
研究実施科名 課題名 受付番号 承認日

小児科
川崎病発症に対する気象環境要因に関するスパースモデリングを用いた探索的
研究

2021-003 2021/5/11

地域包括ケアシステム部
医療福祉相談課

医療ソーシャルワーカーにおける評価指標策定～支援の質の向上に向けて～ 2021-002 2021/5/19

歯科口腔外科 歯周病診断AIの開発に関する研究 2021-001 2021/4/26

糖尿病・内分泌内科 糖尿病における、質問用紙を用いた糖尿病治療満足度などの研究 2020-012 2021/3/4

糖尿病・内分泌内科
後天性低カルシウム尿性高カルシウム血症/自己免疫性副甲状腺機能低下症
の患者のカルシウム感受性受容体に対する自己抗体、カルシウム感受性受容体
の遺伝子検査

2020-011 2021/1/25

整形外科 頸椎人工椎間板置換術手術のデータベース構築に関する研究 2020-009 2020/12/14

看護局
看護師のプロフェッショナリズムおよび職務モチベーションと看護サービスの質の
関係の解明

2020-008 2020/11/30

看護局 回復期リハビリテーション病棟における失語症患者の看護ケア 2020-007 2020/12/14

看護局
医療療養病棟における安全で円滑な腹膜透析業務遂行を妨げている要因につ
いて―夜勤看護師へのインタビューを通して―

2020-006 2020/12/14

看護局
地域包括ケア病棟における継続的な退院支援の視点
―エキスパーツナースの語りから―

2020-005 2020/12/10

検査診療部 新型コロナウイルス感染患者検体を用いた検査キットの有用性評価 2020-004 2020/12/16

消化器外科 腹膜偽粘液腫の遺伝子変異と臨床病理学的特徴の解析 2020-003 2020/9/15

消化器内科 AHNの正しい認識とPTEGの普及を目指す 2020-0005 2020/9/4

循環器内科
Clinical Utility the BIWAKO Score for-Patients with Atrial Fibrillation after
Percutaneous Coronary Intervention :date from the BIWAKO Study

2020-0004 2020/9/4

頭頸部外科
Two surgical methods for papillary thyroid carcinoma:microscope-guided partial
layer resection and intra-laryngeal reconstruction of the recurrent laryngeal
nerve

2020-0003 2020/6/8

感染制御・血液内科 COVID-19に関するレジストリ研究 2020-002 2020/4/28

感染制御・血液内科
ファビピラビル等の抗ウィルス薬が投与されたCOVID-19患者の背景因子と治療
効果の検討（観察研究）

2020-001 2020/4/28

リハビリテーション部
肥満患者への運動に対するモチベーション向上について
― 関心に関するアンケート調査から―

2020-0002 2020/4/28

消化器内科
経皮経食道胃管挿入術（ＰＴＥＧ）
―導入から約3年間で施行した56症例の経験から―

2020-0001 2020/4/16

総合診療科
糖尿病・内分泌

テンプル（temple)症候群における遺伝子解析と臨床像の検討 2019-045 2020/3/26

泌尿器科
進行腎癌に対する1ｓｔ-line　治療の臨床的検討
ースニチニブとパゾパニブの比較 ー

2019-051 2020/3/23

泌尿器科 滋賀県内の前立腺がんにおけるＰＳＡ検査に実施契機に関する多施設共同調査 2019-050 2020/3/23

当院の臨床研究一覧



頭頸部外科
Surgical treatment of patient with invasion of multiple organs including the
common carotid artery by papillary thyroid carcinoma
- Surgical management for invasion of the aerodigestive tract -

2019-0008 2020/3/17

産婦人科
子宮鏡を用い抜去困難な子宮内避妊用具を除去した
5症例について

2019-0007 2020/3/9

心臓血管・心不全センター
循環器内科

JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 2019-049 2020/3/5

整形外科 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）への参加 2019-046 2020/2/14

