
○書面審議（平成２５年　４月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

１．新規申請書【８件】

所　　　属 職　　名 氏　　名

肝切除後の凝固系異常に及ぼす術前・術中因子の検討 病院 医科診療医 朝山　京子

小児中枢神経悪性腫瘍に対するテモゾロミド化学療法に関する retrospective study
大学院医歯薬
保健学研究院

学部内講師 山崎　文之

糖尿病患者における脂質代謝異常に関する検討 病院 診療講師 中西　修平

糖尿病患者におけるインスリンの種類と注射法に関する検討 病院 診療講師 中西　修平

術前オピオイド使用患者と非使用患者との術後のオピオイド使用量の比較 病院 助教 大下　恭子

福島県からの避難者に係る内部被ばく検査データについて(広島大学病院) 病院 病院長 茶山　一彰

胃癌の硬膜外麻酔併用症例における術後鎮痛状況の調査
大学院医歯薬
保健学研究院

助教 中村　隆治

多職種連携に向けた本学歯学部における卒前教育の取り組み
大学院医歯薬
保健学研究院

助教 島津　篤

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

２．変更申請書【４２件】



○書面審議（平成２５年　５月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

広島大学病院における全身麻酔および硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、患者自己調節鎮痛
法(経静脈と経硬膜外)による合併症の検討

病院 医科診療医 三好　寛二

手術後に生じたビタミンK欠乏症の検討 病院 医科診療医 三好　寛二

肝切除術後の肩痛の検討 病院 医科診療医 三好　寛二

RET融合遺伝子陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き
観察研究

原爆放射線医
科学研究所

教授 岡田　守人

新規開発　Elecsys Anti-HBsⅡと国内既承認試薬との相関性試験 病院 准教授 横崎　典哉

日本人のANCA関連血管炎におけるCYCLOPSに基づくシクロフォスファミドパルス療法の有
効性と安全性に関する研究

病院 教授 杉山　英二

慢性痛に対するデュロキセチンの鎮痛効果と副作用についての検討 病院 非常勤医師 池尻　佑美

大腸粘膜下層剥離術(ESD)の不完全摘除例/穿孔例の予測因子の検討 病院 教授 田中　信治

糖尿病患者における血清のコレステロール引き抜き能に関する検討 病院 診療講師 中西　修平

インスリン デグルデク投与患者における血糖コントロールおよび副作用発現に関する観察研
究　Hiroshima Trendy Study（In Hiroshima, Tresiba®　(Insulin Degludec) Effect and safty in
Diabetes study)

病院 診療講師 中西　修平

Real-time Virtual Sonography(RVS)を乳腺超音波に利用した乳癌に対する臨床応用に関する
研究

原爆放射線医
科学研究所

教授 岡田　守人

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

１．新規申請書【１１件】

２．変更申請書【１０件】



○書面審議（平成２５年　６月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

中心静脈カテーテル挿入サポートチームにおける診療実績および偶発症調査 病院 助教 安氏　正和

高齢者における口腔の知覚と摂食・嚥下障害および義歯装着との関連についての研究
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 杉山　　　勝

クオンティフェロン測定値による関節リウマチに対する生物学的製剤の治療効果予測の検
討

病院 教授 杉山　英二

地域枠出身医師の進路に関するコホート研究
大学院医歯薬
保健学研究院

准教授 松本　正俊

無医地区における一・二・三次および救急医療へのアクセスの評価における救急搬送状況
の現状分析

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 竹内　啓祐

本邦の小児骨形成不全症におけるパミドロン酸二ナトリウム(アレディア®)使用実態調査
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 小林　正夫

呉市糖尿病性腎症等重症化予防事業：CKD(Chronic Kidney Disease)重症化予防プログラ
ム事前調査研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 森山　美知子

