
番　号番　号番　号番　号 開催日開催日開催日開催日 申請番号申請番号申請番号申請番号

（臨時）

（臨時）

（臨時）

（臨時）

研究生

呼吸器疾患部門部長

テノホビル、エムトリシタビン（あるいはラミブジン）
とロピナビル/リトナビル合剤を併用しているHIV感
染者を対象に、現行レジメン継続とラルテグラビ

ル・プリジスタ/リトナビル併用とを無作為割付する
オープンラベル多施設共同臨床試験

平成24年3月31日

平成24年7月31日

筋ジストロフィー患者のQOLと栄養評価
の検討

経腸栄養を行っている筋萎縮性側索硬
化症（ALS）患者の栄養評価

Duchenne型筋ジストロフィー（DMD）患
者のエネルギー必要量の検討

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成23年10月30日

平成24年3月31日

Duchenne型筋ジストロフィーにおける呼気終
末陽圧（positive end expiratory

pressure:PEEP）弁付蘇生バックを用いた最
大強制吸気量（Maximum insufflations

capacity:MIC）の検討

進行性核上性麻痺の頭部MRI評価

クロイツフェルト・ヤコブ病の臨床経過：
初発症状，生命予後，死因

平成26年3月31日

平成25年3月31日

課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名

筋萎縮性側索硬化症患者の初期診断と
初期治療の問題点の検討

平成23年10月8日

平成24年3月31日

平成23年度倫理審査申請書提出一覧平成23年度倫理審査申請書提出一覧平成23年度倫理審査申請書提出一覧平成23年度倫理審査申請書提出一覧

1111

東日本大震災後の在宅人工呼吸療法
筋ジストロフィー患者の状況

栄養管理計画書からみたデュシェンヌ
型筋ジストロフィー患者の栄養状態の現

状と今後の栄養管理の検討

神経内科医長

神経内科医師

栄養士

職　　　　名職　　　　名職　　　　名職　　　　名

鈴木　幹也 平成24年3月31日

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

11-1

11-2

11-4 堀場　昌英

中山　可奈

芳賀　麻里子11-3

11-6 鈴木　幹也 神経内科医長
聴性脳幹反応を用いた多系統萎縮症
における中枢性睡眠時無呼吸の評価

11-5 武藤　直子 医療安全管理係長

茨城・埼玉県内国立病院機構6施設におけ
る離床センサーの活用有無と転倒群と非転

倒群の関連調査

青木　緩美 主任栄養士

11-9

11-10 宮内　眞弓 栄養管理室長

11-11

11-12

田島　夕起子

7月20日

7月20日

11-8 能重　歩 神経内科医師

11-7 髙田　真利子 神経内科医師

4月28日

4月28日

7月20日

7月20日

6月9日

7月20日

6月23日

5月18日

5月18日

7月20日

7月20日

10-46-1 尾方　克久 臨床研究部長

恩田　理恵

申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者

筋強直性ジストロフィーの初発症状及び
初診時主訴

平成24年3月31日

(分担研究者追加)

理学療法士

平成23年6月25日6666
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番　号番　号番　号番　号 開催日開催日開催日開催日 申請番号申請番号申請番号申請番号

終日NPPV鼻マスク使用患者のスキント
ラブルに対して効果的なマスクの清潔

維持方法の検討

11-24 東口　奈美

7月20日 11-23

11-16 鈴木　清美

3-1病棟看護師

1-2病棟看護師

3-2病棟看護師長

11-18 内田　太郎

11-17 工村　美恵子

平成24年2月28日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

埼玉県内保健所におけるHIV/AIDS患
者の在宅医療に関する実態調査

退院指導を充実させるための取り組み
～退院時のパンフレット作成を試みて～

3-2病棟へ入院経験のあるHIV/AIDS患
者に対しての患者教育についての追跡

調査

経腸栄養を行っている寝たきり神経変
性疾患患者の栄養投与における身体状

況および栄養状態

呼吸器内科・外科病棟に入退院する患
者の褥瘡発生要因について

平成23年12月31日

3-2病棟看護師

8-2病棟看護師

11-19 肥留川　佐和子

11-13 富井　三惠 栄養士

11-15 金子　友美

重症心身障害児（者）への腹部マッサー
ジによる便秘改善への試み

平成23年9月30日

平成24年2月28日

11-14 定方　泉

体格によるウレタンフォーム体圧分散
マットの適合・不適合の判断基準を検証

する

6-2病棟看護師
口臭と乾燥を防ぐ口腔ケアの検討　-唾
液腺の刺激とスプレー式保湿剤の塗布

を実施して-

11-20 木暮　志保子

平成24年3月31日

7東病棟看護師
東日本大震災後の計画停電時の人工
呼吸器使用中の筋疾患入院患者に対

するケアの状況

平成24年3月31日

平成24年3月31日

東日本大震災の人工呼吸器使用中の
筋疾患入院患者に対するケアの状況

平成24年3月31日

7東病棟看護師

7東病棟看護師
筋ジストロフィー患者のストレスコーピン
グに関する看護ケアの検討 -唾液アミ

ラーゼ活性による比較-

11-22

11-25 尾方　克久
筋強直性ジストロフィー症の簡易臨床診

断法に関する研究
臨床研究部

長

長尾　正子

松本　絵里子 7東病棟看護師

11-21 江藤　眞保

3-2病棟看護師

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

7月20日

9月21日

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者 職　　　　名職　　　　名職　　　　名職　　　　名 課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名

