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平成２３年４月 2144 「軟部好酸球性肉芽腫症における好酸球性炎症成立の機序の解明」
耳鼻咽喉科学

吉原　俊雄　教授

平成２３年４月 2145 「耳下腺腫瘍における99mTc04－シンチグラムの集積機序の解明」
耳鼻咽喉科学

吉原　俊雄　教授

平成２３年４月 2146
「心疾患の明らかでない糖尿病患者における123I-BMIPPと201TL 2核種同時

SPECTによる予後評価」
画像診断学・核医学
坂井　修二　教授

平成２３年４月 2147
「肥大型心筋症におけるMRIおよびBMIPP/TL心筋シンチグラフィによる予後

判定に関する研究」
画像診断学・核医学
坂井　修二　教授

平成２３年４月 2148
「123 I-BMIPP/201TL2核種同時心筋シンチを用いた非心臓手術の周産期リス

ク評価の有用性に関する研究」
画像診断学・核医学
坂井　修二　教授

平成２３年４月 2149 「本邦小児における降圧薬使用実態調査」
腎臓小児科

服部　元史　教授

平成２３年４月 2150 「本邦小児における降圧薬使用実態調査」
循環器小児科

中西　敏雄　教授

平成２３年４月 2151 「日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究２」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２３年４月 2152
「腎移植免疫研究会第二次研究 腎移植における多剤併用療法の検討—カル
シニューリン阻害剤・バシリキシマブ・ミゾリピン・ステロイド剤を基本

とした治療法の多施設共同研究—」

腎臓外科
渕之上　昌平　診療部長代行

平成２３年４月 2153
「多発性硬化症におけるBrief Repeatable Battery of Neuropsychological
Tests in Multiple Sclerosis（BRB-N）を用いた高次脳機能評価と疲労及び

アパシー（やる気）の影響に関しての研究」

八千代医療センター神経内科
寺井　勝　病院長

平成２３年４月 2154 「ヒトiPS細胞を用いた加齢に伴う血液細胞の機能解析」
総合研究所

高桑　雄一　所長

平成２３年４月 2155 「多発嚢胞腎患者におけるメタボローム解析による尿毒症物質の研究」
腎臓小児科

服部　元史　教授

平成２３年４月 2156 「各診療科の向精神薬処方状況と転倒転落事故の背景要因に係る研究」
医療・病院管理学
上塚　芳郎　教授

平成２３年４月 2157 「術前リンパ節転移性大腸癌に対するTS-1/L-OHP併用術前化学療法の検討」
東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２３年４月 2158
「糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによ

るLDL-C低下療法（通常治療／強化治療）の比較研究」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２３年４月 2159
「2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療

とのランダム化比較試験」
第三内科学

岩本　安彦　教授

平成２３年４月 2160
「敗血症疑いの患者におけるEndotoxin Activity Assay (EAA)に関する研

究」
救急医学

大澤　真木子　主任教授代行

平成２３年４月 2161
「多発性硬化症におけるBrief Repeatable Battery of Neuopsychological
Tests in Multiple Sclerosis(BRB-N)を用いた高次脳機能評価と疲労及びア

パシー（やる気）の影響に関しての研究」

神経内科学
内山　真一郎　教授

平成２３年４月 2162
「大腸癌肝転移（H2,H3）に対するmFOLFOX6＋BV(bevacizumab)療法後の肝切

除の有効性と安全性の検討—第Ⅱ相臨床試験—」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２３年４月 2163
「大腸癌肝転移（H2,H3）に対するmFOLFOX6＋BV(bevacizumab)療法後の肝切

除の有効性と安全性の検討—第Ⅱ相臨床試験—（ 肝病理組織研究） 」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２３年４月 2164 「大腸ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）の有用性の検証」
消化器外科学

山本　雅一　教授
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平成２３年４月 2165 「自己血から採取した多血小板血漿を用いた皮膚潰瘍治療」
八千代医療センター形成外科