肝癌に対する体幹部定位照射における横隔膜面を基準とした照合法の有用性 病院 診療放射線技師 河原　大輔

NAFLD合併の2型糖尿病患者に対するテネリア錠の予後調査 病院 教授 田妻　進

１．新規申請書【９件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

２．変更申請書【４件】



○書面審議（平成２５年　７月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

呼吸音の可視化・解析・伝達を基盤とした医療システムの開発
大学院医歯薬保
健学研究院

教授 谷川　攻一

心疾患の研究のためのデータベース登録
大学院医歯薬保
健学研究院

教授 木原　康樹

HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパクリタキセルの
併用療法の有用性を検討する観察研究

原爆放射線医科
学研究所

教授 岡田　守人

免疫組織染色を用いたエナメル上皮腫の病態解析
大学院医歯薬保
健学研究院

教授 岡本　哲治

新規ディメンションビスタ用腫瘍マーカー測定試薬の基礎的検討 大学病院検査部 准教授 横崎　典哉

Ｔｒａｎｓｃａｔｈｅｔｅｒ therapy for HCCs fed by the renal capsular artery.の検討
（腎被膜動脈から栄養されるHCCに対する経カテーテル的に治療の検討）

病院 助教 石川　雅基

膵・胆管腫瘍に対する動脈合併切除術前の動脈塞栓術の有用性についての検討 病院 助教 石川　雅基

da Vinci®による肺手術後の術後痛の検討 病院 医科診療医 三好　寛二

肝硬変患者の門脈圧亢進症関連食道胃病変に対するカプセル内視鏡の診断能 病院 教授 田中　信治

エアウェイスコープによる声門観察は声帯筋電図電極付き気管内チューブの位置決定に
有用か？

病院 助教 梶山　誠司

自家蛍光観察による消化管腫瘍診断の意義に関する検討 病院 教授 田中　信治

高血圧症におけるアジルサルタンの有効性と安全性に関する研究
大学院医歯薬保
健学研究院

教授 木原　康樹

糖代謝関連産物が非ウイルス性肝癌に及ぼす影響
－血清ＡＧＥsおよびPEDFの測定結果からみたHCCとの関連の検討

大学院医歯薬保
健学研究院

大学院生 菅　宏美

急性網膜壊死の診断基準に関する後ろ向き全国調査研究(厚生労働省難治性疾患等克
服研究事業）

大学院医歯薬保
健学研究院

講師 山根　健

小児がん患児と家族のリハビリテーション・ニーズに関する調査研究
大学院医歯薬保
健学研究院

助教 三木　恵美

多施設における肺気腫合併肺線維症（CPFE）合併原発性非小細胞肺癌症例の検討
原爆放射線医科
学研究所

教授 岡田　守人

原爆手帳所有患者のペインクリニック外来受診状況 病院 助教 大下　恭子

過去5年間に広島大学病院歯科麻酔科で障害者に対し行った全身麻酔法および静脈内
鎮静法の実態と有用性に関する臨床統計学的検討

大学院医歯薬保
健学研究院

教授 入舩　正浩

全身麻酔症例における人工膠質液使用量についての検討 病院 医科診療医 朝山　京子

B型肝炎創薬研究のための患者意識調査 病院 教授 茶山　一彰

２．変更申請書【５件】

１．新規申請書【２０件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）



○書面審議（平成２５年　８月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

体格を考慮したPositron Emission Tomography(PET)画質評価指標の検討 病院 放射線技師 高内　孔明

Transcatheter arterial chemoembolization with an interventionai-CT systems for
recurrent hepatocellular carcinoma after living donor liver transplantation(肝移植後
に再発した肝細胞癌に対するインターベンショナルCTシステムを用いた肝動脈塞栓
化学療法についての検討)

