
受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

2022-1 山木健司 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 急性期脳卒中者の骨格筋量及びPhase Angleと3か月後の身体機能・日常生活動作（ADL）に関する後ろ向き観察研究

2022-2 飯塚崇仁 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 医療的ケア児の自宅退院に向けた理学療法士の支援について後ろ向き研究

2022-3 起塚　庸 小児科
喉頭気管部分切除・甲状軟骨気管吻合術（partial cricotracheal resection, PCTR）後に発生した円形脱毛症についての
観察研究

2022-4 谷内昇一郎 小児科 食物経口負荷試験におけるアナフィラキシーリスク因子について（観察研究）

2022-5 大北　裕
心臓・大血管セン
ター

Prosthetic graft infection:Negative pressure wound therapy.Vascularized tissue flaps as alternative.

2022-6 松村佳乃子 呼吸器内科 進行再発肺腺癌におけるTTF-1発現と免疫化学療法の効果に関する検討

2022-7 土居ゆみ 小児周術期センター 手術を受ける小児患者の不安軽減への取り組みに関する観察研究

2022-9 池田太郎 消化器外科 妊娠合併虫垂炎に対する腹腔鏡手術についての後ろ向き観察研究

2022-10 濵田さき 看護部 GCU看護科 コロナ禍の面会制限がGCUに入院した医療的ケア児の家族に与える影響

2022-12 服部芳和 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 心臓血管外科術後患者の食事摂取量が術後回復過程に与える影響

2022-13 中島健爾 循環器内科 JROAD-DPCによる非動脈硬化性心筋梗塞の実態解明と二次調査研究

2022-14 久世宏美
看護部
リソースナース室

妊婦の胎児の健康状態に対する認識と心理社会的適応の変化

2022-15 山田　誠 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 心不全患者における上腕周径と身体機能、骨格筋量に関する後ろ向き観察研究

2022-16 山本久美子 看護部 5階南病棟 手術と術後治療を受けた高齢乳がん患者の困難感と対処

2022-17 鍋嶋克敏 消化器内科 ERCP関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究

2022-18 佐藤恵梨子 看護部 成人外来 膀胱癌で再発を繰り返しながら外来通院している患者の、レジリエンスに関する調査

2022-19 柴田貴司 産婦人科 本院における双胎妊娠の分娩様式と合併症の検討

2022-20 篠本匡志 小児科 軽微な頭部外傷にも関わらず急性硬膜下血種に至った小児７例の検討

2022-21 林田恭子 集中治療科 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価

2022-22 木村理恵 看護部 6階東病棟 大腸癌術後イレウスを予防するための術前からの看護介入の効果

2022-23 村上翔子 呼吸器内科 慢性線維化性間質性肺炎の急性憎悪による入院中死亡に関する後方視的検討

2022-24 四本由郁
小児科･遺伝診療セ
ンター

重症新生児・乳幼児に対する精緻・迅速な遺伝子診断に関する研究

2022-25 山岡貴志 呼吸器内科 プラチナ製剤+ペメトレキセド+ペムブロリズマブの有効性、安全性について後方視的検討

2022-26 加藤大樹 産婦人科
Drawing the lesion and the outline of the uterus on the abdominal wall to aid trocar placement for laparoscopy
in the third trimester of pregnancy: case report

2022-27 西澤　茜 看護部 NICU NICUに入院する児の急性期に発生する間擦部皮膚炎の現状調査

2022-29 森　真紀子 看護部 PICU 高槻病院PICUのオンライン面会が重症患者の家族に与えた影響
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2022-30 加藤尚也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工透析患者におけるPhase Angleと身体機能の関係性についての後方視観察研究

2022-31 玉置智子
看護部 小児セン
ター

ステロイド内服治療に伴うボディーイメージの変化を体験した思春期慢性疾患女児をもつ母親の思い

2022-32 谷内昇一郎 小児科 ナッツ類アレルギーの診断における新規アレルゲンコンポーネントの臨床的有用性の検討

2022-33 前田和希 看護部 7階東病棟 開胸術後患者への退院指導の評価  ～退院指導に関する聞き取り調査からの分析～

2022-34 久保沙羅 心臓血管外科 大動脈弁閉鎖不全症における大動脈弁手術に対する後ろ向き観察研究

2022-35 猪熊咲子 総合内科 診療看護師（NP）が急性期後の入院患者診療を行う体制に関する後ろ向き観察研究

2022-36 津川二郎 小児外科 声門下腔狭窄症に対する内視鏡治療の検討

2022-37 久松千恵子 小児外科 単純気管切開におけるスピーチカニューレとスピーチバブルの喉頭機能に及ぼす影響

2022-38 岸上　真 新生児科 NICUにおける点滴薬剤オーダーエラーの現状と対策に関する観察研究



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

2021-1 吉川徳茂 臨床研究センター ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群における遺伝子異常の有無と腎組織の関係（多施設共同観察研究）