寺井　勝　病院長

平成２３年４月 2166
「脳卒中患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する大規模

臨床研究」
八千代医療センター神経内科

寺井　勝　病院長

平成２３年４月 2167
「近赤外光カメラPhotodynamic Eye(PDE)を用いたIndocyanine Green(ICG)

蛍光法による切除肺区域の正確な同定法の開発」

八千代医療センター呼吸器外
科

寺井　勝　病院長

平成２３年４月 2168
「COPD患者に対する肺がん早期発見のためのCT検診の有効性に関する検討

(多施設共同研究)」

八千代医療センター呼吸器外
科

寺井　勝　病院長

平成２３年４月 2169
「血液透析患者の腰椎後側方固定術における骨移植術に対する低出力超音

波刺激の検討」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２３年４月 2170
「足部骨切り術後のメナテトレノン投与が骨癒合の及ぼす影響に関する研

究」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２３年４月 2171 「小児神経疾患患者から樹立したiPS細胞の分化誘導による病態解析研究」
統合医科学研究所
三谷　昌平　所長

平成２３年４月 2172
「抗がん剤による末梢神経障害に対するメコバラミン（注射液）の抑制効

果の検討（1）R-CHOP療法を受ける悪性リンパ腫患者での検討」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年４月 2173
「小児・若年期における携帯電話端末使用と健康に関する疫学調査　携帯
電話の通話状況に関するインタビュー調査の妥当性評価　本調査パート

Ⅰ」

衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授

平成２３年４月 2174
「歯根膜由来細胞の新規セルプロセッシングセンターにおける培養条件の

検証」
歯科口腔外科学

安藤　智博　教授

平成２３年４月 2175
「プロスタグランジン系抗緑内障点眼液による眼瞼陥凹発症に関する研

究」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２３年４月 2176
「中等度以上の慢性心不全患者の運動耐容能に及ぼす心血管リハビリテー

ションの効果に関する介入研究」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２３年４月 2177 「降圧療法が左室拡張機能に及ぼす影響に関する検討」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２３年４月 2178
「StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

mFOLFOX6療法の認容性に関する検討」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２３年４月 2179
「睡眠時無呼吸症候群における夜間頻尿の実態解明と治療が及ぼすQOLへの

影響に関する前向き臨床研究」

東医療センター骨盤底機能再
建診療部

巴　ひかる　教授

平成２３年４月 2180 「更年期女性の骨の健康と生活習慣との関連の検討」
看護学部

久米　美代子　教授

平成２３年４月 2181 「病棟看護師の退院支援プロセスにおける自己評価尺度の開発」
看護学部

水野　敏子　教授

平成２３年４月 2182 「22p11.2欠失症候群の原因解明、管理、治療に関する研究」
循環器小児科

中西　敏雄　教授

平成２３年４月 2183 「OIC PEEKインターボディケージの有効性と安全性に関する臨床研究」
整形外科学

加藤　義治　教授

平成２３年４月 2184 「慢性腎臓病患者を対象とした疫学研究「日本コホート研究」」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２３年５月 2185 「拡張型心筋症患者の病いの経験に応じた看護援助」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２３年５月 2186
「治癒切除結腸癌（stageⅢ）を対象にしたフッ化ピリミジン系薬剤を用い

た術後補助化学療法の個別化治療に関するコホート研究」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２３年５月 2187
「ネクサバール錠®200mg 特定使用成績調査　Global Investigation of

therapeutic DEcisions in hepatocellular carcinoma and of its
treatment with sorafeNib （GIDEON）」

消化器外科学
山本　雅一　教授



平成２３年５月 2188
「発作性心房細動患者に対するリズムコントロール薬の多施設共同試験

「症候性発作性心房細動患者に対するフレカイニドあるいはピルジカイニ
ドの効果に関する比較研究」」

循環器内科学
萩原　誠久　教授

平成２３年５月 2189
「ハイパフォーマンスベッドを利用した早期リハビリテーションがADLに与

える影響」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２３年５月 2190
「からだの下から温める、上から温める、体温低下を防ぐのはどちら