大学院医歯薬保健
学研究院

准教授 山上　卓士

造血幹細胞移植を経験した小児期患児へのリハビリテーション介入の検討 病院 作業療法士 柳田　直美

がん化学療法における多施設間副作用情報共有体制の構築および薬学的管理の
質的向上と効率化に関する研究

病院 薬剤主任 佐伯　康之

緑内障疾患における眼科手術前後の眼球構造物の形状変化とその変化に及ぼす因
子の研究

大学院医歯薬保健
学研究院

教授 木内 良明

家族性大腸腺腫症（FAP)に関する後方視的多施設研究
大学院医歯薬保健
学研究院

教授 大段　秀樹

非心原性脳梗塞患者におけるCerebral microbleeds(MBs)の脳出血発症に及ぼす影
響

大学院医歯薬保健
学研究院

教授 松本　昌泰

視神経脊髄炎(NMO)のMRI像の確定
大学院医歯薬保健
学研究院

教授 粟井　和夫

縦隔原発大細胞型B細胞性リンパ腫に関する多施設共同後方視的研究 病院 講師 三原　圭一朗

泌尿器単孔式腹腔鏡手術に関する全国調査
大学院医歯薬保健
学研究院

教授 松原　昭郎

キューメイ研究所製新規P-FDPおよびDダイマー測定試薬(ファクターオート®）につい
ての基礎的検討と既存試薬との比較検討

病院 准教授 横崎　典哉

小児期、思春期における血清アルカリフォスファターゼ値の新しい評価方法
大学院医歯薬保健
学研究院

准教授 下瀬　省二

乳腺腫瘍に対してSonazoid造影超音波検査を臨床応用する研究
原爆放射線医科学
研究所

教授 岡田　守人

１．新規申請書【１３件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

２．変更申請書【３件】



○書面審議（平成２５年　９月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

特発性末梢神経麻痺の「砂時計様くびれ」診断における超音波検査の有用性と同麻痺
に対する早期神経線維束間剥離術の術後成績

病院 助教 四宮　陸雄

低用量アスピリンと非ステロイド抗炎症薬の小腸粘膜傷害度の比較
病院内視鏡診療
科

教授 田中　信治

歩行強度計を用いた2型糖尿病患者の血糖コントロールと運動療法に関する検討 病院 診療講師 中西　修平

呉市糖尿病性腎症等重症化予防事業：CKD(Chronic　Kidney　Disease)重症化予防プラ
グラムの効果の検討

大学院医歯薬保
健学研究院

教授 森山　美知子

HIV感染血友病患者における医療と福祉の連携に関する研究(患者の療養環境の実態
調査と療養支援アセスメントシートの有用性の検討）

病院
リサーチレ
ジデント

鍵浦　文子

リンパ節転移陰性の肺腺癌切除症例における、新病期・病理分類の関連性及び再発予
測因子としての研究

原爆放射線医科
学研究所

教授 岡田　守人

多施設共同研究による肺区域切除後の残存肺葉切除術のアウトカム調査
原爆放射線医科
学研究所

教授 岡田　守人

ESBL産生菌感染症の薬剤別治療成績の検討 病院 薬剤主任 冨田　隆志

２．変更申請書【３件】

１．新規申請書【８件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）



○書面審議（平成２５年　１０月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

眼付属器濾胞辺縁帯リンパ腫に対するリツキシマブ月1回投与法の有用性の検
討

病院 講師 三原　圭一朗

眼球構造物が緑内障視神経障害の進行に及ぼす影響についての研究
大学院医歯薬保健学研
究院

教授 木内 良明

肺動脈性肺高血圧症における制御性T細胞と関連サイトカインの病態に及ぼす影
響に関する研究

大学院医歯薬保健学研
究院

教授 木原　康樹

原発性肝癌症例における肝炎ウイルス感染に関する探索的調査
大学院医歯薬保健学研
究院

教授 田中　純子

骨格筋血管の交感神経支配に関する免疫組織化学的研究
大学院医歯薬保健学研
究院

教授 松川　寛二

肝炎ウイルス検査後の意識動向調査(愛媛県）
大学院医歯薬保健学研
究院

教授 田中　純子

肝炎ウイルス検査普及状況等に関する調査
−広島県における一般住民を対象とした肝炎ウイルス検査に関する聞き取り調査
2013—

大学院医歯薬保健学研
究院

教授 田中　純子

Barrett食道腺癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD)に関する検討 病院 教授 田中　信治