2021-2 土居ゆみ
麻酔科　小児周術期
センター

ICUの形態によるスタッフのモチベーションと患者及びコスト管理に関する後ろ向き観察研究

2021-3 石森真吾 小児科 小児遺伝性血液疾患を対象とした前方視的研究

2021-4 片山義規 新生児科 医療データベースを活用した小児周産期医療の包括的疫学・政策研究

2021-5 大西　聡 小児科 小児重症患者におけるエコーガイド下栄養チューブ幽門後留置法の有効性に関する前向きコホート研究

2021-6 塚　久美子
看護部　リソース
ナース室

外来化学療法中に就労を継続しているがん患者のストレスとコーピングに関する研究

2021-7 平中崇文
整形外科・
関節センター

Oxford式部分人工膝関節置換術(Oxford UKA)後のモバイルベアリング脱転に関する研究
A study about bearing dislocation after the Oxford unicompartmental knee arthroplasty.

2021-8 原田敦子 小児脳神経外科 小児脳神経外科疾患における遺伝学的検査の意義

2021-9 原田敦子 小児脳神経外科 乳幼児の頭蓋変形の調査

2021-10 土居ゆみ 小児周術期センター 逆行性静脈路留置は小児患者における希釈式自己血輸血のための貯血時間を短縮するかに関する後ろ向き観察研究

2021-11 谷内昇一郎 小児科 消化管を主座とする好酸球性疾患の診断、治療、開発、疫学、病態解明に関する研究

2021-12 松村佳乃子 呼吸器内科
進展型小細胞肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬併用化学療法における肺障害の発症と背景肺の間質性陰影について
の観察研究

2021-13 松村佳乃子 呼吸器内科 オシメルチニブ１次治療の薬剤性肺障害発現頻度を含めた安全性と有効性の検討

2021-14 客野宮治 腎移植科 移植後患者における新型コロナウイルスワクチンの有効性・安全性と効果的適用に関する疫学研究

2021-15 筒泉貴彦 総合内科 DPCコードを用いた内科後期研修医の入院患者診療の量的評価

2021-16 小寺智子 心理室 COVID-19対応病棟スタッフのメンタルヘルスに関する前向き研究

2021-17 西村雄二 栄養管理科 待機的開心術患者への術前栄養剤投与効果の検討

2021-18 梶間理奈 看護部 MFICU 面会制限中の分娩第１期における産婦の助産師へのニーズ

2021-19 面　成子
看護部 血液浄化セ
ンター

オゼンピック治療が透析患者の健康行動に与える影響の研究

2021-20 片山義規 新生児科 新生児のアンバウンドビリルビンの日齢による変化に関する後ろ向き観察研究

2021-21 平田映美香 看護部 ICU ICU術前オリエンテーションに対する患者の捉え方

2021-22 飯塚崇仁 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院PICUにおける早期離床への取り組みに対する後ろ向き観察研究

2021-23 平中崇文
整形外科・
関節センター

Oxford式単顆型人工膝関節置換術の各種術中所見と術後成績との関係に関する研究
Relationships between intraoperative measurement and postoperative clinical and radiological outcomes in
Oxford unicompartmental knee arthroplasty.

2021-24 平中崇文
整形外科・
関節センター

人工膝関節置換術における、機種の違いが臨床成績、X線学的所見に与える影響の調査
Impact of component type of knee arthroplasty on the clinical and radiographical outcomes.

研究課題一覧（2021年度）



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

研究課題一覧（2021年度）

2021-25 細川久美
看護部
救急センター

COVID-19疑いに伴う面会制限がある患者家族のニードに関する実態調査

2021-26 松本胡美
看護部
小児センター

思春期にステロイド内服治療を受けている小児慢性疾患患者の治療に伴う体験　～ボディーイメージの変化について～

2021-27 永田郁未 看護部 PICU 当院PICUにおけるせん妄発症率とその要因

2021-28 欅　篤 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 疾患別身体組成評価指標（骨格筋量指数SMI、位相角PhA）と運動、嚥下、認知機能の関係

2021-29 伊藤裕貴 消化器内科 Jejunal hemorrhage due to hemolymphangioma successfully detected and treated by double-balloon enteroscopy

2021-30 中川沙織 看護部 GCU 医療的ケア児の家族によるGCU退院支援の評価

2021-32 平中崇文
整形外科・
関節センター

脂肪組織由来幹細胞の変形性膝関節症における治癒効果に対する研究

2021-33 阿河由巳 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う熱発隔離が急性期脳卒中患者のリハビリテーションに及ぼす影響に関する後ろ向き
観察研究