か？」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２３年５月 2191
「切除不能大腸癌に対する5-FU/1-LV/oxaliplatin（FOLFOX）+bevacizumab
とTS-1/ oxaliplatin（SOX）+bevacizumabとのランダム化比較第Ⅲ相試験」

化学療法・緩和ケア科
林　和彦　教授

平成２３年５月 2192 「脳腫瘍に対するメチオニンPET検査に関する視覚的評価法の確立」
画像診断学・核医学
坂井　修二　教授

平成２３年５月 2193 「乳児重症ミオクロニーてんかんに合併する欠神発作についての検討」
小児科学

小国　弘量　教授

平成２３年５月 2194 「新生児の逸脱酵素上昇に関連する産科的事象の検討」
東医療センター産婦人科
高木　耕一郎　教授

平成２３年６月 2195
「クリニカルパス/クリティカルパス活動への参加経験が看護師のチーム医

療参画意識におよぼす影響の検討」
クリニカルパス推進室

齋藤　 登　室長

平成２３年６月 2196 「多焦点眼内レンズを用いた白内障手術」
糖尿病眼科

北野　滋彦　教授

平成２３年６月 2197
「リンパ節転移陽性乳癌に対するエピルビシンおよびシクロフォスファミ
ド併用療法とその後のアルブミン結合パクリタキセル（およびトラスツズ

マブ）逐次療法に関する術前化学療法第Ⅱ相試験」

東医療センター外科
小川　健治　教授

平成２３年６月 2198
「細胞シートの産婦人科臨床領域への応用を指向した子宮および卵巣由来

細胞の基本的研究」
産婦人科学

松井　英雄　教授

平成２３年６月 2199 「全自動尿沈渣分析装置「UriSed-2」の評価」
中央検査部

川島　 眞　運営部長

平成２３年６月 2200
咽頭摘出術後に失声した入院中の患者に対するコミュニケーションを通し

た精神的援助のプロセス「」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２３年６月 2201
「スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効果に関する多

施設ランダム化比較試験」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２３年６月 2202
「認知機能低下を伴う高齢高血圧患者におけるACE阻害薬の降圧効果と認知

機能に及ぼす影響の検討」
東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２３年６月 2203 「緑内障治療薬デュオトラバの眼圧下降効果と安全性の研究」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２３年６月 2204
「尿蛋白の選択性における総蛋白・アルブミン比（urine albumin protein

ratio: uAPR）の有用性の検討」
第四内科学

新田　幸作　教授

平成２３年６月 2205
「脳動脈瘤破裂実態の解明：未破裂脳動脈瘤手術における脳ヘモジデリン

沈着頻度の検討」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２３年６月 2206 「脳死ドナーの看護を行なう看護師の体験」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２３年６月 2207
「膵腎同時移植後に再発および膵拒絶をきたした１型糖尿病患者において
内因性インスリン分泌保持を目的とした抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブ

リン（サイモグロブリン）とリツキシマブの投与」

腎臓外科
渕之上 昌平　診療部長代行

平成２３年６月 2208
「重症妊娠悪阻による妊娠初期の母体低栄養が胎児発育に与える影響につ

いての研究」
東医療センター産婦人科
高木　耕一郎　教授

平成２３年６月 2209
「同一母体から出生した児の出生児体重差に影響する因子の重回帰分析に

よる検討」
東医療センター産婦人科
高木　耕一郎　教授

平成２３年６月 2210

「スルホニル尿素薬投与中の2型糖尿病患者におけるDPP-Ⅳ阻害薬とα-グル
コシダーゼ阻害薬の無作為化比較試験による有用性の検討（Study for an

ultimate combination therapy to control diabetes with
Sitagliptin(SUCCESS)研究2）」

八千代医療センター糖尿病・
内分泌代謝内科
寺井　勝　病院長



平成２３年６月 2211 「青尐年の日常生活と脳腫瘍（Mobi-Kids Japan）」
衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授

平成２３年７月 2212
「看護基礎教育を高等学校専攻科・５年一貫課程で受けたキャリア初期に

ある看護師が語る職業の意味」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２３年７月 2213
「看護師および介護者の退院指導に関する考えや受け取り方についての研