心肺蘇生中のCT画像による上下大静脈・右房の位置の調査
大学院医歯薬保健学研
究院

助教 中村　隆治

２．変更申請書【２件】

１．新規申請書【９件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）



○書面審議（平成２５年　１１月）
以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

Embolization therapy for bleeding from jejuna varices after
choledochojejunostomy　の検討（胆管空腸吻合術後の吻合部小腸静脈瘤に
対する経カテーテル的塞栓術の検討）

病院 助教 吉松　梨香

Effectiveness of combined use of imprint cytological and histological
examination in CT guided tissue-core biopsy（CTガイド下針生検の有用性に
ついての検討）

大学院医歯薬保健学
研究院

准教授 山上　卓士

緑内障患者における両眼視機能の検討
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 木内 良明

大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)後出血の危険因子 病院 教授 田中　信治

胸部CTを用いた毒ガス傷害者の病態の解明
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 河野　修興

要介護高齢者の嚥下障害と服薬方法に関する研究
大学院医歯薬保健学
研究院

准教授 吉川　峰加

広島県内循環器急性期医療基幹病院におけるBNP,NT-proBNP測定者の入
院実態調査

大学院医歯薬保健学
研究院

教授 木原　康樹

顎口腔疾患組織を用いた疾患関連遺伝子の発現およびその機能解析 病院 講師 東川　晃一郎

食品臨床試験No.017　－ブルーベリーの糖代謝改善作用の評価－
大学院医歯薬保健学
研究院

准教授 東川　史子

食品臨床試験No.016　－喫煙者に対する熟成ニンニク抽出液の抗酸化作用
の検討 －
一般用課題名：ある健康補助食品の抗酸化作用の評価

大学院医歯薬保健学
研究院

准教授 東川　史子

膝蓋骨脱臼患者の動作解析及び膝蓋骨脱臼に対する内側膝蓋大腿靭帯 再
建術後の継時的変化の検討

大学院医歯薬保健学
研究院

教授 出家　正隆

泌尿器がん患者の疼痛マネジメントに対するセルフケア能力とがん疼痛との
関連

大学院医歯薬保健学
研究院

教授 宮下　美香

内視鏡的胃粘膜萎縮診断の内視鏡医間の一致率に関する検討 保健管理センター 准教授 日山　亨

用手的ジェット換気による肺区域同定法の後方視的検討
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 河本　昌志

過疎高齢化が進む離島での住民参加型ポピュレーション・ヘルス・マネジメン
トの展開－セルフマネジメントを中心とした慢性疾患管理の推進－

大学院医歯薬保健学
研究院

教授 森山　美知子

広島県における輸血用血液製剤の使用実態の把握に関する調査研究（2013
年度）

大学院医歯薬保健学
研究院

教授 田中　純子

1型糖尿病患児の口腔内状況に関する研究
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 香西　克之

化学療法中患者における味覚異常に関する調査
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 杉田　誠

IgA腎症患者の腎生検組織における老化関連因子の発現に関する検討 病院 教授 正木　崇生

CT画像上の上下大静脈および右心房の位置と体表上の第4肋間と前腋窩線
および中腋窩線の交点の位置の比較

大学院医歯薬保健学
研究院

教授 河本　昌志 

Etak加工シャツ着用による体表のマラセチア量の変化に関する検討
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 秀　道広