2021-34 厨子亜矢子 看護部 成人外来 高齢がん患者の経口抗がん薬内服中におけるセルフケアの実態調査

2021-35 大藪裕子 看護部 5階東病棟 長期入院により筋力低下がある褥婦の育児の実態に関する研究

2021-36 角山沙織 消化器内科 IgG4関連疾患を対象とした長期予後の多施設共同観察研究

2021-37 原田敦子 小児脳神経外科 大規模データベースを用いた頭蓋骨縫合早期癒合症の日本における実態調査

2021-38 平中崇文
整形外科・
関節センター

人工膝関節置換術における、骨切り方法の違いが臨床成績、X線学的所見に与える影響の調査
Impact of type of bone cutting method in knee arthroplasty on the clinical and radiographical outcomes

2021-39 郷間　環 新生児小児科 超早産児に対する一酸化窒素吸入療法の実態調査

2021-40 中後　聡 産婦人科 子宮底部横切開創の癒合状況の評価に関する観察研究

2021-41 三森加奈子
看護部 院内助産・
産婦人科外来看護科

妊娠期から継続して助産師からの指導を受けた妊娠糖尿病既往女性のセルフケア行動に関する研究

2021-42 西村雄二 栄養管理科 当院の小児患者における麻酔導入6時間前の固形食提供に対しての研究

2021-43 西村雄二 栄養管理科 胃瘻造設術後症例へのミキサー食栄養指導に関する研究

2021-44 中川純子
看護部　リソース
ナース室

終末期がん患者の支援に困難を感じる訪問看護師に対する専門・認定看護師の支援内容の検討

2021-45 松永麻衣 新生児小児科 出血後水頭症に対するPIカテーテルを用いた脳室ドレナージ法に関する後ろ向き観察研究

2021-46 五十野有紀 看護部 8階東病棟 脳卒中再発による入院患者の実態調査　～自宅退院患者に対する再発予防に向けての指導介入への検討～

2021-47 谷内昇一郎 小児科 薬物アレルギー発症リスク解析

2021-48 西田隆也 麻酔科 大腿骨頚部骨折患者に対する術前心エコー検査の適応についての検討：retrospective study

2021-49 馬渡みゆき 看護部 7階東病棟 心不全で再入院した患者への行動変容モデルを活用した指導の効果

2021-50 中後　聡 産婦人科 中臍靭帯切断に続き腹膜から膀胱全体を遊離する腹膜外帝王切開法の有用性の検討（観察研究）
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2021-51 田中聡志 小児外科 腹腔鏡下虫垂切除術の術式による手術時間、入院日数の後ろ向き観察研究

2021-52 佐野浩之 循環器内科 適切な抗凝固療法が施行されている非弁膜症性心房細動患者を対象とした左房内血栓形成の頻度を確認する観察研究

2021-53 加藤尚也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 透析患者におけるPhase angleと身体機能の関連性について

2021-54 大北　裕
心臓・大血管セン
ター

Recent Trends of Open Surgery for Acute Type A Aortic Dissection in Japan

2021-55 田中聡志 小児外科 鎖肛に合併する脊髄疾患が排便機能に及ぼす影響についての後ろ向き観察研究

2021-56 石森真吾 小児科 小児特発性ネフローゼ症候群における免疫学的誘因とネフローゼ再発との関連：多機関共同前向きコホート研究

2021-57 恒光綾子 総合内科 大腿骨近位部骨折患者に対する日本型ホスピタリストの共同診療による手術待機時間への影響：後ろ向き観察研究

2021-58 恒光綾子 総合内科
椎体圧迫骨折患者に対するホスピタリスト主体の整形外科との共同診療が与える骨粗鬆症治療薬導入率への影響：後ろ向き
観察研究

2021-59 大井綾夏 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院の人工股関節全置換術術後患者を対象とした機能的脚長差の有無と疼痛の関係について

2021-60 細野佐代子 産婦人科 妊娠中期に子宮頚管内、膣内に胎胞が形成された症例に対する子宮頸管縫縮術の有用性の検討（観察研究）

2021-61 福元栞奈 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工股関節全置換術患者の中枢性感作が術後機能経過に与える影響（JHEQ･歩行速度等）

2021-62 石森真吾 小児科 小児急性呼吸障害における非侵襲的換気療法：リスクファクター探索研究

2021-63 池上　等 新生児小児科 周産期母子医療センターネットワークの構築およびハイリスク児のアウトカム分析

2021-64 黒岡佑介 新生児小児科 NICUにおける血液培養と監視培養の相関関係に関する後ろ向き観察研究

2021-65 谷内昇一郎 小児科 小児重症花粉症患者におけるオマリズマブ治療が食物アレルギーに与える影響-観察研究-

2021-66 久松千恵子 小児外科
咽頭・喉頭・気管狭窄症疾患レジストリ構築研究
RADDAR-J35

2021-67 原田敦子 小児脳神経外科 小児脳神経外科領域の胎児診断症例の後ろ向き調査

2021-68 竹本堅一 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 開心術後患者におけるICU退室後の高頻度のリハビリテーションが身体機能や在院日数に及ぼす影響：後ろ向き観察研究

