーキンソン病に対する運動トレーニングの効果 神経内科学部門 藤本健一准教授 H22.8.5

16
保存的治療抵抗性夜尿症の男児における先天性尿道閉塞性病変に
関する研究

小児泌尿器科 中村繁病院助教 H22.10.28

17
放射線性口内炎に対する冷却法としてクラッシュアイスを用いての継続
性への検討　―頭頸部癌術後の患者に対してー

看護部
（６階東病棟）

古内三基子看護師 H22.8.13

20
日本人心血管ハイリスク患者における新規臓器障害マーカーの臨床的
意義

循環器内科学 苅尾七臣教授 H22.9.9

21
児童精神科病棟におけるレクリェーション中にBGMを流すことで患者が
抱く感情について

看護部 簗瀬順子看護師長 H22.8.30

22 尿中、血中、透析液中のK1otho蛋白スクリーニング調査 腎臓内科学 秋元　哲講師 H22.9.10
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25
低位前方切除術における一時的人工肛門造設に関する多施設共同前
向き観察研究

消化器外科 堀江久永准教授 H22.10.18

26 心電図情報と血圧をパラメータとした患者管理ソフトウエアの研究 循環器内科学 苅尾七臣教授 H22.10.14

27 尿中ベンスジョーンズ蛋白検出法の評価 臨床検査部 山田俊幸教授 H22.9.30

28 脊柱管狭窄症患者の重症度と髄液中生理活性脂質濃度に関する研究 整形外科 木村　敦助教 H22.10.26

30
C型肝炎ウイルス（HCV）母子感染、及び感染後のウイルス量に与える
ウイルス変異と免疫複合体との関連についての検討

小児科学 横山孝二病院助教 H22.10.4

31
サイトカイン、転写因子測定による新生児仮死と脳室内出血の病態解
析

小児科学 小池泰敬病院助教 H22.11.24

32
びまん性肺疾患における血中Torque　Tenoウィルスの病態生理学的意
義に関する研究

呼吸器内科学 坂東政司准教授 H22.10.18

33
内皮依存血流介在上腕動脈拡張反応検査の高血圧・糖尿病症例にお
ける臓器障害進展予測指標の証明（FMD－J：B研究）

循環器内科学 苅尾七臣教授 H22.11.4

34
内皮依存血流介在上腕動脈拡張反応検査の冠動脈疾患症例におけ
る予後予測指標の証明（FMD－J：B研究）

循環器内科学 苅尾七臣教授 H22.11.4

35
先進医療として施行された大腸ESDの有効性と安全性に関する多施設
共同研究（前向きコホート研究）

光学医療センター 宮田知彦病院講師 H22.11.18

37
小児生体肝移植後の門脈狭窄に対する経皮的血管拡張術における血
管内超音波の有用性の臨床的検討

放射線医学講座 中田　学講師 H22.10.21

38
上部消化管がん患者の術後機能障害の緩和を目指した看護師との
パートナーシップのあり方

看護学部 北村露輝助教 H22.11.24

39
大学病院におけるレスパイト入院の受け入れの現状
ーレスパイト入院患者と他患者の直接看護業務時間の比較を通してー

看護部 戸田昌子看護師 H22.11.18

40
ナフトピジル内服中前立腺肥大症患者の排尿症状の変化と気温との関
連

腎泌尿器外科 森田辰男教授 H22.11.1

41 ODK-1001/1002臨床性能試験
内科学講座
血液学部門

鈴木隆浩講師 進行中

42 成人Still病の病態とToll－like受容体刺激との関連性
アレルギー

膠原病学部門
岩本雅弘准教授 H22.11.29

43
乳児期QT延長症候群の診断基準と治療アルゴリズム作成による突然
死予防に関する研究

小児科 白石裕比湖教授 H23.1.27

44
頭頸部癌におけるヒト乳頭腫ウイルス発現と癌抑制遺伝子蛋白および
アポトーシス関連蛋白発現

耳鼻咽喉科学 西野　宏准教授 H22.12.24



45
欧州リウマチ学会/米国リウマチ学会主導による原発性全身性血管炎
の分類・診断基準作成のための研究

腎臓内科学 湯村和子教授 H23.2.10

46
大動脈ステントグラフト治療が中心動脈圧、心機能に及ぼす影響と予
後に関する追跡調査

心臓血管外科学 齊藤　力准教授 H22.12.28

47
ワルファリン服用患者におけるプロトロンビン時間（PT-INR)自己測定の
有効性と安全性についての検討

分子病態研究部 坂田洋一教授 H23.2.2

48 IgG4の呼吸器疾患への関与の検討 呼吸器内科学 間藤尚子助教 H23.5.10

49 思春期早発症の予後調査 産婦人科学 渡辺　尚准教授 H23.2.14

50
面接で排尿管理が必要な患者の就学準備を経験した母親の思いと行
動を知る

看護部 渡辺芳江看護師長 H23.2.10

51 緩和ケア病棟における予後予測因子の検討 緩和医療講座 丹波嘉一郎教授 H23.4.28

53 炎症反応診断試薬の評価に関する検討 臨床検査医学 谷口信行教授 進行中

54
去勢抵抗性前立腺癌に対するドセタキセルの効果と安全性の後方的
検討

腎臓泌尿器外科 中野一彦病院助教 H23.2.25

55

Virtual　３Fr多施設前向きレジストリー
（Frガイドカテーテルをシース付き、またはシーズなしで経皮的冠動脈
インターベンション（PCI）を行い、安全性と有効性を検討する多施設前
向きレジストリー）