腎臓内科・透析センター 腹膜透析（ＣＡＰＤ）破棄透析液の提供 2019-044 2020/2/14

消化器内科
腸管出血性大腸菌感染症に続発する溶血性尿毒症症候群の発症・予後規定因
子の検討と医療提供体制の構築のための研究

2019-043 2020/2/13

専門看護実践室
当院入院患者における医療用麻薬の自己管理に関する手順の改定と今後の課
題

2019-041 2020/2/6

歯科口腔外科
唾液検査用装置「ＳｉＬＬ－Ｈａ」を用いた口腔検査（唾液検査）の有用性に関する
研究

2019-036 2020/2/4

消化器内科
敗血症性播種性血管内凝固症候群を合併した急性胆管炎に対する
トロンボモジュリン製剤併用の有無による播種性血管内凝固症候群の
離脱率を比較する多施設共同後ろ向き研究

2019-042 2020/1/22

血液内科 再発濾胞性リンパ腫に対するobinutuzumab + bendamustine 併用の第Ⅱ相試験 2019-037 2020/1/22

整形外科 側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究 2019-039 2020/1/8

消化器外科
腹膜播種に対する包括的治療(腹膜切除+周術期化学療法）の有効性に関する
臨床研究

2019-038 2019/11/26

消化器外科 ニボルマブが奏功した悪性腹膜中皮腫の1例 2019-0006 2019/12/16

消化器外科 腹膜癌に対する腹膜切除術と温熱化学療法の治療成績 2019-0005 2019/12/3

頭頸部外科
surgical treatment of a patient with invasion of multipie organs including the
common carotid artey by papillary thyroid carcinomma
-subadventitial resection for invasion of the great vessel -

2019-0004 2019/11/18

心臓血管・心不全センター
循環器内科

至適な血管内超音波ガイド経皮的冠動脈インターベンションの複雑性病変
における臨床経過を評価する前向き観察研究
【OPTIVUS-Complex PCI】

2019-035 2019/11/7

頭頸部外科
Effect of gross extrathyroidal extension into major neck structures on　the
prognosis of papillary thyroid carcinoma according to the AJCC 8th edition