2021-69 大北　裕
心臓・大血管セン
ター

Kinking of the Frozenix HP. Reality versus myth

2021-70 冨満聡子 看護部　GCU看護科 小児入退院支援加算における取り組みの評価

2021-71 大北　裕
心臓・大血管セン
ター

Clinical outcomes of valve-sparing root replacement in patients with acute Type A aortic dissection

2021-72 陳　慶祥 糖尿病内分泌内科 イメグリミンまたはメトホルミン内服患者における18F-FDG-PET/MRIでの腸管FDG集積を評価する研究

2021-73 久松千恵子 小児外科 胆道閉鎖症全国登録事業　-胆道閉鎖症の年次登録と予後追跡調査による疫学研究-

2021-74 伊倉義弘 病理科 Disseminated miliary pulmonary lesion in a severely emaciated　patient

2021-75 片山義規 新生児科 新型コロナウイルス感染妊婦と新生児の臨床経過の分析

2021-76 石森真吾 小児科 小児RSウイルス感染症の臨床的特徴における経年的変遷：探索研究



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

研究課題一覧（2021年度）

2021-77 角山沙織 消化器内科 AIを用いた膵癌の早期発見・診断システムの開発

2021-78 陳　慶祥 糖尿病内分泌内科 単一遺伝子異常による糖尿病の成因、診断、治療に関する調査研究

2021-79 片山義規 新生児科 早産児における薬剤添加剤のプロピレングリコール摂取量の検討

2021-80 大西　聡 小児科 IVIG不応型川崎病に対する3rd line 治療の選択に関する観察研究

2021-81 片山義規 新生児科 ビリルビン脳症による脳性麻痺症例の周産期経過の分析

2021-82 大隅敬太 小児科 慢性肺疾患に伴い気管切開を要する早産児の退院後経過の検討

2021-83 平中崇文 整形外科 健常人の膝関節のアライメント・骨形態に関する後ろ向き観察研究

2021-84 津川二郎 小児外科 喉頭気管形成術後の再狭窄症例に対するPartial cricotracheal resection(PCTR)手術の検討

2021-85 筒泉貴彦 総合内科 DPCを用いたホスピタリストによる診療の質及び医療経済に対する評価 単施設観察研究

2021-86 片山義規 新生児科 口腔ケア実施による超早産児の呼吸予後への影響に関する観察研究



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

2020-1 石森真吾 小児科 IgA腎症における肉眼的血尿に伴った急性腎障害を対象とした病理組織および臨床経過に関する研究

2020-2 石森真吾 小児科 小児特発性ネフローゼ症候群を対象としたTCR/BCR Repertoireの遺伝子解析研究

2020-3 平中崇文 整形外科 「脊髄損傷に対する脂肪組織由来再生幹細胞を用いた細胞医療」に対する観察研究

2020-4 大須賀達也 消化器内科 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築8版

2020-5 湯口　賢 循環器内科 JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析

2020-6 石森真吾 小児科 発熱性尿路感染症における腎腫大と腎予後との関連の検討 Multicenter retrospective cohort study

2020-7
船田泰弘
松村佳乃子

呼吸器内科 COVID-19に関するレジストリ研究

2020-8 右梅貴信 泌尿器科 膀胱内視鏡機器向けAI等画像解析に関する研究

2020-9 澤井寛明 消化器内科 根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研究

2020-10 澤井寛明 消化器内科
血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStageⅡ及び低リスク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CAPOX療
法と手術単独を比較するランダム化第Ⅲ相比較試験

2020-11 片山義規 新生児科 新生児のMRSA保菌状況と除菌に関する後ろ向き観察研究

2020-12 武井安津子 小児科 神経発達症の特性を持つ患者に関する観察研究

2020-13 中後　聡 産婦人科 日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究

2020-14 平中崇文
整形外科・
関節センター

人工膝関節置換術における3D-CTを使用した研究

2020-15 堀江知穂 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ロボットスーツHAL®単関節タイプが人工膝関節置換術後の身体機能、歩行に与える影響

2020-16 片山義規 新生児科 2015年出生児を対象としたハイリスク新生児医療全国調査

2020-17 小寺智子 心理室 極低出生体重児の発育に関する後ろ向き観察研究

2020-18 伊倉義弘 病理診断科 原発性胆汁性胆管炎における抗線維化治療薬の有効性評価の検討

2020-19 欅　篤 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 摂食嚥下機能と身体・運動および認知機能の関係

2020-20 原田敦子 小児脳神経外科 乳児硬膜下血腫（急性、慢性）の受傷機転についての多施設共同調査

2020-21 内海圭子 看護部 成人外来 上部内視鏡検査を繰り返し受けている患者が抱く意識の実態調査

2020-22 岡﨑由利江 看護部 GCU NICU/GCU病棟入院児家族への乳幼児揺さぶられ症候群（Shaken Baby Syndrome:SBS）予防教育の評価/効果

