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2020年4月23日 2020001 エリスロマイシン少量持続投与によるイレウス治療について 小児科 山木　ゆかり

2020年4月15日 2020002
新型コロナウィルス肺炎（COVID-19）患者に対する
ファビピラビル治療の臨床的検討

呼吸器科 秋葉　裕二

2020年5月21日 2020003
新型コロナウィルス肺炎（COVID-19）患者に対する
イベルメクチン治療の臨床的検討

呼吸器科 秋葉　裕二

2020年6月1日 2020004
非糖尿病患者を対象とした局所進行直腸癌に対するメトホル
ミン併用術前化学療法の安全性・有効性を検討する多施設共
同臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験（RC-COMET Study）

外科 赤羽　弘充

2020年6月1日 2020005 小児感染症の重症化因子抽出に係る後ろ向き解析 小児科 高橋　弘典

2020年6月2日 2020006
進行胃癌のニボルマブ治療効果予測に関する臨床病理学的検
討

消化器科 後藤　充

2020年6月16日 2020007
ステロイド薬または免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接
種の他施設共同前向きコホート研究

小児科 高橋　弘典

2020年7月20日 2020008
当院に教育入院歴のある糖尿病患者における歯周病に関する
知識とオーラルケア実践状況の実態調査および今後の課題

看護部 佐藤　仁美

2020年7月20日 2020009
若年妊婦の母性意識の芽生えと描く母親像
～実母との関係性に着目して～

看護部 橋本　優子

2020年7月20日 2020010
産婦健康診査における母子への支援内容を判断する助産師の
視点

看護部 江田　里子

2020年7月20日 2020011
せん妄予防を目的とした環境整備の視点統一への試み
ー急性期病棟の多床室に焦点をあてたアンケート調査ー

看護部 寺井　裕貴

2020年7月20日 2020012
ICU病棟における認知症患者への看護
～パーソン・センタードケアの視点を活かして～

看護部 今西　彩乃

2020年7月20日 2020013
急性心筋梗塞の心理的危機の受容過程に応じた関わり
～フィンクの危機理論を用いて

看護部 黒田　咲紀

2020年7月20日 2020014
切迫早産で入院中の妊婦に対するプライマリー
-助産師による効果的な看護ケアの検討-

看護部 深谷　美紗世

2020年7月20日 2020015
心不全患者のセルフケア行動の変化
～ヨーロッパ心不全セルフケア行動尺度を用いて～

看護部 小澤　慧

2020年7月20日 2020016
心臓カテーテル検査クリニカルパスで入院された患者・家族
への行動意思を高める生活指導とその効果

看護部 松岡　夏子

2020年7月20日 2020017
認知症患者へライフヒストリーを活かしたBPSD予防、ADL維
持のための関わり

看護部 壷井　菜月

2020年7月20日 2020018
慢性心不全患者とその家族に対するACP支援～ACPの4つのス
テップアプローチを用いた関わりから見える患者・家族の思
い～

看護部 間島　杏

2020年7月20日 2020019
免下期間がある下肢骨折患者の自宅退院に向けた病棟看護師
が行う退院支援

看護部 山田　夏生

2020年7月20日 2020020
急性期病棟における骨折のある、認知症患者の思いに寄り
添った関わり

看護部 澤田　あやの
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2020年7月20日 2020021
周手術期における高齢者の心理過程
～下肢骨折患者の治療意欲を支える関わり～

看護部 小泉　明日香

2020年7月20日 2020022
経尿道的尿管結破砕術を行う術中の低体温を予防するための
術前加温の効果

看護部 樺　真理子

2020年7月20日 2020023
初めて手術を受ける老年期の患者への術前訪問
-パンフレットを事前に渡すことでの不安軽減の効果～

看護部 岡林　利歩

2020年6月3日 2020024 ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術の導入について 産婦人科 光部　兼六郎

2020年8月6日 2020025
子供の食事に関する母親の思いと看護師の関りやケア方法の
検討

看護部 澤田　　暁江

2020年8月6日 2020026 慢性腎疾患で入院した学童期患児の学校生活を見据えた指導時期の検討看護部 黒田　恵美

2020年8月6日 2020027
急性期疾患で短期入院となった児の母親への関わり
～入院早期から退院後の生活を見据えた看護実践を通して～

看護部 小池　亜侑

2020年8月6日 2020028
ICU入院患者の睡眠満足度を高めるために
～睡眠覚醒リズムを整えるための看護を行って～

看護部 上村　操

2020年8月6日 2020029
医療用麻薬を導入する患者への支援
～不安なく内服できるような関わりについて～

看護部 中村　竜二

2020年8月6日 2020030
緩和ケア病棟へ転棟待機中である患者の思いの変化や苦痛
～-一般病棟での緩和ケアにおける看護師の役割～

看護部 西川　侑希

2020年8月6日 2020031
退院後も医療処置が必要な患者・家族への支援
～患者・家族が不安なく退院に向えるための関わり～

看護部 成田　彩香

2020年8月6日 2020032 整形外科病棟の高齢者せん妄予防看護の実態調査 看護部 大沼　郁香

2020年8月6日 2020033
予定帝王切開術を受ける初産妊婦への不安軽減のための関わ
り

看護部 森　香菜子

2020年8月11日 2020034
リハビリテーション実施患者においてより効果的なリハビリ
テーションとなるための栄養補助食品提供について、当院
NST活動の現場調査

