
研究責任者 診療科 課題名

金井　光康 神経内科 日本人のアルツハイマー型認知症患者を対象とした抗精神病薬のリスクに関する検討

内山　俊正 臨床検査科 急性期病院における旧厚生省DIC診断基準の妥当性に関する後ろ向き検討

笹口　修男 脳神経外科 特発性正常圧水頭症の前向き観察研究

伊藤　郁朗 産婦人科 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究

伊藤　郁朗 産婦人科 日本産婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業への参加

矢嶋　尚世 外来看護師
経口洗腸席(ニフレック)内服による偶発症の防止、内服時の不安の軽減を目指して～内服の不安の軽減と偶発症の防止を目指し
たアルゴリズムの作成～

高木　均 消化器内科
抗HBs人免疫グロブリンの国内製造用原料血漿収集を目的とした国立病院機構職員を対象とするB型肝炎ワクチン接種の有効
性、安全性及び皮下投与法と筋肉内投与法の比較に関する研究

小田原宏樹 乳腺外科 手術不能又は再発乳癌に対するアルブミン懸濁型パクリタキセルとシクロホスファミド併用療法の第Ⅰ相臨床試験

鯉淵　幸生 乳腺外科 転移・再発乳癌の有痛性骨転移症例に対する塩化ストロンチウム-89と経口抗がん剤併用療法の第Ⅰ相臨床試験

佐々木豊志 循環器内科 非弁膜症性心房細動患者における抗血栓療法の施行実態調査

中嶋亜矢香 北6看護師
正常圧水頭症により認知機能低下のある患者・家族に対するＬＰ/ＶＰクリティカルパス説明時の正常圧水頭症の勉強会参加前後
の看護師の意識調査

丸山友里 南6看護師 適切な内服管理方法の決定をするための判断基準表の作成

須田　千尋 南6看護師 食事を開始するための、アセスメントツールの作成と評価

茂木　充 呼吸器内科
StageⅢB/Ⅳ期の非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)に対するS-1+CDDP+Bevacizumab併用療法とPEM+CDDP+Bevacizumab併用療
法を比較検討する第Ⅱ相臨床試験

坂田　一宏 心臓血管外科 日本心臓血管外科手術データベース(JCVSD)

金井光康 神経内科 多発性硬化症におけるインターフェロンβ中和抗体測定

齋藤　章宏 循環器内科 ペースメーカ患者フォローアップにおける遠隔モニタリングと定期通院の有効性と安全性の比較（atHome研究）

金井光康 神経内科 特発性正常圧水頭症におけるヒト髄液中糖たんぱく質解析研究

金井光康 神経内科 特発性正常圧水頭症患者に対する髄液診断(LRGとタウ蛋白測定)

茂木　充 呼吸器内科
進行・再発の非扁平上皮・非小細胞肺癌でEGFR遺伝子変異陰性かつKRAS遺伝子陰性患者の二次治療および
三次治療におけるエルロチニブの有効性・安全性を検討する第Ⅱ相試験

金井光康 神経内科 軽度認知障害の進行予防に対するフェルガード100Ｍの効果

高木　均 消化器内科
C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン・リバビリン・テラプレビル療法における有害事象発現に関与する宿主
側因子、および耐性ウイルスの出現動態に関する他施設共同前向き研究

高木　均 消化器内科
病態別の患者の実態把握のための調査及び肝炎患者の病態に即した相談に対応できる相談員育成のための
研修プログラム策定に関する研究

研究責任者 診療科 課題名

高木　均 消化器内科 非B非C型肝細胞癌の治療成績向上に向けて―背景疾患としてのNASHの実態解明―

伊藤　郁朗 産婦人科
局所進行子宮頸癌根治療放射線治療施行例に対するUFTによる補助化学療法のランダム化第Ⅲ相
比較試験

高木　均 消化器内科
セログループ1高ウイルス量のＣ型慢性肝炎に対するテラプレビル/ペグインターフェロンα2b/リバビリン併用
による包括的個別化治療に関する試験

【臨床研究】実績
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高崎 義人 歯科口腔外科 胃瘻療養患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションの効果