2020-23 知久瑞生 看護部 ICU 患者がとらえた術前オリエンテーションの効果と課題

2020-24 江口さやか 看護部 5東病棟 エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）高得点群褥婦の看護に対し助産師が抱く困難感

2020-25 江口さやか 看護部 5東病棟 初産婦の年齢による母乳育児自己効力感と児の栄養方法の関連

2020-26 村川佳太 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 急性期の脳卒中患者の平均栄養摂取量と骨格筋量・歩行能力の関係についての研究

2020-28 徳田麻希
看護部 院内助
産・産婦人科外来

医療の質指標（Quality Indicator:QI）を用いた低リスク出産の医療改善の効果の評価

研究課題一覧（2020年度）



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

研究課題一覧（2020年度）

2020-29 長坂美和子 小児科 成育限界週数で出生し積極的治療を受けた児の予後に影響する周産期因子の検討

2020-30 村川佳太 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工単顆置換術後の身体機能回復への術前栄養状態の影響

2020-31 本郷裕士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 術前のフレイルと呼吸機能が心臓血管外科術後のリハビリテーションに及ぼす影響に関する後ろ向きコホート研究

2020-32 大西　聡 小児科 重篤小児患者の施設間搬送に関する多施設共同レジストリ

2020-33 大須賀達也 消化器内科 潰瘍性大腸炎患者を対象とした組織学的リンパ球浸潤レベルとベドリズマブの治療効果の相関性についての観察研究

2020-34 陳　慶祥 糖尿病内分泌内科
FreeStyleリブレProを用いた基礎インスリンと経口糖尿病薬またはGLP-1受容体作動薬の併用療法中の2型糖尿病患者におけ
るHbA1c別の低血糖時間についての横断研究

2020-35 蔵野葉子 看護部 5階東病棟 初産婦が産後入院中に感じた育児困難感とその対処

2020-36 西山育美
看護部 血液浄化
センター

協働する意思決定（SDM）による腎代替療法選択が腎不全患者の意識と自己管理へ与える影響の研究

2020-37 本郷裕士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 慢性心不全患者のフレイル実態調査

2020-38 西川浩介 消化器内科 重症潰瘍性大腸炎に対するタクロリムス投与の治療効果の検討

2020-39 黒川憲史 形成外科 小児熱傷における発熱と感染症の関連に関する臨床的検討

2020-40 稲本真也 救急総合診療科 救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査

2020-41 澤井寛明 消化器内科 未治療切除不能進行・再発胃癌に対するマイクロサテライト不安定性を評価する観察研究（WJOG13320GPS）

2020-42 鍋師彩那 看護部 8階南病棟 人工膝関節置換術後患者のリハビリ前に行うアイシングの有効性の検討

2020-43 北村友絵 看護部 NICU 早産児における口腔ケアの安全性の検討

2020-44 桃沢美奈子 看護部 6階東病棟 抗癌剤治療を行う患者の治療体験

2020-45 池上　等 新生児小児科 母乳バンクからのドナーミルク提供システム構築に関する検討

2020-46 近藤有希 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工関節置換術後の慢性疼痛・尿失禁の要因

2020-47 阿河由巳 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院SCUにおけるプロトコールを使用した段階的離床の効果の検討

2020-48 大西　聡 小児科 本邦でのCOVID-19感染患者治療の疫学的調査

2020-49 大西　聡 小児科 データベースを用いた国内発症小児Coronavirus Disease 2019(COVID-19)症例の臨床経過に関する検討

2020-50 山木健司 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院における血液透析患者に対する外来運動療法の効果と課題

2020-51 平中崇文
整形外科・
関節センター

変形性関節症に対する脂肪組織由来再生幹細胞を用いた細胞医療に対する観察研究

2020-52 坂田憲祐 不整脈内科
非発作性心房細動に対するカテーテルアブレーションにおけるCARTOFINDER™を用いた巣状および旋回興奮指標に基づく治療
と従来型心内心電図指標に基づく治療の有効性と安全性を比較検討する観察研究

2020-53 石田亮介 消化器内科 当院における悪性大腸狭窄に対する大腸ステント留置術の有効性及び安全性の検討

2020-54 寺嶋優衣 看護部 8階東病棟 急性期脳卒中患者における早期栄養管理プロトコール導入の有用性の検討



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

研究課題一覧（2020年度）

2020-55 中島健爾 循環器内科 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業

2020-56 中島健爾 循環器内科 レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究

2020-57 山名真生
看護部
小児センター

鎮静後にせん妄を発症した患児の親の心理状態の検討

2020-58 石井綾子 看護部 7階東病棟 心臓血管外科開心術後の創部感染症事例の看護実践の課題

2020-59 船田泰弘 呼吸器内科
特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データ
の創出－AI診断システムと新規バイオマーカーの開発－

