
開催日開催日開催日開催日 番番番番　　　　号号号号

（迅速）

（迅速）

（迅速）

（迅速）

（迅速）

8月13日

7月15日

7月23日

7月23日

7月23日

5月13日

7月15日

7月15日

6月17日

5月13日

5月13日

5月13日

5月13日

木村　琢磨 内科医長

7
既治療進行非小細胞肺癌に対するエル
ロチニブとドセタキセルの無作為比較Ⅲ

相試験

09-9 麻所　奈緒子 作業療法士

09-10 田村　拓久 神経疾患部門部長

09-11

09-8 尾方　克久 臨床研究部長
人工呼吸療法に関連するインシデントの

予備的調査

09-7 青山　克彦 統括診療部長
既治療進行非小細胞肺癌に対するエル
ロチニブとドセタキセルの無作為比較Ⅲ

相試験

平成22年3月31日

平成22年4月30日

09-5 高野　公子 副看護部長 臨床実習教育における看護教員のコンピテンス

09-6 熊谷　洋平 10病棟看護師
筋ジストロフィー患者に最適なトイレ移乗
の介助を目指して～トイレ移乗の適切な

指標について～

平成23年3月31日

平成25年3月31日

平成24年3月31日

平成25年3月31日

平成24年6月30日

08-27

平成21年6月25日

08-26

平成22年3月31日

08-5

09-3

09-12

09-13

申申申申　　　　　　　　請請請請　　　　　　　　者者者者

青山　克彦

青山　克彦

09-1

09-2

09-4 木村　琢磨

尾方　克久

鈴木　幹也

川上　途行

臨床研究部長

神経内科医
長

リハビリテーショ
ン科医師
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職職職職　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名

