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研　　究　　課　　題　　名 申請講座名 申請者氏名 許可日

1 上市町における高齢者の動脈硬化疾患の危険因子解明に関する研究 地域医療学 石川鎮清　准教授 H22.7.7

2
綾川町綾单地区における高齢者の動脈硬化疾患の危険因子解明に
関する研究

地域医療学 石川鎮清　准教授 H22.7.7

3 下野市における高齢者の動脈硬化疾患の危険因子解明に関する研究 地域医療学 石川鎮清　准教授 H22.7.7

4
横手市大森地区における高齢者の動脈硬化疾患の危険因子解明に
関する研究

地域医療学 石川鎮清　准教授 H22.7.7

5 エイビムの多施設共同追跡調査 神経内科 中野今治　教授 H22.6.1

6
正期産新生児の出生体重を規定する周産期因子→（課題名変更後）
母体の体格は正期産新生児の出生体重を規定する因子か

小児科学 高橋尚人　准教授 H22.6.17

7 子ども医療センター小児整形外科外来患者動向 小児整形外科 渡邉英明　助教 H22.6.8

9
筑西市民アンケート調査（課題名変更）
→筑西市民の受動行動および地域医療に関する意識についての調査

地域医療再生
プロジェクト部門

熊田真樹　特命准教授 H22.5.27

12 後期緑内障患者における読書能力についての調査 眼科 平林里恵　視能訓練士 H22.7.7

14
地域医療支援のための地域医療データウェアハウスの構築とその研究
利用の在り方に関する研究

地域医療センター
地域医療情報学

部門
藍原雅一　特命講師 H22.7.1

15
高齢者における腹腔鏡下大腸切除術の有効性と安全性に関する後ろ
向き研究

消化器外科 堀江久永　准教授 H22.7.7

16 川崎病既往者追跡研究
地域医療学センター

公衆衛生学部門
中村好一　教授 H22.6.28

17
既存健診データを活用した疾病予防や健康管理に関する探索的観察
研究

健診センター 宮下　洋　准教授 H22.10.13

18
うっ血性心不全、狭心症、糖尿病、慢性腎疾患患者における自律神経
指標の予後に及ぼす影響の検討

内科学講座
循環器内科

苅尾七臣　教授 H22.12.9

21
へき地における看護の充実に向けたへき地医療拠点病院の看護の現
状と課題

看護学部 塚本友栄　講師 H22.9.2

22 栃木県・全国小児特発性ステロイド感受性ネフローゼ症候群疫学調査 小児科学 金井孝裕　講師 H22.10.13
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23 第21回川崎病全国調査
地域医療学センター

公衆衛生学部門
中村好一　教授 H22.8.31

25 保健・医療・介護・福祉の理想的な連携に対する研究
地域医療学

センター
小谷和彦　講師 H22.9.29

26
母乳のダイオキシン類汚染の実態調査と乳幼児の発達への影響に関
する研究

小児科 河野由美　准教授 H22.9.15

27 臨床研究コーディネーターによる被験者ケアの構造に関する研究 看護学部 小原　泉　准教授 H22.12.1

29 ALSにおける気管切開人工呼吸療法選択に関する日米比較研究 神経内科学 森田　光哉　講師 H22.10.15

31 地域的医療ニーズに関する研究 地域医療学センター 古城隆雄　助教 H22.10.18

32 小児循環器疾患に対する在宅酸素療法の当院での現状 小児科 白石裕比湖　教授 H22.10.26

33
ユニットケア実施施設における認知症高齢者への安全なケア提供に関
する研究

看護学部 長井栄子　助教 H22.10.18

34

我が国における植込み型除細動器（Implantable　cardioverter　－ｄｅｆｉ
ｂｒｉｌｌａｔｏｒ：ICD　およびCardiac　Resynchronization　therapy  with
defibrillator：CRT－D）の植込み状況および作動頻度などに関する調
査（通称NIPPON　storm)

循環器内科学 三橋武司　准教授 H22.12.24

35

急性心不全の多施設前向き観察コホート研究（ATTEND　Registry）
Acute　Decompensated　Heart　Failure　Syndromes　Registry　in
Japan
－Multicenter　prospective　observational　cohort　study－