2019-0003 2019/11/6

リハビリテーション部 脳卒中発症時の重症度と回復期におけるリハビリテーション効果の検討 2019-0002 2019/10/23

リハビリテーション部 消化器外科高侵襲手術後患者の歩行自立に影響を及ぼす因子の検討 2019-0001 2019/10/23

心臓血管・心不全センター
循環器内科

2型糖尿病を伴う心不全患者の微量アルブミン尿に対するダパグリフロジンの
予防・抑制効果に関する臨床試験
【DAPPER　Sutdy】

2019-034 2019/10/1

糖尿病・内分泌内科
肥満とそれに関連する生活習慣病予防のための生活習慣改善プロトコール
の有用性に関する検討

2019-033 2019/9/17

がん相談支援室 令和元年度　滋賀県がん患者調査事業のアンケート調査 2019-032 2019/9/5

脳神経外科 未破裂動脈瘤の増大についての検討 2019-030 2019/9/5

歯科口腔外科
歯周病による口腔内細菌環境悪化と全身状態の変化を繋ぐ分子機構の解明に
関する研究

2019-027 2019/9/5

専門看護実践室 共感的態度で介入したことでセルフケアが向上した1例 2019-031 2019/8/30

5B病棟 救急外来看護師への家族看護のレディネスを高める教育介入 2019-029 2019/8/10



5B病棟
術後心肺停止した患者のいる強い家族危機状況が持続している家族への支援
～家族が対処行動をとり始めることを支えた支援～

2019-028 2019/8/10

整形外科 日本人工関節学会による日本人工関節登録制度への参加 2019-026 2019/7/23

看護部 腹膜透析を導入する高齢患者の円滑な在宅療養移行に向けた看護実践 2019-025 2019/7/22

呼吸器外科 転移性肺腫瘍術後、臨床経過に関する検討 2019-015 2019/6/25

肥満外科治療センター
東アジア肥満糖尿病患者術後長期の寛解予側因子としてのABCDスコアと
IMSスコアの比較

2019-012 2019/6/25

手術室
手術を受ける患者が安心して臨める入室環境を目指して
～ディスポーザブル下着を着用した歩行入室患者の心境とは～

2019-010 2019/6/4

5A病棟
人生の最終段階にある心不全患者が望む生活を実現させるために
～心不全チームと緩和ケアチームとの連携～

2019-008 2019/5/2

泌尿器科 低リスク膀胱癌、TURBT症例の集計。THP膀胱注入症例とTUR単独症例の比較 2019-007 2019/5/2

消化器外科 腹膜偽粘液種における既存抗がん剤の適応拡大 2019-006 2019/5/2

消化器内科 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 2019-004 2019/4/22

5B病棟 術後心肺停止した患者の転棟に対する家族の準備性を高める調整 2019-001 2019/4/22

専門看護実践室 倫理的看護実践定着に向けた多分野専門看護師協働の取り組み 2018-068 2019/3/26

6A病棟
地域包括ケア病棟での退院支援を受ける高齢患者・家族の入院中の在宅の
イメージと退院後の実際の生活の差

2018-067 2019/3/26

がん診療センター
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業及び
登録情報に基づく研究

2018-066 2019/3/25

産婦人科 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 2018-065 2019/3/25

がん診療センター 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 2018-064 2019/3/25

がん診療センター 院内がん登録を活用した胸膜プラークを持つ肺がん患者の実態調査 2018-063 2019/3/25

呼吸器外科
女性気胸症例の切除検体における子宮内膜マ－カ－の発現と
臨床病理学的因子の関連についての検討

2018-060 2019/2/5

糖尿病・内分泌内科 肥満２型糖尿病患者に対して玄米菜食の有効性を検討する 2018-059 2019/2/5

糖尿病・内分泌内科 非糖尿病者を対象とした皮膚生理状態と菌叢の観察にかかる共同研究 　　2018-058　　 2019/2/5

循環器内科
滋賀県地域医療再生計画（三次医療圏）脳卒中診療連携体制整備事業による
滋賀医大への滋賀脳卒中データセンター設置及び脳卒中登録事業
（滋賀県脳卒中対策推進事業等による脳卒中を含む循環器疾患登録研究）

2018-045 2019/1/8

消化器内科 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 2018-043 2018/12/21

循環器内科
本邦における心血管インタ－ベンションの実態調査
【Ｊ-ＰＣＩ】

　　2018-1031-03　　 2018/10/31

糖尿病・内分泌内科
糖尿病患者における血糖や合併症の発症・進展や医療費増加における
リスク因子、予防因子の検討

2018-1031-14 2018/10/16

糖尿病・内分泌内科 ２型糖尿病患者における心血管危険因子管理状態の肥満度別検討 2018-1031-13 2018/10/16

リハビリテーション部
糖尿病患者の教育入院に対する運動療法の実施状況と効果に関する
アンケート調査の再解析

2018-1031-11 2018/10/11

乳腺外科
乳癌検診への超音波検査導入に向けた乳房自動超音波スキャナSOFIAの
Feasibility Study

　2018-1031-09　 2018/10/11

糖尿病・内分泌内科 第4回滋賀県医師会糖尿病実態調査 　　2018-1031-08　　 2018/9/28



7B病棟 在宅移行が可能となった医療依存度の高い癌患者の事例 2018-1031-07 2018/9/28

消化器外科 腹膜播種に対する5-ALAを用いた蛍光ガイド下手術 2018-1031-06 2018/9/28

糖尿病・内分泌内科 深層学習を用いた心外膜下脂肪の自動検出 2018-1031-02 2018/8/21

リハビリテーション部 アンケート調査による糖尿病患者の運動実施状況と教材作成の検討 2018-0704-12 2018/7/3

呼吸器外科 腹膜偽粘液腫胸腔内病変に対する手術療法の検討   2018-0704-10　 2018/6/26

放射線診療センター 大腿骨顆軸撮影における車椅子を用いた撮影補助台の考案 2018-0704-08 2018/6/14

心臓血管・心不全センター
循環器内科

滋賀県における急性心筋梗塞患者に対する冠動脈ステント留置術に関する
後ろ向き多施設レジストリー

2018-0704-09 2018/6/13

産婦人科 我が国における子宮および卵巣原発の悪性黒色腫の現状に関する調査研究 2018-0704-07 2018/6/13

放射線診療センター 移動型X線装置を用いたCTガイド膿瘍ドレナージの有用性 2018-0704-06 2018/6/11

呼吸器外科
腸閉塞を伴う肺癌患者に対するオシメルチニブメシル酸塩（タグリッソ）の
治療効果の検討

2018-0704-05 2018/6/11

消化器外科 診断・治療に難渋した食道重複嚢胞の１例 2018-0704-03 2018/5/7

消化器外科
いくつかのpractical tipsを要した腹腔鏡下スリ－ブ状胃切除術の1例
A case of laparoscopic sleeve gastrectomy requiringseveral practical tips