究」
看護学部

山元　由美子　教授

平成２３年７月 2214
「ダサチニブによる慢性期慢性骨髄性白血病の分子遺伝学的完全寛解導入

臨床試験」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年７月 2215 「免疫調節薬、クロマチン修飾薬による成人T細胞白血病の治療開発」
統合医科学研究所
三谷　昌平　所長

平成２３年７月 2216 「チーム医療におけるストレスマネジメントケアシステムの構築と評価」
看護学部

下平　唯子　教授

平成２３年７月 2217
「切除可能胸部食道癌（T1-3NOMO）に対する局所照射野を用いた化学放射線

療法の第二相臨床試験」
放射線腫瘍学

三橋　紀夫　教授

平成２３年７月 2218
「脊椎障害防止の観点からみた胸部下行・胸腹部大動脈瘤外科治療ないし

はステントグラフト」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授

平成２３年７月 2219 「CCUにおける感染症の実態調査」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２３年７月 2220
「実地臨床におけるバイオリムス溶出性ステント(BES)とエベロリムス溶出
性ステント(EES)の有効性および安全性についての多施設前向き無作為化

オープンラベル比較試験」

循環器内科学
萩原　誠久　教授

平成２３年７月 2221
「月経用布ナプキンの使用に伴う女性自身の身体や月経に対する意味づ

け」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年７月 2222 「陣痛誘発を用いて経膣分娩に至った女性の出産体験」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年７月 2223 「やせ型妊婦は体重増加をどのように考えているのか」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年７月 2224 「高齢初産婦の産後１カ月までの育児における体験」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年７月 2225 「ウイルス迅速診断を活かした急性脳炎・脳症の治療と管理」
八千代医療センター小児科

寺井　勝　教授

平成２３年７月 2226
「小児病棟で看護師を続けていくことの原動力とは　－中堅看護師に焦点

をあてて－」
看護学研究科

佐藤　紀子　教授

平成２３年７月 2227 「ホモシスチン尿症Ⅱ型及びⅢ型に対するベタイン経口療法」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２３年７月 2228
「左房リモデリングの進行と心房細動アブレーションの有効性に関する検

討」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２３年７月 2229 「ラリンジアルマスクI-gelにおける気道確保について」
麻酔科学

尾﨑　眞　教授

平成２３年７月 2230
「ANCA関連血管炎の維持療法における低用量ミコフェノール酸モフェチル

（MMF）の安全性と有用性に関する検討」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２３年７月 2231
「掛川市における産後１年の若年母の心理・社会的状況と支援構築に関す

る研究」
看護学部

山元　由美子　教授

平成２３年７月 2232 「乳児における自発呼吸と陽圧呼吸の換気分布の相違」
八千代医療センター新生児科

近藤　乾　診療科長

平成２３年７月 2233 「免疫調節薬、クロマチン修飾薬による成人T細胞白血病の治療法の開発」
統合医科学研究所
三谷　昌平　所長



平成２３年７月 2234 「HbA1c測定のためのPOC機器の性能評価」
中央検査部

川島　眞　運営部長

平成２３年７月 2235
「睡眠時無呼吸症候群の動脈硬化の経時的観察と脳心血管イベントにいた

るメカニズムを探る」
青山病院

川名　正敏　教授

平成２３年９月 2236
「くも膜下出血急性期患者のWFNS gradingの再評価に関する前方視的多施設

共同研究」
脳神経外科学

岡田　芳和　教授

平成２３年９月 2237

「インスリン抵抗性改善薬投与中の2型糖尿病患者におけるDPP-Ⅳ阻害薬と
α-グルコシダーゼ阻害薬の無作為化比較試験による有用性の検討（Study

for an ultimate combination therapy to control diabetes with
Sitagliptin(SUCCESS)研究1）」