2020-60 船田泰弘 呼吸器内科 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究

2020-61 立花久嗣 神経内科 静脈血栓症の遺伝的素因に関する研究

2020-62 高田知穂 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 大腿骨転子部骨折患者における観血的骨接合術術後の荷重量と歩行能力に関する後ろ向き観察研究

2020-63 今出　礼 小児科
不安の高い社会状況における最適な診療体制を構築するための、新型コロナウイルス感染症の流行が食物アレルギーを中心
としたアレルギー疾患を持つ患児とその保護者に与えた影響についてのアンケート調査

2020-64 作山美香 看護部 特定行為研修修了者の行為実践によるアウトカム評価のための予備的研究：前向きコホート研究

2020-65 吉川徳茂 臨床研究センター 「羊膜間葉系幹細胞製剤の研究開発、製造及び販売」に使用するための羊膜の提供

2020-66 大須賀達也 消化器内科 自己免疫疾患における抗原の同定

2020-67 石森真吾 小児科
日本膜性増殖性糸球体腎炎/C3腎症コホート研究
Japan Membranoproliferative Glomerulonephritis/C3 Glomerulopathy Cohort Study (J-MPGN/C3-CS)

2020-68 平中崇文
整形外科・
関節センター

股関節周囲骨折に対する術前後のアライメントに関する研究
Retrospective study about pre- and postoperative leg alignment of patients with hip fracture

2020-69 片山義規 新生児科 「2016-2020年発症の小児期B群レンサ球菌感染症の全国調査」

2020-70 大北　裕
心臓・大血管セン
ター

大動脈手術に低体温体外循環法を用いた血液粘弾分析装置による最適輸血療法の確立に関する前向きコホート研究

2020-71 立花久嗣 神経内科 血漿アミノ酸プロファイルによる軽度認知機能障害およびアルツハイマー型認知症の発症予測に関する臨床研究

2020-72 平中崇文　
整形外科・
関節センター

手術ロボット(Rosa®)を用いた人工膝関節手術の観察研究
Observational study of robotic knee arthroplasty surgery using Rosa®

2020-73 清水一弘 眼科 眼内レンズHOYA Vivinex トーリック挿入眼の術後早期の屈折変動

2020-74 大須賀達也 消化器内科 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査

2020-75 角山沙織 消化器内科 免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連膵炎に関する観察研究



受付番号 研究責任者 所属 研究課題名

2019-1 四本由郁 小児科 母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）

2019-2 向井拓也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工膝関節置換術術後テーピング治療の効果検証

2019-3 向井拓也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ADRC術後6ヶ月の経過と理学療法介入について

2019-4 清水和也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 術前栄養状態が術後心リハ進行に及ぼす影響

2019-5 中田有紀 新生児科 在胎26週未満児の人工呼吸器関連肺炎の危険因子と予後の研究

2019-6 井上知哉 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 長期入院となった婦人科がん患者の特徴

2019-7 本郷裕士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 下肢筋への電気刺激療法が開胸術後患者に与える影響に関する後ろ向きコホート研究

2019-8 筒泉貴彦 総合内科 タイムカードおよび電子カルテを用いた総合内科後期研修における勤務時間および研修内容の評価

2019-9 江口さやか 看護部 5階東 総合周産期母子医療センターにおける産褥期の看護の可視化

2019-10 澤井寛明 消化器内科 胃ESD非治癒切除症例に対する新規追加治療としてのS-1内服療法の安全性と有効性に関する探索的検討

2019-11 平中崇文
整形外科・
関節センター

がん患者に対する骨修飾薬使用が原因と考えられる非定型大腿骨骨折に関する多施設共同観察研究

2019-12 小辻文和 産婦人科 骨盤臓器脱に対する“恥骨頸部筋膜巻きだし法”の有用性の検討

2019-13 田中聡一
整形外科・
関節センター

特発性大腿骨内顆骨壊死と半月板損傷の関連についての研究

2019-14 原田敦子 小児脳神経外科 二分脊椎症患者の実態調査

2019-15 笹木　晋 総合内科 大腿骨近位部骨折患者における便秘のリスクについての後ろ向き観察研究

2019-16 津川二郎 小児外科 咽頭・喉頭・気管狭窄症に対する全国疫学調査

2019-17 平中崇文
整形外科・
関節センター

人工膝関節単顆置換術の適応の術者間の違いに関する研究

2019-18 原田敦子 小児脳神経外科 小児水頭症に対する脳室腹腔(VP)シャントの治療効果の評価

2019-19 徳田麻希
看護部
院内助産・産婦人
科外来

日本の父親は母乳育児の支援者となりうるのか
―妊娠中の妻/パートナーを持つ男性を対象とした母乳育児の認識に関する質的研究―

2019-20 根岸　睦
看護部
ﾘｿｰｽﾅｰｽ室

皮膚・排泄ケア認定看護師が実践している二分脊椎患児の強制排便法指導の現状と課題

2019-21 村川佳太 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
当院初期もの忘れ外来受診した高齢女性における社会的フレイルについて
－居住世帯と社会的孤立の関連－