悪性胸膜中皮腫切除例におけるMerlin発現頻度を明らかにするための観察
研究

原爆放射線医科学研
究所

教授 岡田　守人

白内障手術が隅角形状に及ぼす影響
大学院医歯薬保健学
研究院

教授 木内 良明

１．新規申請書【２３件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

２．変更申請書【７件】



○書面審議（平成２５年　１２月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

術後痛の個人差についての検討
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

呼気と吸気の両条件により撮影されたCT画像による
縦隔内臓器の位置の検討

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

創部に0.75%ロピバカインの鎮痛効果の検討
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

手術室での血管迷走神経反射の心拍変動解析
大学院医歯薬
保健学研究院

助教 中村　隆治

モルヒネによる術後鎮痛の効果と合併症の調査
大学院医歯薬
保健学研究院

助教 中村　隆治

胃癌・大腸癌の既往のある原発性肺癌切除例の検討
原爆放射線医
科学研究所

教授 岡田　守人

急性胆道炎のベストプラクティス探求に関する日本台
湾国際共同研究：急性胆管炎・急性胆嚢炎

病院 講師 佐々木　民人

松果体腫瘍の画像所見と組織診断との相関に関する
疫学研究

医歯薬保健学
研究院

助教 山崎　文之

2型糖尿病患者におけるイルベサルタンの糖・脂質代
謝に対する有効性の検討

病院 診療講師 中西　修平

歯科診療現場における音環境に関する研究
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 天野　秀昭

食品臨床試験No.018　－植物性乳酸菌醗酵甘酒の抗
肥満作の評価－

大学院医歯薬
保健学研究院

准教授 東川　史子

迷走神経刺激装置埋込術の麻酔管理についての検
討

病院 助教 原木　俊明

全身麻酔終了時における筋弛緩薬の残存効果の検討 病院 助教 原木　俊明

門脈側副血行路を含めた門脈圧亢進症性小腸炎の
予測因子

病院 教授 田中　信治

広島県域内で救急搬送したアナフィラキシー発症傷病
者におけるアドレナリン自己注射製剤(エピペン®）の
使用状況調査

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

血清プロポフォール濃度データの再解析による日本人
に最適な薬物動態学的パラメーターの検討

大学院医歯薬
保健学研究院

助教 中村　隆治

２．変更申請書【３件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

１．新規申請書【１６件】



○書面審議（平成２６年　１月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

特発性脊髄空洞症の画像所見、治療法についての調
査研究

病院 診療講師 山口　智

転移性肝腫瘍の検出を目的としたガドキセト酸ナトリ
ウム造影MRI（EOB-MRI）検査に対する拡散強調画像
付加の診断的有用性の検証

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 粟井　和夫

心臓手術後の浅速呼吸と術後心房細動の関連性
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 末田　泰二郎

慢性肝疾患の患者試料を用いた包括的プロテオーム
解析

病院 教授 茶山　一彰

本邦における非アルコール性脂肪性肝疾患の実態と
予後の解明

病院 教授 茶山　一彰

本邦の自家および同種造血幹細胞移植後長期生存
小児患児におけるQuality of Lifeに関する調査研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 小林　正夫

肺癌サルベージ手術の安全性と有効性を評価するた
めの後ろ向き多施設共同研究

原爆放射線医
科学研究所

教授 岡田　守人

「Elecsys Anti-HBsⅡ」に関する性能評価試験 病院 准教授 横崎　典哉

胸部外科手術の術後における心血管イベントの発症
予測の検討

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 木原　康樹

人工股関節全置換術前後における下肢筋力と生活困
難度の比較

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 出家　正隆

皮膚疾患における角層内のD-アミノ酸の役割に関す
る研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 秀　道広

マウスとヒトの肝細胞における組織学的検討
(Arrowhead Madison Inc.との共同研究）

病院 教授 茶山　一彰

慢性肝疾患における耐糖能異常と肝病変進展との関
係についての検討

病院 教授 茶山　一彰

マウスとヒトの肝細胞における組織学的検討
(PhenixBio Co., Ltd.との共同研究）

病院 教授 茶山　一彰

肝臓移植患者のアルコール摂取に関する調査研究
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 大段　秀樹

