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2022年4月26日 2022001 本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術（MIS）の実態調査 産婦人科 光部　兼六郎

2022年5月9日 2022002
コロナ禍における周産期施設における親子への様々な制限が与える影
響についての研究

小児科 佐藤　敬

2022年5月17日 2022003 液体生検による消化器がん検診分子マーカーの探索 消化器科 田中　一之

2022年5月17日 2022004
嚥下食喫食患者に対する当院ＮＳＴのミールラウンドの取り組みにつ
いて

栄養科 常見　奈央

2022年6月9日 2022005
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（第
1.4版）

整形外科 堀籠　圭子

2022年6月9日 2022006 遊離核酸及び残余検体を用いた膵胆道系腫瘍の精密分子診断 消化器科 河本　徹

2022年6月9日 2022007
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

外科 石川　隆壽

2022年6月9日 2022008
造血幹細胞移植非施行の悪性リンパ腫に合併したサイトメガロウイル
ス感染症の臨床的検討

血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2022年6月13日 2022009
就労世代のがん患者に関する一考察～「ただ話を聞く機会」をもった
事例を通じて

医療社会事業科 相崎　紗瑛

2022年6月13日 2022010 2021年度旭川厚生病院腹部超音波検診成績について 放射線技術科 阪野　彰文

2022年6月27日 2022011 細径内視鏡挿入時の呼吸法に関する研究 消化器科 田中　一之

2022年6月27日 2022012 経口内視鏡挿入時の呼吸法に関する研究 消化器科 田中　一之

2022年6月27日 2022013
日本人小児における髄液中葉酸濃度の基準値および血清葉酸値との関
連

小児科 竹田津　原野

2022年8月1日 2022014
看護師の感情や経験がチームカンファレンスに与える影響
～心理的安全性を高めチームカンファレンス活性化を図る～

看護部 菅原　眞子

2022年7月26日 2022015
術前訪問時に手術体位による神経障害について説明することが患者に
与える影響

看護部 水本　収威

2022年8月15日 2022016
大腿骨近位部骨折の高齢患者への排尿ケアに対する看護師の意識と今
後の課題

看護部 山田　夏生

2022年8月15日 2022017
日本人のメタボリックシンドローム、脂肪肝、およびCKDの疫学に関す
るレジストリ研究（MIRACLE-J）

健康管理科 大村　卓味

2022年8月15日 2022018
コロナ禍における面会制限下で看取りを迎えた終末期患者の家族の思
い　～遺族インタビューからの調査～

看護部 山内　麻希

2022年8月15日 2022019
クラスターを経験した病院での感染病棟勤務における看護師が働き続
けられる要因

看護部 五日市　直子

2022年8月19日 2022020 抗CD38抗体療法後のelotuzumab投与に関する観察研究 血液内科 佐藤　一也

2022年9月12日 2022021
炎症性腸疾患における静脈血栓塞栓症の危険因子の解析とリスクスコ
ア作成

消化器科 田中　一之

2022年9月12日 2022022 膵頭十二指腸切除における再建法の検討 外科 深作　慶友

2022年9月22日 2022023 小児科一元化で勤務する看護師が考える継続看護 看護部 八倉巻　円

2022年10月4日 2022024
臓器温存を念頭においた局所進行直腸癌に対する化学放射線療法、化
学療法（CapeOX）逐次施行の奏効割合、予後およびQOLに関する探索的
検討（略称：R-NACO2試験）

外科 石川　隆壽

2022年10月4日 2022025 胃X線検査における誤嚥対策の検討 放射線技術科 鈴木　隆

2022年10月18日 2022026
アナモレリン塩酸塩が切除不能消化器がん悪液質（膵癌、胃癌、大腸
癌）のQOL、骨格筋量、栄養指標に与える影響に関する前向き研究

消化器科 田中　一之

2022年10月27日 2022027 「尿閉・排尿障害を来す子宮腫瘍に関する後方視的研究」 産婦人科 小田切　哲二

2022年10月27日 2022028
液体生検による消化器がん検診分子マーカーの探索
（研究計画書の変更に伴う再申請）

消化器科 田中　一之
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2022年11月21日 2022029
インドレントB細胞リンパ腫／マントル細胞リンパ腫に対するベンダム
スチン治療の多施設共同後方視的解析

血液内科 佐藤　一也

2022年11月21日 2022030 FLT3陽性急性骨髄性白血病に関する多施設後方視的観察研究 血液内科 佐藤　一也

2022年11月21日 2022031
血液疾患治療患者における新型コロナウイルスワクチン接種前後での
抗体価推移の検討（実施計画書・説明同意文書の改訂）

血液内科 佐藤　一也

2022年11月21日 2022032
糖尿病を合併した心不全患者に対するダパグリフロジンの投与量につ
いての検討

薬剤科 眞山　遼太

2022年11月21日 2022033
慢性心不全患者へのサクビトリルバルサルタンナトリウム水和物によ
る低血圧発現リスク因子に関する臨床調査

薬剤科 髙橋　岳大

2022年11月24日 2022034 胃癌に対するロボット手術導入期短期成績の検討 外科 市村　健太郎

2022年11月24日 2022035
NUP98-RARG融合遺伝子陽性急性骨髄性白血病患者の臨床像および白血
病化に関する研究

血液内科 稲村　純季

2022年11月24日 2022036
血液疾患治療患者におけるチキサゲビマブ及びシルガビマブ（エバ
シェルド®筋注）投与前後での抗体価推移の検討

血液内科 佐藤　一也

2022年11月30日 2022037
潰瘍性大腸炎の内視鏡的・組織学的炎症の自動判定における人工知
能・深層学習とソフトウエア・アプリケーション開発

消化器科 田中　一之

2022年11月30日 2022038
前立腺全摘術を受ける患者による術前から開始する骨盤底筋体操の有
用性

看護部 岡　美由紀

2022年11月30日 2022039 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 循環器科 鈴木　孝英

