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2018年4月12日 ３００１
悪性リンパ腫患者におけるペグフィルグラスチム予防投与の
臨床的有用性の検討　～医療経済的側面も含めて

血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2018年4月12日 ３００２ 悪性リンパ腫に合併した血流感染や偽膜性腸炎の臨床的検討 血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2018年4月12日 ３００３
入院クリニカル・パスによるアザシチジン治療を施行した
ＭＤＳ／ＡＭＬ患者の臨床的検討

血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2018年4月24日 ３００４ ロボット支援膀胱全摘術の導入について 泌尿器科 松ヶ瀬　安邦

2018年4月24日 ３００５ 婦人科ロボット支援手術の導入について 産婦人科 光部　兼六郎

2018年5月8日 ３００６
当院人間ドックにおけるマンモグラフィ検査による
高濃度乳房の現状と関連因子の検討

放射線技術科 中村　円香

2018年5月10日 ３００７
経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）でのステントガイダンスに
おける光干渉断層法（ＯＣＴ）と冠動脈造影法の比較研究

循環器科 鈴木　孝英

2018年5月22日 ３００８
先天性サイトメガロウイルス感染症に対する
バルガンシクロビルもしくはガンシクロビル療法

小児科 青山　藍子

2018年5月29日 ３００９
大腿骨近位部骨折で整形外科病棟に入院中の
認知障害高齢者の低栄養とその原因

看護部 舟橋　美智代

2018年6月12日 ３０１０
卵巣癌・腹膜癌に対し術中ICG－fluorescence imagingを
利用した腫瘍減量手術の研究

産婦人科 小田切　哲二

2018年6月14日 ３０１１
発達障害（ＡＤＨＤと軽度知的障害）がある
母親に対する関わりについて

看護部 久保　知美

2018年6月20日 ３０１２ Ｐａｒｔｉａｌ ＮＳＡが画質に及ぼす影響に関する検討 放射線技術科 高橋　沙織

2018年6月20日 ３０１３
胸部ポータブルＸ線撮影時のヴァーチャルグリッド（ＶＧ）
使用画像に対しＸ線斜入が及ぼす影響に関する検討

放射線技術科 阪野　彰文

2018年6月20日 ３０１４ 乳児胸腹部撮影における被ばく低減の試み 放射線技術科 南　将豊

2018年6月20日 ３０１５ 心臓ＣＴ技師一次読影精度向上に向けて 放射線技術科 潮田　悠一

2018年6月21日 ３０１６
妊婦のＧＢＳスクリーニング検査における
増菌培養の有用性の検討

臨床検査技術科 近藤　さゆ里

2018年6月26日 ３０１７
新生児Ｂ群レンサ球菌感染症の制御を目的とした
妊婦へのワクチン開発の基盤研究

小児科 佐藤　敬

2018年7月3日 ３０１８ 造血細胞移植医療の全国調査 血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2018年8月1日 ３０１９
小児看護学実習で体験を取り入れた指導に対する
学生の反応とその効果

看護部 山岸　逸美

2018年8月1日 ３０２０
子どものがんばりを引き出す採血プレパラーション
～採血に母子同席を試みて

看護部 谷口　愛奈
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2018年8月1日 ３０２１ 栄養管理を続ける母親の思いに寄り添った看護 看護部 八倉巻　円

2018年8月1日 ３０２２
周手術期における高齢患者の回復意欲を
支援していくための関わり

看護部 吉江　真理奈

2018年8月1日 ３０２３
永久ストーマ造設患者のセルフケア獲得までの心の変化に
合わせた術前・術後の看護
～フィンクの危機モデルを用いた看護介入

看護部 平山　奈実

2018年8月1日 ３０２４
母親の育児負担軽減に向けた父親役割獲得を促進する関わり
～妊娠期からの保健指導を通して

看護部 後藤　綾

2018年8月1日 ３０２５ 告知を受けた肝細胞癌患者の心理的変化とその看護 看護部 友田　恵美

2018年8月1日 ３０２６
内服管理困難な高齢者への内服治療継続に向けた
看護師の関わり

看護部 嶋宮　萌子

2018年8月1日 ３０２７
ロボット支援下前立腺全摘除術後の患者が尿失禁と
向き合いながら生活するための心理過程

看護部 東川　未季

2018年8月1日 ３０２８
化学療法を受ける患者のセルフケア行動を
促進するための患者指導

看護部 下田　亜沙佳

2018年8月1日 ３０２９
がん患者のギアチェンジに向けての看護
～治療内容が変更となるがん患者との関わりを通して考える

看護部 前田　愛美

2018年8月1日 ３０３０
自宅退院が困難だと予測された慢性期疾患をもつ患者の
退院支援

看護部 佐藤　明笑

2018年8月1日 ３０３１
入退院を繰り返している心不全患者の思いの変化と
効果的な看護介入

看護部 板木　唯乃

2018年8月1日 ３０３２
整形外科に入院する患者の退院へ向けての関わり
～目標を一致させ患者の回復過程を支える

看護部 押野　さおり

2018年8月1日 ３０３３ 小児の手術における母親の不安軽減に向けた関わり 看護部 半澤　唯

2018年8月1日 ３０３４
パクリタキセルによる爪障害へのセルフケア支援
～壮年期女性がん患者の日常生活を支える関わり

看護部 阿部　郁美

2018年8月1日 ３０３５
認知力の低下した高齢者へのユマニチュード技法を用いた
ケアの効果

看護部 石川　美紀

2018年8月1日 ３０３６ 婦人科がん告知をされた患者の心理変化と看護師の関わり 看護部 古立　久美子

2018年8月8日 ３０３７
日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象とした
VEGFR－TKI治療後のアキシチニブの安全性と有効性に関する
多施設共同後方視的観察研究