09-7,09-12

内科医長
糖尿病性腎症発症進展阻止のための
家庭血圧管理指針の確立（HBP-DN）

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのリハビリ
テーションアプローチのための分類に関する

研究

統括診療部長

重症褥瘡（Ⅲ度以上）に対する局所治
療・ケアの適切性に関する研究－ポケッ
ト切開・洗浄消毒処置を中心に－（略

称：ASPU）

糖尿病性腎症発症進展阻止のための
家庭血圧管理指針の確立（HBP-DN）

1  ～  86

87  ～  93 平成22年3月31日

統括診療部長

94  ～  113

1  ～  2

筋萎縮性疾患患者におけるスパイロメト
リーの再現性

筋萎縮性側索硬化症における髄液中バ
イオマーカーの探索

非対称的頭部変形に着目した脳性麻痺
児（者）における非対称的姿勢に関する

前向きコホート研究

既治療進行非小細胞肺癌に対するエル
ロチニブとドセタキセルの無作為比較Ⅲ

相試験

1  ～  13

14  ～  45

46  ～  59

4

60  ～  79

80

1  ～  4

3

09-7

08-22

平成24年6月30日

08-27,09-4

平成25年3月31日

平成25年3月31日



開催日開催日開催日開催日 番番番番　　　　号号号号

（迅速）

（迅速）

（迅速）

（迅速）

11月11日

11月11日

11月11日

11月11日

11月11日

10月8日

9月16日

9月16日

9月16日

9月16日

8月20日

8月20日

8月20日

1-1病棟看護師
転倒予防に向けた夜間排泄動作の検
討　　～ポータブルトイレ使用患者の考

察シートを作成して～

上肢機能障害度分類に基づいたスイッ
チの適合についての研究

作業療法士

09-25 岡田　里子

09-26 麻所　奈緒子

09-24 青山　克彦 統括診療部長
アスペルギローマ切除術前後におけるリ

ポソームアムホテリシンBの投与有用
性、安全性の検討

52  ～  60

61  ～  67 平成22年3月31日

09-23 南澤　甫 研究生
筋萎縮性側索硬化症および多系統萎
縮症の診断未確定時期の患者の心理

に関する研究

1  ～  10

23  ～  30 平成21年11月

31  ～  39 平成22年2月

平成24年5月31日09-21 尾方　克久 臨床研究部長
神経・筋疾患患者の人工呼吸に関連し

たインシデント等に関する調査

09-20 新井　美穂
7-南病棟看護

師
経管栄養実施中の筋ジストロフィー患者

の食に対する思い

09-19 石田　牧子
7-南病棟看護

師
「人工呼吸器装着患者の生活のQOL向

上めざして」

9  ～  22 平成22年3月31日

09-17 尾方　克久

09-18 中山　可奈 神経内科医師
Duchenne型筋ジストロフィー児への医師

による告知に関す研究

臨床研究部長
療養支援職を対象とするスモン療養に

関するアンケート調査

8  ～  13 平成22年3月31日

14  ～  19 平成21年11月30日

1  ～  8 平成23年3月31日

09-16 池澤　真紀 言語聴覚士
筋強直性ジストロフィーの喉頭挙上と咽

頭残留に関する検討

09-15 千葉　康弘 言語聴覚士
Duchenne型筋ジストロフィーの喉頭挙上

と咽頭残留に関する検討

脳卒中回復期患者の安静時エネルギー
消費量の測定

1  ～  7
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09-14 川上　途行
リハビリテーショ

ン医師

平成24年9月30日

平成22年3月31日

1  ～  20

平成24年11月30日

平成22年3月31日

平成21年9月30日

備備備備　　　　　　　　　　　　　　　　考考考考

09-22 高橋　佑也 研究見習生

デェシェンヌ型筋ジストロフィー患者のため
のテレビゲーム用コントローラの開発に関す
る研究＊各患者に対する適切なスイッチの

選択と、そのスイッチの連打能力測定

21  ～  30

31  ～  51



開催日開催日開催日開催日 番番番番　　　　号号号号

（迅速）

（迅速）

（迅速）

（迅速）

3月17日 平成24年11月30日

09-24

1月20日 09-37 吉村　康隆 1-1病棟看護師 14  ～  19

筋ジストロフィー患者看護における看護
師のストレスについて

多系統萎縮症患者の日常生活に関する
実態調査

1  ～  25

1  ～  22

1月20日 09-36 江藤　眞保 7東病棟看護師

8  ～  13

1  ～  7 平成22年2月28日

鼻マスク装着患者の経鼻経管栄養
チューブのゆるみ・抜けを防ぐ固定方法

の検証
平成22年2月10日

09-33 金井　正樹

阿部　吉樹 研究生

09-34 長尾　正子 7東病棟看護師

09-35 益子　純一

09-38

平成22年12月31日

8-1病棟看護師
温罨法による重症心身障害者の排便コ

ントロールへの効果

14  ～  19

8  ～  13

平成22年3月31日

筋疾患患児の摂食障害に対する取り組
みについて

8  ～  13 平成22年2月5日

夜間尿取りパットの当て方の研究 ～『夜
間尿取りパット当て方表』を活用して～

1-1病棟看護師

重症化したDMD患者の作業療法効果
及びQOL変化に関する研究

平成23年3月31日

7東病棟看護師

3-1病棟看護師

平成22年3月31日

病棟看護師が抱える職業性ストレッサー
調査

14  ～  19 平成22年3月15日

リハビリ病棟における転倒・転落事故の
要因について考える ～患者要因と看護

者要因に分類して～

1  ～  7

09-29 尾方　克久 臨床研究部長

医療機関従事者の新型インフルエンザ（H1N1）予
防接種後の副反応該当疾患（異常行動、入院率
を含む）頻度調査：新型インフルエンザウイルスに
対するインフルエンザワクチン（A/H1N1）の安全

性の研究　付随研究

09-30 麻所　奈緒子 作業療法士

1-1病棟看護師
リハビリテーション病棟における介護負
担感の高いADL項目 ～FIMとの関係～

平成22年1月31日1  ～  20

1  ～  7 平成21年12月31日

12月16日

11月11日

12月10日

1月20日

1月20日

1月20日

1月20日

1月20日

1月20日

統括診療部長
アスペルギローマ切除術前後におけるリ

ポソームアムホテリシンBの投与有用
性、安全性の検討

副院長
ロボットスーツ（HAL）による筋萎縮症患

者の下肢運動機能改善効果の検証

職職職職　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 課課課課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題題題題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名

09-39 青山　克彦

09-27 川井　充

09-28 仲山　千明

09-31 前野　美穂

09-32 松田　和子
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平成22年12月31日

平成24年10月31日68  ～  82

2月17日



開催日開催日開催日開催日 番番番番　　　　号号号号 備備備備　　　　　　　　　　　　　　　　考考考考

3月17日 09-40 木藤　則一 研究生
パソコンその他の情報機器に関する調

査
23  ～  31 平成22年12月31日
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