八千代医療センター内分泌代
謝内科

寺井　勝　病院長

平成２３年９月 2238
「小児・若年期における携帯電話端末使用と健康に関する疫学調査　携帯
電話の通話状況に関するインタビュー調査の妥当性評価　本調査パート

Ⅱ」

衛生学公衆衛生学第二
山口　直人　教授

平成２３年９月 2239
「介護支援専門員による在宅褥瘡保有者へのアセスメント内容とサービス

調整の実態」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２３年９月 2240 「病棟看護師への退院支援教育プログラムの開発に向けた基礎的調査」
看護学部

水野　敏子　教授

平成２３年９月 2241
「乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に

関する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 MLL-10」
東医療センター小児科
杉原　茂孝　教授

平成２３年９月 2242 「乳児白血病における白血病幹細胞の同定」
東医療センター小児科
杉原　茂孝　教授

平成２３年９月 2243 「一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する多施設共同観察研究　TAM-10」
東医療センター小児科
杉原　茂孝　教授

平成２３年９月 2244
「神経調節性失神（Neurally Mediated Syncope）におけるアドレナリン動

態の検討」
東医療センター内科
大塚　邦明　教授

平成２３年９月 2245 「認知症高齢者が一人暮らしを継続するための支援のありよう」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２３年９月 2246
「真菌感染症、あるいは真菌感染が疑われるNICU入院中の新生児、低出生
体重児に対するアムホテリシンBリポソーム製剤の血中薬物濃度、及び有効

性と安全性に関する検討」

母子総合医療センター
楠田　聡　教授

平成２３年９月 2247
「2型糖尿病を合併した慢性肝障害患者におけるシタグリプチンの肝病態へ

の影響に関する検討」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２３年９月 2248
「集中治療室に入室する子どもに対する親の思い －プレパレーション実施

前後の比較から－」
看護学研究科

日沼　千尋　教授

平成２３年９月 2249
「2型糖尿病血液透析患者に対するDPP4阻害薬アログリプチン安息香酸塩投

与の有効性および安全性に関する多施設共同研究」
第三内科学

内潟安子　教授

平成２３年９月 2250
「血清遊離軽鎖の定量的解析によるB細胞性リンパ腫の予後予測に関する臨

床研究」
血液内科学

泉二　登志子　教授

平成２３年９月 2251
「PCV7接種による小児における鼻咽頭の肺炎球菌の血清型の変化とインフ

ルエンザ桿菌の動向」
東医療センター小児科
杉原　茂孝　教授

平成２３年９月 2252
「T3またはT4のStadeⅡ/Ⅲ直腸癌に対する術前化学療法としてのmFOLFOX6療

法の有効性および安全性の検討　多施設共同第Ⅱ相臨床試験」
第二外科学

亀岡　信悟　教授

平成２３年９月 2253 「局所疾患の影響による血中炎症性物質の研究」
薬理学

丸　義朗　教授

平成２３年９月 2254
「根治切除不能または転移性の腎細胞癌患者に対する1st line TKI 療法不

応後のエベロリムスの有効性および安全性の検討」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２３年９月 2255
「外科病棟で症状緩和を必要としている消化器系がん患者が期待する看

護」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２３年９月 2256
「急性骨髄性白血病における微小残存白血病（MRD)としてのＷＴ１遺伝子

発現量測定の有用性の検討」
血液内科

泉二　登志子　教授



平成２３年９月 2257 「１型糖尿病患者における血糖と糖尿病網膜症等の合併症との関係」
糖尿病眼科

北野　滋彦　教授

平成２３年９月 2258
「ダ・ヴィンチＳ手術システムを用いた、ロボット支援腹腔鏡下根治的前

立腺摘除術の有効性と安全性の検討」
泌尿器科学

田邉一成　教授

平成２３年９月 2259 「胸部大動脈瘤に対するステントグラフト治療」
心臓血管外科学

山崎　健二　教授

平成２３年９月 2260 「精神科通院患者における社交不安障害に関する臨床研究」
精神医学

石郷岡　純　教授

平成２３年９月 2261 「薬物治療を受ける関節リウマチ患者の疾患特異的QOL評価に関する研究」
東医療センター整形外科

千葉　純司　教授

平成２３年９月 2262 「長期入院を経て退院に至った統合失調症患者の自己決定のプロセス」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２３年９月 2263 「中高年の男性うつ病患者が精神科受診に至るまでのプロセス」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２３年９月 2264 「働き盛りの男性うつ病患者の妻の経験」
看護学研究科