2019-22 高石絵美 総合内科 急性期病院の誤嚥性肺炎患者症例への診療看護師の診療の質評価についての観察研究

2019-23 山﨑元晴 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 在宅人工呼吸器を導入した児への自宅退院に向けた理学療法士の役割

2019-24 欅　篤 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 初期もの忘れ外来受診患者におけるサルコペニアと認知機能の関係

2019-25 石森真吾 小児科 低身長小児における慢性腎臓病とバイオマーカー研究

研究課題一覧（2019年度）
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2019-26 髙橋　哲 ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 画像診断医の読影技術を組み込んだAI画像診断法の開発に関する後ろ向き観察研究

2019-27 山木健司 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
脳卒中者に対する急性期リハビリテーションの現状と課題
－当院における2013年度と2018年度の比較－

2019-28 筒泉貴彦 総合内科 有床診療所における診療看護師による入院患者診療の医療の質評価についての観察研究

2019-29 近藤有希 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 産後のマイナートラブルの実態と関連因子

2019-30 田中郁恵 看護部　ICU
患者が体験する看護援助による身体の心地よさ
－集中治療室で人工呼吸器を装着した患者に焦点を当てて－

2019-31 平中崇文
整形外科・
関節センター

人工関節登録制度の確立

2019-32 岸上　真 新生児科 超早産児における気胸の管理方法の解析

2019-34 前野和重 脳神経外科 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan Neurosurgical Database）

2019-35 杉林　稔 精神科 小児・新生児科熟練看護師による患児の非言語的メッセージ読み取り能力についての現象学的研究

2019-36 谷口晴美 看護部 ICU
ICU看護師が実践している人工呼吸器装着患者とのコミュニケーションでの工夫～患者のメッセージをどのように引き出し
ているか～

2019-37 山下宗一郎 不整脈内科 心房細動に対するカテーテルアブレーション周術期に発症する冠攣縮性狭心症の原因と予防に関する研究

2019-38 谷内昇一郎 小児科 非IgE依存性消化管食物アレルギーの症例集積研究

2019-39 欅　篤 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 オーラルフレイル、口腔機能低下症と身体運動機能、認知機能の関係

2019-42 大石哲也 産婦人科 日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍事業及び登録情報に基づく研究

2019-43 前田風香
看護部
救急センター

救急搬送後に帰宅となった患者・家族のニーズの実態を明らかにし、今後の看護における課題を検討する

2019-44 田中好恵
看護部
成人外来

12歳以下の子どもをもつ乳がん術後患者の放射線治療過程における心理的変化の検討

2019-45 永吉智恵美 看護部 MFICU ハイリスク妊婦の出産に向けたセルフケアにおけるマタニティヨガの効果の検討

2019-46 服部有香 小児科 発熱に伴うけいれん・意識障害患者を対象とした急性脳症早期診断マーカーに関する前方視的観察研究

2019-47 服部有香 小児科 急性脳症・熱性けいれんの予後に関するレジストリ研究

2019-48 飯塚崇仁 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院PICUにおける理学療法と運動機能との関連に関する後ろ向き観察研究

2019-49 長坂美和子 小児科 超早産児の発達予後に関する後ろ向き観察研究

2019-50 澤井寛明 消化器内科 当院におけるMSI-High癌への取り組み

2019-51 恒光綾子 総合内科 脊椎圧迫骨折患者に対するホスピタリストによる診療の質についての観察研究

2019-52 今井　愛 看護部 5階東 順調な妊娠経過をたどった40歳以上の高齢初産婦における妊娠期の活動についての研究

2019-53 本郷裕士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 外来透析患者に対する運動療法の効果の検証

2019-54 土井円香 看護部 GCU
早産児の哺乳行動の評価スケール（Premature Infant Breastfeeding Behavior Scale:PIBBS）を使用したGCUにおける直接
授乳支援の検討
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2019-55 俵屋章則 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 誤嚥性肺炎患者における早期リハビリテーション・早期経口摂取の効果の検討

2019-56 竹本堅一 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 待機的PCI患者におけるサルコペニアと冠危険因子、phase angle の特徴

2019-57 菊池　新 新生児科 母乳分泌開始と遅延に関連する因子についての観察研究

2019-58 菊池　新 新生児科 NICU/GCUに入院した新生児の栄養管理と経口哺乳についての観察研究

2019-59 石森真吾 小児科 IgA腎症および紫斑病性腎炎を対象とした病理組織および治療効果に関する観察研究

2019-60 岡田美咲
看護部
手術センター

高槻病院における呼吸器外科手術中体位の標準化に向けた研究

2019-61 林　祐希菜 看護部 7階東 心不全を繰り返している患者・家族のアドバンス･ケア･プランニング介入に対する“思い”の検討

2019-62 徳永貴史 消化器内科 C型肝炎のDirect Acting Antiviral治療の観察研究

2019-63 清水和也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工呼吸器装着患者に対する鎮静・鎮痛プロトコールの効果検証