平成28年3月31日

(分担研究者追
加・職名変更)
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番　号番　号番　号番　号 開催日開催日開催日開催日 申請番号申請番号申請番号申請番号

春山　幸志郎

11-30 大川　奈緒美

11-31 舟井　恵美

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者

9月21日

11-26

9月21日

9月21日

9月21日

9月21日

9月21日

9月21日 平成24年2月28日

平成24年3月31日9月21日 薬剤師

課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名

筋萎縮性側索硬化症患者の転倒予測
に関する研究

職　　　　名職　　　　名職　　　　名職　　　　名

11-27 鳥海　真也

理学療法士

手指拘縮のある患者における皮膚トラブ
ル予防

デキサメタゾン投与時に誘発される吃逆
についての検討

11-29 池尾　渉 3-1病棟看護師

11-28 山木　晴美 3-1病棟看護師

6-2病棟看護
師

老年期の患者さまのドライスキン改善に
ついて

平成24年3月31日

7南病棟看護
師

6-2病棟看護
師

平成24年2月28日

神経内科病棟で働く看護師のストレッ
サーに関する研究

1-1病棟看護師

11-35 塚田　みか子
7南病棟看護

師

11-36 尾上　綾香 10病棟看護師

11-34 門井　麻奈美

1-1病棟看護師11-32 春山　美穂

11-33 酒井　雄太

10病棟看護師11-38 渡邉　麻美

長根　綾 10病棟看護師11-37

平成25年3月31日

当病棟における看護師のリハビリテー
ションについての情報共有に関する意

識調査

看護師の擦り込み式手指消毒薬使用状
況の実態調査

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成24年12月31日

（終了報告）

平成24年3月31日

神経難病患者を在宅介護する家族のス
トレスとその対処行動

平成24年2月28日

人工呼吸器装着患者における臭いにつ
いての援助

筋ジストロフィー患者に対する耳の褥瘡
ケア

ナースコール対応における患者・看護
師のストレス

危険予知トレーニング導入によるスタッ
フの危険予測に対する知識の変化

停電時の人工呼吸器装着患者の対応
における看護師の意識調査

9月21日

9月21日

9月21日

9月21日

9月21日 平成24年3月31日
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番　号番　号番　号番　号 開催日開催日開催日開催日 申請番号申請番号申請番号申請番号

9月21日

申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者申　　請　　者 職　　　　名職　　　　名職　　　　名職　　　　名

9月21日 11-40 塚原　朋美 8-2病棟看護師

11-39 長谷川　睦 8-1病棟看護師

11-45 髙田　真利子
神経内科医

師
福山型先天性筋ジストロフィーの臨床経

過

9月21日 11-41 尾方　克久 臨床研究部長

客員研究員

筋強直性ジストロフィーにおける心電図
異常

臨床研究部
長

筋萎縮性側索硬化症の免疫病理学的
病態に関する研究

11-44 尾方　克久

3月21日 11-47 春山　幸志郎 理学療法士

11-46 平成28年3月31日

脳卒中者の自宅退院後の歩行状況と転
倒予測に関する前向き研究

平成25年3月31日

宮武　聡子

平成25年6月30日

(分担研究者追
加・職名変更)

平成24年1月30日

平成24年3月31日

重症心身障害児（者）の舌苔の蓄積に
対する口腔ケアの効果

備　　　　考備　　　　考備　　　　考備　　　　考

退院前訪問指導の有用性に関する検
討

プリオン病の病理解析および病態解明
に関する研究

重症心身障害児（者）病棟における口
腔ケア方法の検討

～経管栄養患者を対象とした流水によ
る安全な口腔ケア方法の検討～

課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名課　　　　　題　　　　　名

1月18日

12月21日 11-43 安西　敦子
リハビリテー
ション科医師

1月18日

1月18日

安西　敦子

当院退院時における住宅改修指導の妥
当性に関する検討

12月21日 11-42
リハビリテー
ション科医師

平成26年3月31日

平成24年6月30日

平成24年6月30日

平成24年12月31日

(分担研究者追
加・職名変更)

(期間延長 平成
24年12月31日)

(期間延長 平成
24年12月31日)

41414141

42424242

43434343

44444444

40404040

45454545

46464646

47474747

48484848