田中　美恵子　教授

平成２３年９月 2265 「勤務医のタイムスタディによる客観的勤務実態解析指標の開発」
衛生学公衆衛生学第一
松岡　雅人　教授

平成２３年９月 2266
「抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣA）関連血管炎・急速進行性糸球体腎炎の寛

解導入治療の現状とその有効性と安全性に関する観察研究」
第四内科学

新田　孝作　教授

平成２３年９月 2267 「高齢者がリビングウィルを書くに至った過程」
看護学研究科

水野　敏子　教授

平成２３年９月 2268 「血液浄化排液由来マーカ溶質を用いた血液浄化器の性能評価」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２３年９月 2269 「医療における安全行動分析に対する眼球解析アプローチの適用」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２３年９月 2270
「臨床看護師の看護実践の経験に関する研究　－看護師の用いている「参
照枠」に焦点をあて、分析の視座としてF.Nightingaleの「三重の関心」を

用いて－」

看護学部
山元　由美子　教授

平成２３年９月 2271
「関節リウマチ患者の希望度（前向き度）が低強度運動を介して痛みの尺

度に与える影響」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２３年９月 2272
「外来化学療法を受けている再発又は転移のある50歳代女性がん患者がと

らえる病い」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２３年９月 2273 「妊娠先行型結婚をした２０代前半女性の産後１カ月までの体験」
看護学研究科