循環器内科学 苅尾七臣　教授 H22.12.1

36
転倒・転落事故予防をめざす臨床現場の現実性を反映した病院の構
造および機能の改善と医療者への教育的サポートに関する取り組み

看護学部 宇城　令講師 H22.12.10

38
ファール病（突発性両側性大脳基底核・小脳歯状核石灰化症）の診断
基準作成のための疫学調査

地域医療学センター
公衆衛生学

中村好一教授 H22.11.24

39 糖尿病性腎症例を対象とした予後、合併症、治療に関する観察研究 腎臓内科 西野克彦病院助教 H23.1.5

41 医療機関におけるＮ９５マスクの適正使用に関する研究 感染制御部 森澤雄司准教授 H23.1.5

42 内分泌代謝疾患に関する疫学調査 内分泌代謝科 岡田健太助教 H23.1.7

43 全身性エリテマトーデス患者の中枢神経障害発症に関する疫学研究 アレルギー膠原病学 吉尾　卓教授 H23.1.13

44
がん看護実践力向上を目指すシミュレーション教育におけるリフレク
ションプロセスの構造化に関する研究

看護学部 本田芳香教授 H22.12.24



46 早産児の子どもをもつ父親の体験と子どもへの思い 看護学部 樋貝繁香講師 H23.1.18

47
日本に暮らすブラジル人児童と家族への「生きていく力」を培うメンタル
ヘルス支援

看護学部 野崎章子講師 H23.3.7

48
地域の子どもたちへのヘルスプロモーションにむけた予防接種教育の
普及

看護部 朝野春美看護副部長 H23.2.15

50
救急患者対応におけるテレビ電話システムを用いたコンサルテーション
システム

救急医学講座 米川　力助教 H23.2.28

51 「在宅ケアの視点のある病院医師」評価尺度の検討 臨床検査医学 小谷和彦講師 H23.1.27

52
National　Clinical　Database（日本臨床データベース機構）への症例登
録

外科学講座
心臓血管外科学

三澤吉雄教授 H23.3.22

53 郡上市における高齢者の動脈硬化疾患の危険因子解明に関する研究 地域医療学 石川鎮清准教授 H23.5.25

54 2005年出生極低出生体重児6歳児予後の全国調査 小児科 河野由美准教授 H23.3.30

56
乳がん患者の多目的コホート研究07：生活習慣や代替医療に関する
調査研究

外科学講座
（一般外科学）

穂積康夫准教授 H23.5.20

57
HER２陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法における観
察研究

外科学講座
（一般外科学）

穂積康夫准教授 進行中

59
過重労働における予防策の一考察　-某電気機器メーカーの正職員が
受けた過去5年間における残業検診（特殊検診）の結果と産業医による
過労判定等の相関関係を検討した後ろ向き研究ー

精神医学 菊地千一郎講師 進行中

61 地域における大腸癌検診の精査の実態調査 消化器内科学 坂本博次病院助教 H23.4.20

63 手術特性と患者の移動距離との関連の病院間の比較検討
地域医療学センター

地域医療学部門
岡山雅信准教授 H23.5.17

64
「茨城県筑西市協和地区における保健事業を主体とした生活習慣病
予防対策に関する疫学研究」に対する、地域住民に発生した脳卒中、
心疾患症例に関する医療情報の提供

循環器内科学 苅尾七臣教授

65
「多目的コホート研究」に対する、研究対象者に発生したがん、脳卒
中、心筋梗塞・急性死症例に関する医療情報の提供

循環器内科学 苅尾七臣教授

66 本邦小児における降圧薬使用実態調査 小児科学 白石裕比湖教授 H23.5.2

68
震災に対する間接的関与者の心的外傷後ストレス症状に関する心理
的適応過程の研究

先端医療技術開発
センター脳機能研究

部門
檀一平太准教授 H23.5.20

69 日本におけるICUせん妄の疫学研究 集中治療部 布宮　伸学内教授 H23.5.20