2019-64 内山敬達 小児科 近畿川崎病研究会における川崎病急性期治療成績に関する後ろ向き観察研究

2019-65 濱田　治 総合内科 総合内科が尿路感染症患者を診療することによる医療の質および医療経済へのインパクトに関する後ろ向きコホート研究

2019-66 藤﨑あずさ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院の骨転移キャンサーボードの取り組みと現状

2019-67 平中崇文
整形外科・
関節センター

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

2019-68 石井美和子 血液浄化センター 行動変容ステージを考えながら関わることで、慢性疾患患者の健康行動に対するセルフ・エフィカシー尺度の変化の研究

2019-69 石本恵一 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工呼吸器装着患者におけるせん妄発症が及ぼす影響

2019-70 湯口　賢 循環器内科 高齢者心不全患者に対する高齢者総合機能評価(CGA)が予後にもたらす影響--THFR-CGA study--：前向きコホート研究

2019-71 株本貴子 看護部 6F南 BPSDが出現している認知症患者に対する看護師の困難感や対応の検討

2019-72 坂田憲祐 不整脈内科
非発作性心房細動に対するカテーテルアブレーションにおける心内心電図記録の時空間的電位分散を指標とした治療と従来
型心内心電図指標に基づく治療の有効性と安全性を比較検討する観察研究

2019-73 藤﨑拓也 小児科 声門下腔狭窄症における喉頭気管部分切除・甲状軟骨気管吻合術の後方視的コホート研究

2019-74 丸本翔馬 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 当院心臓血管外科患者の術前phase angleが術後経過に及ぼす影響

2019-75 山城荒平 不整脈内科
Multicenter Registry of AF Ablation with Ablation Index in Japan（MIYABI）
日本におけるアブレーションインデックスを用いた心房細動アブレーションに関する多施設共同観察研究

2019-76 四本由郁 小児科 小児医療情報収集システムを用いたコホート研究

2019-78 川畑大輔 薬剤科 末期心不全による呼吸困難に対するモルヒネ塩酸塩注の使用状況における診療録の後方視的調査

2019-79 堀江知穂 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 人工膝関節置換術後の身体機能、動作能力に対してロボットスーツHAL®単関節タイプを用いた効果

2019-80 村川佳太 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 脂肪組織由来再生幹細胞治療における臨床症状改善例の術前の身体的特徴

2019-81 清水和也 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ICUにおける人工呼吸器装着患者に対する複数人セラピスト介入効果の検証

2019-82 佐々木　諭 循環器内科 Excimer Laser Coronary Angioplasty が冠動脈内プラークに与える影響を解明するための後ろ向き観察研究
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2019-83 石森真吾 小児科 小児腎疾患の予後に寄与する因子の研究

2019-84 石森真吾 小児科 腸管出血性大腸菌感染症に続発する溶血性尿毒症症候群の発症・予後規定因子を検討する症例対照研究

2019-85 瀬崎宏美 看護部　NICU 高槻病院における新生児の出生後早期の体温管理の検討

2019-86 起塚　庸 小児科 小児熱傷症例に対する後ろ向き観察研究

2019-87 平中崇文 整形外科 脂肪組織に含まれる間質血管細胞群の持つ抗炎症作用に関する研究

2019-88 中後　聡 産婦人科 “羊水吸引による子宮容量縮小”が子宮底部横切開の腹壁切開長に与える効果の検討

2019-89 加藤大樹 産婦人科 日本産科婦人科内視鏡学会における手術および合併症登録

2019-90 柴田貴司 産婦人科 生殖補助医療による妊娠の周産期予後の検討

2019-91 高成田祐希 小児外科 声門下嚢胞の治療適応と手術術式に関する検討

2019-92 谷内昇一郎 小児科 食物アレルギーにおける低抗原親和性IgEの研究

2019-93 今出　礼 小児科 非IgE依存性消化管食物アレルギーの観察研究

2019-94 村川佳太 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 社会的フレイルを併発するアルツハイマー型認知症は日常生活遂行度に影響を与える

2019-95 角山沙織 消化器内科 糖尿病増悪症例におけるBMI変化と膵癌診断に関する前向き観察研究

2019-96 恒光綾子 総合内科 Carpal tunnel syndrome due to amyloidosis

2019-97 西村雄二 栄養管理科 集中治療室での栄養プロトコル導入効果の検討

2019-98 石森真吾 小児科 発熱性尿路感染症における腎腫大と反復性尿路感症/膀胱尿管逆流症/腎瘢痕との関連の検討

2019-99 片山義規 新生児科 口腔ケアの有無による早期人工呼吸器関連肺炎（VAP）発症率の違いに関する後ろ向き観察研究