栄養科 常見　奈央

2020年8月11日 2020035
胎児心臓超音波スクリーニング画像における人工知能を活用
した異常胎児心の自動検出アプリケーションの開発

産婦人科 吉田　俊明

2020年8月11日 2020036
卵巣高異型度漿液性癌の病理組織学的細分類における診断再
現性の検討（JGOG3022AI）

産婦人科 光部　兼六郎

2020年8月11日 2020037
婦人科悪性腫瘍の治療成績向上を目指した、腫瘍の悪性度・
予後を規定する遺伝子の探索とそれらの解析

産婦人科 光部　兼六郎

2020年8月1日 2020038
北海道におけるビタミンD欠乏症の疫学調査　Hospital-
based Study

小児科 竹田津　原野

2020年8月31日 2020039
ロボット支援下腎部分切除術を受ける患者の術前シミュレー
ションによる不安への関わり

看護部 小田　勇二

2020年9月1日 2020040 膝関節側面撮影の補助具作成の試み 放射線技術科 矢部　智絵実
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2020年9月1日 2020041
肝硬度測定を用いた肝繊維化指標と脂肪減衰に関する検討
～再現性及び臨床データとの比較について

放射線技術科 小出　友明

2020年9月1日 2020042
マンモグラフィ検査における背景乳腺の定量化と読影の偏り
低減の試み

放射線技術科 中村　円香

2020年9月1日 2020043 大腸CTにおける管電圧がタギング処理での画質に及ぼす影響 放射線技術科 北畑　智貴

2020年9月4日 2020044
IgA血管炎急性期スコアの検証、確立に向けた多施設共同観
察研究

小児科 竹田津　原野

2020年9月4日 2020045 川崎病類似症状を呈した患者に対するエルシニア抗体価測定 小児科 高橋　弘典

2020年9月8日 2020046
日本人NAFLDおよびCKDの疫学に関する多施設共同後ろ向き観
察研究

健康管理課 大村　卓味

2020年9月8日 2020047
新生児・乳児の細菌性髄膜炎患者における髄液・血液中薬剤
濃度の測定

小児科 佐藤　敬

2020年9月14日 2020048 消化器内視鏡における送ガス・送水ボタンの有用性について 臨床工学技術科 森　駿介

2020年10月22日 2020049
慢性骨髄性白血病患者におけるチロシンキナーゼ阻害薬中止
後の無治療緩解維持に関するKIR/HLA遺伝子多型の検討：多
施設共同観察研究

血液・腫瘍内科 稲村　純季

2020年10月22日 2020050
心臓血管カテーテル治療センターにおける、心臓血管カテー
テル検査・治療のライブデモンストレーション実施について

循環器科 鈴木　孝英

2020年10月1日 2020051
中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症患児における新規病原遺伝
子変異同定のための両親の遺伝子解析

小児科 野原　史勝

2020年11月10日 2020052
レセプト及びＤＰＣデータを用いた心疾患における
医療の質に関する研究

循環器科 小川　裕二

2019年5月1日 2020053

特定臨床研究：JGOG1082子宮頸癌ⅠB期-ⅡB期根治手術例における術後放射線
治療と術後化学療法の第Ⅲ相ランダム比較試験
Adjuvant chemotherapy Versus Radiotherapy For Postoperative Cervical
Cancer ; a phase 3 trial(略名：AFTER trial)

産婦人科 光部　兼六郎

2020年6月1日 2020054
早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術におけるア
ドスプレー®使用による有害事象に関する後向き・前向き観
察研究

産婦人科 光部　兼六郎

2021年1月14日 2020055
炎症性腸疾患治療選択における意思決定支援ツール開発のた
めのニーズ調査

消化器科 田中　一之

2021年1月22日 2020056
実臨床におけるSGLT2阻害薬の多面的作用に関する他施設共
同調査研究について

薬剤科 久保　淳一

2021年1月22日 2020057
プロトンポンプ阻害薬の使用とClostridioides difficile感
染症のリスク調査

薬剤科 渡邉　愛悠

2021年1月28日 2020058
Concomitant spinal and non-spinal osteoarticular
infections

整形外科 川口　哲

2020年11月22日 2020059
当院における血液疾患をもつ患者におけるCOVID19感染とそ
の後の経過に関しての観察研究

血液・腫瘍内科 塚田　和佳

2021年2月10日 2020060
遊離核酸を用いた多発性骨髄腫及びその類縁疾患の低侵襲分
子診断

血液・腫瘍内科 佐藤　一也
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2021年2月24日 2020061
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する
研究

整形外科 堀籠　圭子

2021年2月24日 2020062 特発性消化性潰瘍の実態調査 消化器科 田中　一之

2021年2月24日 2020063
低出生体重児における酢酸亜鉛（ノベルジン®錠）の体重当
たりの投与量の検討

薬剤科 寺西　真凛

2021年3月16日 2020064
エクセグラン散20％の小児用量調剤時における薬剤損失及び
分包重量偏差

薬剤科 髙橋　直也

2021年3月16日 2020065
当院の妊婦におけるＢ群溶連菌感染症と薬剤耐性の４年間の
動向

産婦人科 小田切　哲二

2021年3月16日 2020066
急性期病院から施設療養へ　～下咽頭癌術後患者に対する退
院支援を振り返って～

医療社会事業科 上野　玲奈

2021年3月16日 2020067
再発高リスク消化管間質腫瘍に対する完全切除後の治療に関
する研究（STAR ReGISTry）

外科 赤羽　弘充

2021年3月31日 2020068
大腿骨近位部骨折症例の骨折型・治療法・併存症を含む臨床
パラメーターと治療成績との関連に関する研究

整形外科 川口　哲