清水　尚 外科
胃粘膜下腫瘍患者に対するLaparoscopy and Endoscopy Cooperative Surgery（LECS：腹腔鏡･内視鏡合同手術）
の有効性と安全性の検討

鯉淵　幸生 乳腺外科 固形癌患者の核酸代謝酵素mRNA発現に関する検討

清水　尚 外科
開腹および腹腔鏡下胃癌手術に対するEnhanced Recovery After Surgery（ERAS）プロトコルを導入した
周術期管理の有効性と安全性の検討

清水　尚 外科 肝癌に対するEnhanced Recovery After Surgery（ERAS）プロトコルを導入した周術期管理の有効性と安全性の検討

坂本　直美 消化器内科 経費内視鏡下胃瘻造設術後の追跡調査

坂元一郎 外科 日本国内の消化管質腫瘍(GIST)患者における観察研究

羽鳥　裕美子 看護部 がん性疼痛緩和目的の持続皮下注射のマニュアルの作成と安全な実施

佐藤　美紀 看護部(北7) 北7階病棟における転倒・転落防止～安全な療養環境を提供するために～

長沼　篤 消化器内科 「アルコール性および非アルコール性脂肪肝症例に関する全国調査」(厚労省科研)

高木　均 消化器内科 重症アルコール性肝炎の実態調査(厚労省科研)

清水　雄至 呼吸器内科 全国肺癌登録調査：2012 年内科症例に対する登録研究

齊藤 麻奈 北4看護部
喘息患児と母に対して疾患についての知識向上を図る
～病棟でのプレパレーションによる学習の基礎づくり～

高木　均 消化器内科 クロピドグレル誘発肝障害に関する素因の研究

鯉淵　幸生 乳腺外科 乳癌のHER2判定におけるIHC法とDISH法の比較検討試験

鯉淵　幸生 乳腺外科
手術不能進行乳癌患者を対象としたBevacizumab(アバスチン)とPaclitaxel併用療法の有効性と安全性を確認する
第Ⅱ臨床試験

高木　均 消化器内科 原発性胆汁性肝硬変進展に関わる分子同定のためのSNPs解析の比較対象となる日本人健康人の遺伝子解析

井所拓哉 リハ科 脳卒中患者の機能的帰結に関連する発症早期の神経学的所見の後ろ向き調査

井所拓哉 リハ科 脳卒中地域連携パス適用患者の転帰に関する後ろ向き調査

金井光康 神経内科 特発性正常圧水頭症の病態解析

長沼　篤 消化器内科 IL28B遺伝子多型C型慢性肝炎治療に及ぼす影響について

清水　雄至 呼吸器内科
NHOネットワーク共同研究　国立病院肺がん研究会(NHOSGLC)による肺癌登録・予後調査データベースの更新と
保守管理

野口　修 救急科 救急外来死亡患者に対するオートプシーイメージング(ＡＩ)の重要性についての研究

工藤　智洋 消化器内科 PPI難治性胃食道逆流症に対する六君子湯の前向き無作為比較試験

長沼　篤 消化器内科
前治療歴を有するHER2強陽性(IHC3+、またはIHC2+かつFISH+)進行・再発胃癌症例を対象とするトラスツズマブ/パクリタキセル
併用療法―第二相試験―

長沼　篤 消化器内科 治療切除不能な進行・再発胃癌症例におけるHER2の検討―観察研究―

長沼　篤 消化器内科 「国際臨床栄養デイ」実施に基づく日本の入院患者の他施設栄養状態アンケート調査

高井・水野・飯塚
櫻間・加藤・小池

看護部(南5階) クリティカルパス入院患者への統一した説明を目指して

佐藤　優 リハ科 当院のがん患者へのリハビリテーションにおける取り組みと課題

岡本由紀子 看護部(外来)
ペグイントロン皮下注射の注射部位の検討
～注射部位反応による苦痛を軽減するために～

萩原・川野・松下
岩見・吉田・安済

看護部(南６階) 患者参画型看護～看護師側への周知について～



鯉淵　幸生 乳腺外科
HER2陽性乳癌に対するNab-Paclitaxel, Trastuzumab併用療法によるPrimary Systemic Chemotherapyの
臨床第Ⅱ相臨床試験