循環器内科 勝木孝明准教授 H23.5.6

56 糖尿病における血清脂肪酸分画と動脈硬化指標との関連性について 内分泌代謝科 野牛宏晃講師 H23.3.28

57 外科病棟において、患者が“看護師は忙しい”と思う要因
看護部
（５A)

弘田智香看護師長 進行中

58
小児生体肝移植におけるImmuKnow　Assay（IKA；血中CD4＋
adenosine　triphosp　hate　activity）の測定意義

移植外科 浦橋泰然病院講師 H23.3.24

59 早期胃癌に対する開腹胃全摘術と腹腔鏡補助下胃全摘術の比較検討 外科学 瑞木　亨助教 H23.3.18

60 広汎子宮全摘出後、間欠的自己導尿となり退院した患者の実態調査
看護部

（婦人科病棟）
竹野井さとみ看護師長 H23.3.24

61 食塩制限による血圧の影響 循環器内科 苅尾七臣教授 H23.4.20

62 緑内障患者の自動車運転能力の研究 眼科 青木由紀病院助教 H23.4.28

63
在宅療養経験のない長期入院児の成長・発達支援
～オレムの看護理論を用いて退院までの関わりを振り返る～

看護部
（３Ａ病棟）

亀田美智子看護師長 進行中



64 総排泄腔外反症の学童男児の排泄行動の自立過程の検討
看護部

（３Ａ病棟）
亀田美智子看護師長 進行中

65 再建を伴う頭頸部腫瘍切除後患者のイメージの違いと看護の検討
看護部

（6階東病棟）
古内三基子看護師長 H23.5.10

66
大脳皮質下病変のリスクと臨床的意義の検討：睡眠ならびに夜間高血
圧との関連

循環器内科学 苅尾七臣教授 H23.4.15

68 環椎後頭骨癒合のCT所見の検討 放射線医学講座 杉本英治教授 H23.3.24

69
気分障害圏における自傷・自殺未遂の病態ー精神病理学的見地か
らー

精神医学教室 加藤　敏教授 H23.5.6

71 IPF/UIP以外の間質性肺炎急性増悪症例の臨床像に関する検討 呼吸器内科学 山沢英明講師 進行中

72 敗血症における凝固障害と組織低酸素症の関連 集中治療部 小山寛介病院助教 進行中

73 漢方の特性を利用したエビデンス創出と適正使用支援システムの構築
地域医療学センター

東洋医学部門
村松慎一特命教授 進行中

74 集中治療室入室患者における記憶の実態と看護支援に関する研究
看護部

（集中治療部）
茂呂悦子主任看護師 進行中

75 治験に対する被験者の意識調査　－VASを用いた定量的検討ー 臨床試験センター 吉尾　卓センター長 進行中

77 骨髄異形成症候群における血清エリスロポエチン値の検討 血液学部門 鈴木隆浩講師 H23.4.21

78 くすりの母乳中への移行性を明らかにする研究 臨床薬理センター 安藤　仁准教授 進行中

79
右下横隔動脈を栄養血管とした進行肝細胞癌に対する経カテーテル
的動脈化学塞栓療法に関する臨床的検討

放射線医学講座 中田　学講師 進行中

80
非アルコール性脂肪性肝炎（non-alcoholic steatohepatitis：NASH）肝
臓組織および血清における脂質・脂肪酸変化の解析

消化器・肝臓内科 礒田憲夫准教授 進行中

７３ パーキンソン病における行動変化の評価法に関する基礎調査 神経内科学 藤本　健一准教授 H22.3.15

７５ 細胞老化に関する要因の検討 循環器内科学 苅尾　七臣教授 H22.6.9

７６
びまん性肺疾患患者を対象とした生活習慣記録機ライフコーダ゛による
身体活動度評価の臨床的意義に関する研究

呼吸器内科学 坂東政司准教授 H22.5.20

７７
自分で歯磨きのできない高齢者に対しての援助～オリジナルフロー
チャートを使用して～

看護部 小森恵子看護師 H22.5.24



７８
全身性エリテマトーデス患者の単球におけるFｃγレセプターサブタイプ
の発現率

アレルギー膠原病学 岩本雅弘准教授 H22.4.7

８０
Web登録システムを用いた早期胃がん内視鏡切除症例の前向きコホー
ト研究

光学医療センター 阿治部弘成病院助教 H22.5.24

８１
小児特発性血小板減尐症紫斑病の病勢とサイトカイン、ケモカイン、リ
ンパ球マーカーの関連についての解析

小児科学 森本　哲准教授 H22.5.12

８２ 臓器移植後免疫低下状態における予防接種に関する研究 小児科学 佐藤優子病院助教 H22.8.3

８３
小児生体肝移植におけるEndotoxin　Activity　Assay　(EAA)の測定意
義

移植外科学 眞田幸弘病院助教 H22.4.19

８４ 黄色靭帯の肥厚と骨化促進因子に関する研究 整形外科学 井上耕一病院助教 H22.5.27

８５
妊娠中の血漿HSD17Bの正常域の設定と妊娠高血圧症候群発症例で
の血漿HSD17Bの動態

産科婦人科学 大口昭英特任教授 H22.6.3