１．新規申請書【１５件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

２．変更申請書【６件】



○書面審議（平成２６年２月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

肝硬変胸腹水患者に対するアルブミン製剤の利尿効
果調査

病院 講師 相方　浩

CT による尿管癌の T 因子診断の検討
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 粟井　和夫

広島大学病院矯正歯科受診患者の平行模型と3D造
形複模型の比較検討

病院 助教 本川　雅英

麻酔方法ごとの肺手術後の術後鎮痛と副作用・合併
症の検討

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

造血幹細胞移植時の粘膜障害による疼痛に対する患
者自己調節鎮痛法(PCA)の有用性の検討

病院 助教 大下　恭子

StageIII高齢者(80歳以上）大腸癌症例の予後調査　観
察研究～HiSCO 04試験～

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 大段　秀樹

救命救急センターにおける理学療法実施状況の全国
調査

病院 教授 木村　浩彰

ヒトIgA腎症患者の腎生検組織における、H3K4ヒストン
メチル化酵素(SET7/9)の発現に関する検討。

病院 教授 正木　崇生

高血圧を伴うCKD(慢性腎臓病)患者に対する
Olmesartanの代謝マーカーに及ぼす影響検討

病院 教授 正木　崇生

がん患者の「家族への負担感尺度」の妥当性・信頼性
の研究

大学院医歯薬
保健学研究院

講師 大﨏　美樹

新生児マス・スクリーニングにて代謝異常症を指摘さ
れた児をもつ母親の心理

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 中谷　久恵

ヒト肺動脈の組織構造に関する観察研究
原爆放射線医
科学研究所

教授 岡田　守人

２．変更申請書【２件】

１．新規申請書【１２件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）



○書面審議（平成２６年３月）

以下の申請書を書面等により審議し，承認した。

所　　　属 職　　名 氏　　名

パプア・ニューギニアにおける肥満の要因
大学院医歯薬
保健学研究院

教授 森山　美知子

IgG4関連疾患における血管合併の頻度と臨床的特徴 病院 診療准教授 山本　秀也

がん化学療法における吃逆に対する芍薬甘草湯の使
用実態とその有効性に関する検討

病院 薬剤師 井口　奈美

頭部CTにおけるDual Energy CTを用いた電子密度お
よび実効原子番号の計測に関する検討

病院 講師 立神　史稔

傍脊椎神経ブロックが胸腔鏡下肺葉切除術の術中・
術後に及ぼす影響

病院 助教 梶山  誠司

炎症性腸疾患に対する開腹手術後の鎮痛法の検討 病院 助教 梶山  誠司

術前からオピオイドを使用していた患者の周術期管
理・患者自己調節鎮痛法（PCA）使用状況の検討

病院 助教 大下　恭子

Dual Energy CTを用いた脳腫瘍の診断に関する検討 病院 医科診療医 海地　陽子

口腔癌の浸潤・転移における口腔組織由来間葉系間
質細胞と口腔癌細胞の相互作用に関する研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 岡本　哲治

家庭でできる減塩指標可視化による動機付けで減塩
を支援する疫学研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 木原　康樹

自己免疫疾患における抗細胞質顆粒抗体に関する研
究

病院 教授 杉山　英二

発達障害児とその家族に対する地域特性に応じた継
続的な支援の実態と評価のあり方に関する研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 小林　正夫

胎児性腫瘍と上衣性腫瘍の画像所見と組織診断との
相関に関する疫学研究

大学院医歯薬
保健学研究院

学部内講師 山崎　文之

尿中乱用薬物検出キットTriage　TOXの性能評価に関
する研究

大学院医歯薬
保健学研究院

准教授 奈女良　昭

広島市における回復期リハビリテーション病院の現状
と課題
－在宅復帰率を促進する要因の検討－

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 梯　正之

未分化型早期胃癌の臨床病理学的特徴や分子生物
学的悪性度についての検討

病院 教授 田中　信治

血液製剤バッグの加圧により急速輸血を行う際の加
圧の圧力と投与速度の関係の調査

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

急速輸血を行う際の注射器で血液製剤を吸引し押し
出す操作及び血液製剤バッグの加圧が血液製剤の溶
血に与える影響の調査

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 河本　昌志

脳血管障害既往の高血圧症におけるアジルサルタン
の有効性と安全性に関する観察研究

大学院医歯薬
保健学研究院

教授 松本　昌泰

１．新規申請書【１９件】

課　　　題　　　名
申請者（研究責任者）

２．変更申請書【4件】
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