泌尿器科 松ヶ瀬　安邦

2018年8月16日 ３０３８
インフリキシマブ療法中の潰瘍性大腸炎患者における
インフリキシマブ血中トラフ値と臨床マーカーの関係
に関する検討

消化器科 佐藤　智信

2018年8月16日 ３０３９ 薬剤耐性ヘリコバクター・ピロリ菌の全国サーベイランス 消化器科 佐藤　智信

2018年8月21日 ３０４０
臨死期患者の家族へのお看取りパンフレットを活用した
関わり　～悲嘆の回復への関連性

看護部 安念　大輔
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2018年8月21日 ３０４１
ロボット支援下前立腺全摘出術後患者へ腹部エコーを用いた
骨盤底筋体操指導の有効性

看護部 佐々木しおり

2018年8月21日 ３０４２ 在宅酸素療法を導入する患者への指導に関する実態調査 看護部 西山　麻琴

2018年8月21日 ３０４３
リバース型肩人工関節置換術をはじめて経験する看護師の
不安軽減に向けた取組み

看護部 太田　美緒

2018年9月4日 ３０４４
経済的な問題を抱えるケースへの支援記録の分析から
予防的介入の必要性について考察する

総合相談センター 樺澤　康裕

2018年9月4日 ３０４５ 当院におけるＰＤ－Ｌ１検査について 臨床検査技術科 島　千尋

2018年9月10日 ３０４６ 食道狭窄を繰り返す患者の苦痛・不安への効果的な看護 看護部 武蔵　脩平

2018年9月10日 ３０４７ 認知症をもつがん患者の治療方針選択に関する家族への支援 看護部 今野　雄介

2018年9月10日 ３０４８
周術期における乳房全摘切除術を受ける
患者への不安軽減の関わり

看護部 小澤　慧

2018年9月10日 ３０４９
Ｃ市の訪問看護ステーションでの小児の訪問看護の
受け入れ状況の実態調査

看護部 高橋　千穂

2018年10月1日 ３０５０
顆粒球除去療法（ＧＭＡ）の効果判定における
便中カルプロテクチン測定の有用性の検討

消化器科 田中　一之

2018年10月1日 ３０５１
２年以上経過観察された肩腱板不全断裂における
鏡視下修復術の成績比較

整形外科 堀籠　圭子

2018年10月15日 ３０５２ ロボット支援下胃切除術の導入について 外科 栁田　尚之

2018年11月6日 ３０５３ 小児救急重篤疾患登録調査 小児科 竹田津　原野

2018年11月6日 ３０５４ 新規乾癬患者の疫学調査 皮膚科 小松　成綱

2018年12月4日 ３０５５
２型糖尿病患者に対するＳＧＬＴ２阻害薬の
ＨｂＡ１ｃ及び脂質改善効果の検討

薬剤科 田中　壮周

2018年12月4日 ３０５６ 免疫チェックポイント阻害剤ニボルマブの有害事象発現調査 薬剤科 高橋　直也

2018年12月4日 ３０５７
ナルデメジントル酸塩のオピオイド誘発性便秘症に対する
使用実態調査および有用性・安全性の検討

薬剤科 後藤　悠

2018年12月4日 ３０５８ スタチン系薬剤とフィブラート系薬剤併用時の安全性の評価 薬剤科 越智　裕太

2018年12月4日 ３０５９ 急性冠症候群患者に対する脂質管理 薬剤科 山本　義貴

2017年11月1日 ３０６０
道北周産期医療圏における母体搬送の現状と問題点
※№２９６４の期間延長

産婦人科 中嶋　えりか
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2019年1月10日 ３０６１
中間看護管理者が組織目標達成において意識する
中核的・具体的役割と能力

看護部 舟橋　美智代

2019年1月25日 ３０６２
先天性サイトメガロウイルス感染症に対する
バルガンシクロビル療法

小児科 土田　悦司

2019年1月28日 ３０６３ 本邦における婦人科悪性腫瘍合併妊娠の調査 産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月28日 ３０６４
本邦における卵巣癌（上皮性腫瘍）に対する
妊孕性温存療法に関する実態調査

産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月28日 ３０６５
本邦における若年子宮体がん妊孕性温存治療についての
調査研究

産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月28日 ３０６６ 胞状奇胎の掻爬回数と続発床頻度に関する調査 産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月28日 ３０６７
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設の
広汎子宮全摘手術の実態調査

産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月28日 ３０６８
がん治療施設における妊孕性温存がん治療
がん・生殖医療連携に関する実態調査
（子宮頸がんにおける卵巣移動術に関わる実態調査）

産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月28日 ３０６９
大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除における
技術認定医介入の有用性に関する検討

外科 腰塚　靖之

2019年1月29日 ３０７０ 医療データベースの包括的利用による周産期の疫学研究 産婦人科 光部　兼六郎

2019年1月31日 ３０７１ ロボット支援下直腸切除術の導入 外科 山田　健司

2019年2月18日 ３０７２
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

産婦人科 光部　兼六郎

2019年2月18日 ３０７３
Ａ病院における認知症高齢者への看護実践の現状と
教育支援の課題

看護部 須田　舞子

2019年2月18日 ３０７４
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

消化器科 後藤　充

2019年3月13日 2018075 ＩｇＧ４測定試薬の基礎的検討 臨床検査技術科 平山　健

2019年3月25日 2018076
第２回スティーブンス・ジョンソン症候群ならびに
中毒性表皮壊死症の全国疫学調査（２次調査）

皮膚科 小松　成綱


