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１
間質性肺炎における血中プロコラーゲンⅢペプチド(PⅢP)測定の臨床
的有用性に関する研究

呼吸器内科学 坂東政司准教授 H21.5.21

２ ニューモシスチスキャリアの同定 アレルギ膠原病学 岩本雅弘准教授 H21.5.26

３ 定量的心電図同期心筋SPECTによるアドリアマイシン心筋症の評価 血液科学 佐藤一也病院助教 H21.6.22

４ 大腿骨頭辷り症の治療成績 整形外科学 渡邉秀明病院助教 H21.5.26

５
ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)の骨免疫学的視点からの病態解
明

小児科学 森本哲准教授 H21.7.2

６ ひと嗅覚障害における脳波、脳磁図の測定の検討　 耳鼻咽喉科学 太田　康講師 H21.6.22

７ 術後せん妄の患者に付き添う家族の体験 看護部 関道子看護師長 H21.5.21

８ Ullrich型先天性筋ジストロフィの患者における股関節脱臼の治療経験 整形外科学 渡邉秀明病院助教 H21.6.22

９
糖尿病患者のセルフケア能力測定ツール（試案ver．2）の信頼性・妥当
性の検証

看護学部 内海香子講師 H21.7.1

１０
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する
多施設共同ランダム化並行群間比較試験

消化器・肝臓内科 礒田憲夫准教授 H21.8.5

１１
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する
前向きコホート研究

消化器・肝臓内科 礒田憲夫准教授 H21.8.5

１２ 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ患者における血中ケメリン濃度の推移と考察 アレルギー膠原病学 吉尾卓准教授 H22.8.5

１３ 生活習慣病における動脈硬化関連生体情報検査値の検討 臨床検査医学 谷口信行教授 H21.8.10

１４
IgA腎症に対する口蓋扁桃摘出術における、高周波装置使用時と従来
の手術法との比較検討

耳鼻咽喉科学 菊池恒病院助教 H21.9.15

１５
ヒト鼻粘膜に対する化学伝達物質(特にプロスタグランディンE1E2)及び
受容体選択的化合物の作用

耳鼻咽喉科学 菊池恒病院助教 H21.7.24

１７ 胆道閉鎖症における肝細胞のテロメア長の測定意義 移植外科学 眞田幸弘病院助教 H21.9.25
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１９ 定量的心電図同期心筋SPECTによるアドリアマイシン心筋症の評価 血液科学 佐藤一也病院助教 H21.8.5