2022年12月12日 2022040 抗CD38抗体療法後のelotuzumab投与に関する観察研究 血液内科 佐藤　一也

2022年12月21日 2022041
UBアナライザーによるアンバウンドビリルビン測定における環境光曝
露の影響の検討

小児科 山木　ゆかり

2022年12月28日 2022042 当院膝関節正面撮影における撮影条件の適正化について 放射線技術科 永沼　晃和

2023年1月20日 2022043
大腸腫瘍の術後短期成績及び長期成績に影響を与える臨床病理学的因
子の探索に関する研究

外科 赤羽　弘充

2023年1月20日 2022044
大腸内視鏡的粘膜下層剥離術後の出血リスク因子と止血剤投与に関す
る検討

消化器科 田中　一之

2023年1月20日 2022045 慢性肝疾患患者の後方視的な臨床病理学的検討 消化器科 本田　宗也

2023年1月20日 2022046 炎症性腸疾患患者に対する両立支援に対する実態調査 消化器科 田中　一之

2023年1月20日 2022047
Phoenixコホート（Prospective study）日常臨床におけるインフリキ
シマブおよびインフリキシマブバイオシミラーの難治性潰瘍性大腸炎
に対する有効性の検証 -多施設共同前向き観察研究-

消化器科 田中　一之

2023年2月13日 2022048 新生児の臍帯血血清PIVKA-ⅠⅠ値に関する検討 小児科 野原　史勝

2023年2月13日 2022049
大腿骨近位部骨折で周術期にある高齢者の低栄養の実態と歩行際獲得
に影響する要因

看護部 山口　郁恵

2023年2月13日 2022050
治療中のびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫における栄養サポートチー
ム介入が予後に与える影響について

血液内科 塚田　和佳

2023年2月13日 2022051 当院における過去５年間のグムシタビン塩酸塩による皮膚障害の検討 皮膚科 松谷　茉莉花

2023年3月1日 2022052
妊婦における新型コロナウイルスワクチン接種と臍帯血中の抗体価に
関する検討

小児科 山木　ゆかり

2023年3月2日 2022053 新規乾癬患者の疫学調査（研究計画書の変更） 皮膚科 小松　成綱

2023年3月30日 2022054
早期に患者、医療者双方が理想とする治療方針を決定し、退院するた
めには～倫理４原則に基づき各方面からの視点で考える～

看護部 船谷　美咲

2023年3月30日 2022055
手術を受ける後期高齢者が不安なく退院を迎えるために必要な関わり
～連携によって繋ぐ入院支援の役割～

看護部 大熊　亜那乃

2023年3月30日 2022056 緩和ケア病棟に入院する患者の在宅療養を決断するまでの心理的変化 看護部 境　真悠
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2023年3月30日 2022057 自己免疫性水疱症における血清学的検査 皮膚科 小松　成綱

2023年3月30日 2022058
当院における成熟T／NK細胞腫瘍の生命予後への栄養指標の寄与に関す
る後方視的検討

血液内科 五十嵐　将

2023年3月30日 2022059
Stand-alone percutaneous vertebroplasty for hyperwxtension
injuries of the ankylosed thoracolumber spinal kyphosis:A
report of three cases

整形外科 川口　哲

2023年3月30日 2022060 遊離核酸を用いた多発性骨髄腫およびその類縁疾患の低侵襲分子診断 血液内科 佐藤　一也

2023年3月30日 2022061
周手術期における高齢患者の看護　～せん妄予防のための術後疼痛管
理～

看護部 大東　夏実

2023年3月30日 2022062
人工呼吸患者の治療中に経験する心理的ストレス軽減にむけた看護ケ
ア　～心理的ストレス反応尺度（SRS-18）を用いて～

看護部 岡田　倫奈

2023年3月30日 2022063
新生児の痛みのケアへ参加する家族の思いについて　～家族の精神的
支援に着目して～

看護部 宮﨑　夏帆

2023年3月30日 2022064
クリティカルケアを受ける患者-家族との関係性の構築　～トラベルベ
ビーの理論を用いた効果的な関わり～

看護部 近藤　那菜

2023年3月30日 2022065
緩和ケア病棟の患者、家族へアドバンス・ケア・プランニングの関わ
り　～患者を尊重した最期につなげるために～

看護部 山本　愛

2023年3月30日 2022066
育児生活に対するイメージのギャップを軽減するための妊娠中からの
関わり

看護部 中田　彩音

2023年3月30日 2022067
NUP98-RARG融合遺伝子陽性急性骨髄性白血病患者の臨床像および白血
病化に関する研究　第1.2版

血液内科 稲村　純季
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