久米　美代子　教授

平成２３年９月 2274 「感染性角膜炎に対する眼表面検査の臨床応用に関する多施設共同研究」
 眼科学

堀　貞夫　教授

平成２３年９月 2275 「気漏閉鎖のための細胞シート培養法の確立」
第一外科学

大貫　恭正　教授

平成２３年９月 2276 「簡易血糖測定器「Accu-Chek」と既存5機種の基礎性能評価」
中央検査部

川島　眞 運営部長

平成２３年９月 2277 「糖尿病患者におけるレムナントリポ蛋白コレステロールの有用性評価」
中央検査部

川島　眞 運営部長

平成２３年９月 2278
「3次救命救急センターに搬送される外傷患者が体験する痛みの様相　－

トータルペインの視点から」
看護学研究科

下平　唯子　教授

平成２３年９月 2279 「ウロペーパーαⅢ-アルブミン/クレアチニンの臨床的有用性評価」
中央検査部

川島　眞　運営部長



平成２３年９月 2280 「炎症性筋疾患患者の筋病変浸潤細胞の免疫学的検討」
膠原病リウマチ痛風センター

山 中  寿　教授

平成２３年９月 2281 「膠原病患者の末梢血リンパ球の性質・機能の解析」
膠原病リウマチ痛風センター

山 中  寿　教授

平成２３年９月 2282 「メタボロミクスによる膠原病のバイオマーカーの探索」
膠原病リウマチ痛風センター

山 中  寿　教授

平成２３年９月 2283 「DPP阻害薬の治療効果判定に関する血糖コントロール指標の比較」
中央検査部

川島　眞 運営部長

平成２３年９月 2284 「POCTグルコース測定器3機種の基礎的性能評価」
第三内科学

内潟安子　教授

平成２３年９月 2285
「腎細胞癌・肺転移症例に対するソラフェニブによるファーストライン治

療の検討」
泌尿器科学

田邉　一成　教授

平成２３年９月 2286
「掛川市における産後１年の若年母の心理・社会的状況と支援構築に関す

る研究」
看護学部

山元　由美子　教授

平成２３年９月 2287
「白内障手術後における網膜厚推移に対する抗炎症点眼薬の影響に関する

検討」
糖尿病眼科

北野　滋彦　教授

平成２３年９月 2288 「旭化成クラレメディカル社製ダイアライザAPS-25EAの臨床評価」
血液浄化療法科
秋葉　隆　教授

平成２３年９月 2289
「肝腫瘍におけるマイクロＲＮＡ発現の解析およびその役割に関する検

討」
消化器外科学

山本　雅一　教授

平成２３年９月 2290 「大腸癌の原発巣と肝転移巣における遺伝子発現量に関する検討」
化学療法・緩和ケア科

林　和彦　教授

平成２３年９月 2291 「喫煙患者における術後鎮痛剤使用量」
東医療センター麻酔科
小森　万希子　教授

平成２３年９月 2292
「Stevens-Johnson症候群(SJS)および中毒性表皮壊死融解症(TEN)の眼合併

症に関する疫学調査(2008年-2010年）」
眼科学

堀　貞夫　教授

平成２３年１０月 2293
「非アルコール性脂肪性肝障害（ＮＡＦＬＤ）におけるメタボローム解

析」
消化器内科学

立元　敬子　教授

平成２３年１０月 2294
「T3またはT4のStadeⅡ/Ⅲ直腸癌に対する術前化学療法としてのmFOLFOX6療

法の有効性および安全性の検討　多施設共同第Ⅱ相臨床試験」
第二外科学

亀岡信悟　教授

平成２３年１０月 2295
「左房リモデリングの進行と心房細動アブレーションの有効性に関する検

討」
循環器内科学

萩原　誠久　教授

平成２３年１０月 2296
「境界性パーソナリティ障害患者への看護をとおした精神科看護師の自己

形成」
看護学研究科

田中　美重子　教授

平成２３年１０月 2297
「遺伝子発現プロファイルによる神経膠腫悪性度診断法の多施設検証試

験」
脳神経外科学

岡野　芳和　教授

平成２３年１０月 2298
「関節リウマチ患者の希望度（前向き度）が低強度運動を介して痛みの尺

度に与える　影響」
膠原病リウマチ痛風センター

山中　寿　教授

平成２３年１０月 2299 「合併症妊娠と産科合併症の関連に関する研究」
母子総合医療センター母体・

胎児科
松田　義雄　教授

平成２３年１０月 2300
産科合併症におけるアンチトロビン（ATIII）活性に影響を与える因子の検

討「」

母子総合医療センター母体・
胎児科

松田　義雄　教授

平成２３年１０月 2301 「常位胎盤早期剥離に関する包括的研究」
母子総合医療センター母体・

胎児科
松田　義雄　教授

平成２３年１０月 2302 「認知症高齢者が１人暮らしを継続するための支援のありよう」
看護学研究科

水野　敏子　教授



平成２３年１０月 2303
「高血圧ならびに内分泌代謝疾患におけるプロレニンと（プロ）レニン受

容体の病態生理学的意義の解明」
第二内科学

市原　淳弘　教授

平成２３年１０月 2304
「グルコーストランスポーター1欠損症症候群の実態と診断治療指針に関す

る研究」
小児科学

小国　弘量　教授

平成２３年１０月 2305 「病棟看護師の退院支援プロセスにおける自己評価尺度の開発」
看護学部

水野　敏子　教授

平成２３年１０月 2306
「アルツハイマー型認知症に対する塩酸ドネペジル投与における脳機能画

像（FDG-PET検査）評価」
神経内科学

内山　真一郎　教授

平成２３年１０月 2307
「縦隔腫瘍に対するロボット手術装置（da Vinch® S HD™ Surgi cal

System）を用いたロボット支援胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術」
第一外科学

大貫　恭正　教授

平成２３年１０月 2308
「遺伝性低リン血性くる病に合併した二次性または三次性副甲状腺機能亢

進症に対するシナカルセト塩酸塩（レグパラ®） による治療」
小児科学

大澤　真木子　教授

平成２３年１０月 2309
「肺分離手技における64列-多検出器型CT（64-Multi Detector Computed

Tomography、64-MDCT）の3次元再構成画像の有用性」
東医療センター麻酔科
小森　万希子　教授

平成２３年１０月 2310 「生体肝移植における肝右葉臓器提供者の安全性に関する研究」
消化器外科学

山本　雅一　教授