２０ 新生児における消化管ホルモンの検討 小児科学 川又　竜助教 H21.9.2

２１ 問診および身体所見による周術期肺合併症の予測 消化器外科学 アラン・レフォー H21.8.20

２２ 乳がん患者の地域連携パス作成に関する基礎調査 看護学部 本田　芳香教授 H21.10.5

２３
子どもの健康と環境に関する全国調査
子宮内化学物質曝露が子どもの発育・発達に与える影響に関する研
究

小児科学 桃井真里子教授 H21.9.2

２４
血管炎治療の標準化に寄与する腎病理組織分類に関する前向き多施
設共同研究

腎臓内科学 湯村和子教授 H22.2.18

２５
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 H21.10.5

２６ ひと嗅覚障害における脳波、脳磁図の測定の検討 耳鼻咽喉科学 市村恵一教授 H21.9.7

２７ 質問紙による関節リウマチ予後の国際共同観察研究 アレルギー膠原病学 簔田清次教授 H21.10.27

２８
危機的状況に陥った家族への援助に向けて
～緊急手術となった急性大動脈解離患者の家族のニード変化を知る
～

　　　　　　　　　（循環器センター上村恵理看護師 H21.10.27

３０ 抗環状シトルリン化ペプチド（CCP）抗体の真の抗原の探索 アレルギー膠原病学 岩本雅弘准教授 H21.10.27

３１
虚血性心疾患患者の退院後の生活の実態調査
－確認カテーテル検査入院患者へのアンケートからー

　　　　　　　　（循環器センター宮田浩実看護師 H21.11.18

３２ 発達障害児の光トポグラフィーによる脳機能解析 脳神経外科学 渡辺英寿教授 H21.11.18

３３ 白血病細胞株の樹立による白血病分子機序の解析 血液学 永井正准教授 H21.11.26

３４
子宮頸癌患者の初回子宮腔内照射時の痛みに対する援助
～アセスメントシートを使用し患者の要望を取り入れる～

看護部 新井絹枝看護師 H21.11.27

３５ 喉頭微細鏡手術後沈黙療法を行う患者の精神面の分析 看護部 杉山百合子看護師 H21.11.24

３６ IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前向き多施設共同研究 腎臓内科学 草野英二教授 H22.1.14

３７ 周産期における股関節臼蓋痙性不全と先天性股関節脱臼の発生要因 整形外科学 吉川一郎教授 H21.11.24



３８
職場における気分障害の臨床的検討
～臨床症状、発症の契機、経過についての調査研究～

精神医学 加藤敏教授 H21.11.20

３９
新生児の生命をめぐる「最善の利益」の意味
－親・看護師・医師の体験の記述ー

看護学部 井上みゆき准教授 H21.11.20

４０
EVL施工患者の退院後の食事生活に関する実態調査
～退院指導改善のために～

看護部 大垣絵梨子看護師 H22.2.8

４２
末梢血管障害を対象とした低温乾式遠赤外線サウナ浴温熱療法の効
果発現機序の解析

アレルギー膠原病学 岩本雅弘准教授 H21.11.20

４３
子どもの健康と環境に関する全国調査
子宮内化学物質曝露が子どもの発育・発達に与える影響に関する研
究

小児科学 桃井真里子教授 H21.11.2

４４ 生活習慣病における動脈硬化関連諸検査の検討 臨床検査医学 谷口信行教授 H21.11.9

４６ うつ病で出現する腰痛に関する精神医学的研究 精神医学 吉田勝也助教 H21.12.25

４７
オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症におけるオルニチントランスカ
ルバミラーゼ活性の測定意義

移植外科学 脇屋太一病院助教 H21.12.16

４８
下鼻甲介粘膜焼灼術における、高周波装置使用時とKTPレーザー使
用時との比較検討

耳鼻咽喉科学 菊池　恒病院助教 H22.2.3

４９ 絨毛細胞内Heme oxygenase-1免疫染色法の開発 産婦人科学 鈴木寛正助教 H22.1.21

５０
人口膝関節置換術後リハビリ開始期の疼痛に対する効果的なアイシ
ング方法の検討

看護部 藤倉直子看護師 H22.2.4

５１ くも膜下出血で緊急入院となった患者家族のニード検証 看護部 菊池睦子看護師 H22.2.22

５２
急速進行性糸球体腎炎レジストリーの作成、発症率、再発率、副作用
および予後に関する観察研究（前向きコホートスタディー）

腎臓内科学 草野英二教授 H22.2.15

５３
透析導入患者の生命予後に及ぼす健診受診歴の影響に関する前向き
調査研究

腎臓内科学 草野英二教授 H22.1.14

５４
日本ネフローゼ症候群コホート研究
原発性ネフローゼ症候群症例を対象とした発症率、予後に関する観察
研究（前向きコホートスタディー）

腎臓内科学 草野英二教授 H22.2.8

５５ 口腔扁平苔癬の診断に関する臨床的・病理学的研究 口腔外科学 神部芳則教授 H22.2.3

５６ 問診および身体所見による周術期肺合併症の予測 消化器外科 Aian T Lefor教授 H22.1.21

５７
職場における気分障害の臨床的検討
～臨床症状、発症の契機、経過についての調査研究～

精神医学 加藤敏教授 H22.1.5



５８
ペースメーカ埋め込み術を受けた成人の退院後の生活における困難と
その対応

看護学部 段ノ上秀雄 H22.2.3

５９
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
(前向きコホートスタディー)

腎臓内科学 草野英二教授 H22.3.17

６０
上部消化管癌切除後の生活状況と消化器症状に関するアンケート調
査

消化器外科学 細谷　好則准教授 H22.2.18

６１ 若年性乳がん患者がホルモン抑制に対し抱く思い 看護部 濱岸　利香看護師 H22.3.15

６２
家族の緩和ケア病棟に対する認識－入院前後での認識の変化とその
要因の調査－

看護部 茂呂　貴子看護師 H22.2.18

６３
患者参加型看護計画の手順作成と実践－慢性腎不全患者のQOL向
上を目指して－

看護部 福嶋安子看護師長 H22.2.23

６４
子どもの健康と環境に関する全国調査
子宮内化学物質曝露が子どもの発育・発達に与える影響に関する研
究

小児科学 桃井真里子教授 H22.2.4

６５
肺癌患者の化学療法に対する治療前の不安 ～ファーストラインの１
クール目と２クール目の比較～

看護部 五十嵐あい看護師 H224.2

６６
神経性食思不振症患児の登校支援における医療と教育の連携～患者
のニーズと在籍校教員の理解との比較～

看護部 今井　由紀看護師 H224.19

６８ ストーマ造設術を受ける患者の入院から術前の思い 看護部 肥田　梢看護師 H22.4.15

６９
慢性完全閉塞に対する冠動脈インターベンションにおいて、第一選択
ガイドワイヤーを検討する多施設前向き無作為試験Guidewre FOR
Chronic　total　occlusion in　Elective　PCI　(G-FORCE)

循環器内科学 勝木孝明准教授 H22.4.22

７０ 抗環状シトルリン化ペプチド（CCP）抗体の真の抗原の探索 アレルギー膠原病学 岩本雅弘准教授 H22.2.22

７１
ステロイド製剤内服患者に対する舌白苔発生予防のための口腔ケア
～有効な口腔ケアを導入して口腔環境が改善した例～

看護部 日向　澄実看護師 H22.3.15

７２
整形外科脊椎手術における術中・術後出血量の予測因子に関する研
究

整形外科学 星野雄一教授 H22.5.20

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少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