2018-0704-02 2018/5/7

健康管理センター
血清尿酸値から見たメタボリックシンドロ－ムとの関連について
～　閉経前後の女性における保健指導の立場から　～

2018-0704-01 2018/4/13

消化器外科
胃癌患者における動脈周囲結合組織中の癌の存在に関する
胃癌切除標本を用いた病理学的観察研究

2018-0330-02 2018/3/1

消化器外科 高度肥満症に対する肥満外科治療の費用対効果に関する研究 　2018-0330-01　 2018/3/1

乳腺外科 ＰＡＸＭＡＮ　頭部冷却装置の適応外使用 2018-0112-05-02 2018/2/6

心臓血管・心不全センター
循環器内科

左室収縮性が保持された心不全合併高齢2型糖尿病患者における
SGLT2阻害薬カナグリフロジンの有用性・安全性に及ぼす影響
【CANONICAL】

2018-0112-06 2018/1/12

乳腺外科 乳癌術後　整容性の向上を目的とした酸化セルロースの再留置の検討 2018-0112-04 2018/1/12

リハビリテーション部 網様体脊髄路損傷した片麻痺患者の2症例の臨床症状 2018-0112-09 2017/12/26

循環器内科 レセプト及びDPCデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究 2018-0112-07 2017/12/8

歯科口腔外科 年齢の異なる歯と歯周組織の網羅的構造解析に関する研究 2018-0112-02 2017/12/8

病理診断
さざなみ病理ネットへの参画病院としての個人情報取扱いにおける
同意書等の検討

2017-1207-01 2017/12/7

糖尿病・内分泌内科
2型糖尿病患者を対象としたSGLT2阻害薬またはDPP4阻害薬を服用時の
皮膚生理状態の観察にかかる共同研究

2017-1011-02 2017/10/30

糖尿病・内分泌内科
リラグルチドで治療後、経口血糖降下剤に変更した2型糖尿病患者の
治療成績の追跡研究

2017-0112-01 2017/10/30

消化器内科 便秘における腸内細菌叢の検討 2017-1011-03 2017/10/11

循環器内科
カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト
【Ｊ－ＡＢレジストリ　】

2017-1011-04 2017/10/11

循環器内科
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対象とした前向き観察研究
Ａｌｌ　Nippon AF　In　Eldery Registy
【ANAFIE　Registy 】

　　2017-0721-08　　 2017/7/21

糖尿病・内分泌内科
ＣＧＭ外来受診者における栄養指導の効果および主体的自己管理行動の調査
*ＣＧＭ：持続血糖モニタリング

2017-0721-06 2017/7/21



感染症内科
新しい補体検査システムの構築による補体関連疾患の包括的登録と
治療指針確立

　2017-0721-07　 2017/6/23

脳神経センター 髄膜腫の増大と臨床放射線学的所見の関連に関する方視的研究 　2017-0721-05　 2017/6/23

放射線診療センター
シネMRIを用いた小腸蠕動運動機能評価：コンピュータ解析による
自動評価に関する後方視的観察研究

2017-0721-04 2017/6/1

放射線診療センター 被ばく線量管理ソフト（Dose　Watch）を用いた当院のCT検査の被ばく線量評価 2017-0721-03 2017/6/1

薬剤部
デノスマブとテリパラチドを併用した重症骨粗鬆症患者に対する効果についての
後方視的観察研究

2017-0721-02 2017/4/28

薬剤部
介護老人保健施設における定期服用薬の調査
～入所を機に減らせる薬と増える薬～

2017-0721-01 2017/4/28

呼吸器外科 自然気胸術後、胸腔ドレーン非留置に関する臨床的検討 2017-0317-06 2017/4/5

消化器外科
高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術による糖尿病改善の
メカニズムの解明

2017-0317-05 2017/4/5

循環器内科
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対する
リバーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究
【Ｊ　’ｘａｃｔｌｙ　Ｓｔｕｄｙ】

2017-0317-07 2017/3/24