鯉淵　幸生 乳腺外科 SELECT BC-CONFIRM 転移・再発乳癌に対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエスワンのランダム化比較試験

鯉淵　幸生 乳腺外科 SELECT BC-ECOⅡ　乳癌患者における臨床試験参加・辞退の生存予後調査(Ⅱ)

清水　雄至 呼吸器内科 外来化学療法を受けるがん患者の生活状況調査

清水　雄至 呼吸器内科 食物アレルギーの発症要因の解明および耐性化に関する研究「即時型食物アレルギー全国モニタリング調査」

茂木　充 呼吸器内科 関節リウマチにおける薬剤性肺障害発症に関わる遺伝子の探索

羽鳥　裕美子 看護部 がん性疼痛を有する患者の外出・外泊を振り返って～PCA付きポンプを使用して～

佐々木豊志 循環器科 慢性腎臓病患者の虚血性心疾患リスク評価　―負荷心筋血流SPECTによる検討―

長沼　篤 消化器内科
自己免疫性肝炎の発症・進展に関わる遺伝因子の網羅的遺伝子解析(Genome-wide association study:GWAS)
国内共同研究

佐々木豊志 循環器科 冠動脈病理研究Registry

茂木　充 呼吸器内科
脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血に続発する肺水腫の病態解明
―たこつぼ型心筋症の関与の解明―

菅野　雅之 呼吸器外科 肺区域切除における色素を用いた区域面識別法についての研究

鯉淵　幸生 乳腺外科
原発性乳癌に対するNab-Paclitaxel followed by FEC療法によるPrimary Systemic Chemotherapyの
臨床第Ⅱ相臨床試験

鯉淵　幸生 乳腺外科
乳がん患者の多目的コホート研究06
Breast cancer cohort study in Japan with N-SAS BC06

鯉淵　幸生 乳腺外科 手術不能又は再発乳癌に対するTS-1とCyclophosphamide逐次療法(経口抗がん治療)の第Ⅱ相臨床試験

栗原　秀行 脳神経外科 頸動脈粥状硬化病変と歯周病原菌の関連に関する臨床研究

長沼　篤 消化器内科 肝硬変患者の味覚異常と分岐鎖アミノ酸製剤服薬コンプライアンス改善に関する研究

坂本　直美 消化器内科 経皮内視鏡下胃瘻増設術施行前におけるCT gastrographyの有用性について

坂本　直美 消化器内科 胃粘膜下腫瘍に対するCT gastrography の有用性について

坂本　直美 消化器内科 CT gastrographyによる早期胃癌検出の有用性について

鯉淵　幸生 乳腺外科
N-SAS BC　０６（National Surgical Adjuvant Study of Brest Cancer）　レトロゾールによる術前内分泌療法が
奏功した閉経後乳がん患者に対する術後化学内分泌療法と内分泌療法単独療法のランダム化比較試験

菅野　雅之 呼吸器外科 間質性肺炎を合併する原発性肺癌手術例の術後急性増悪の予防および治療法確立のための多施設調査研究

鯉淵　幸生 乳腺外科 マンモグラフィ併用乳癌検診における３Ｄマンモグラフィ・トモシンセスの有用性について

長沼　篤 消化器内科 慢性肝疾患関連」遺伝子研究

長沼　篤 消化器内科 Ｂ型急性肝炎発症後の遷延化及び慢性化に関与する宿主側遺伝子要因の研究

長沼　篤 消化器内科
日本人原発性胆汁性肝硬変の発症・進展に関わる遺伝因子の網羅的遺伝子解析
（Genome-wide association atudy;GWAS）

饗場　正明 消化器外科 ＳｔａｇｅⅡ/Ⅲ大腸癌治癒切除例に対するＵＦＴ/ＬＶ療法とＰＳＫ併用ＵＦＴ/ＬＶ療法の無作為化比較試験


