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R15-15
撮像済みMRIﾃﾞｰﾀの視察的評価と既存の臨床資料の対比による再解析(後ろ向き研
究）

放射線診断科 下地 啓五 2015/6/5～2021/3/31

R15-16
視察的評価に画像統計解析を加えた撮像済みMRIﾃﾞｰﾀに対する再解析（後ろ向き研
究）

放射線診断科 下地 啓五 2015/6/5～2021/3/31

R16-04 病的肺における肺血管張力調節因子としてのフォスフォジエステラーゼ 麻酔科 廣瀬 佳代 2016/4/28～2021/3/31

R16-08 ﾘﾝﾊﾟ腫発症と悪性転化に関する分子機構の解析 病理診断科 新井 冨生 2016/6/3～2020/3/31

R16-18
退室時低体温は心臓手術後の縦隔炎のリスク因子であるかについての過去起点コ
ホート研究

麻酔科 木ノ内万里子 2016/8/10～2020/12/31

R16-21 薬物動態関連遺伝子多型とがん発症リスクとの関連解析 病理診断科 新井 冨生 2016/9/12～2019/3/31

R16-23 高齢者消化管癌の病理学的特徴とその発生に関連する遺伝子変化の解析 病理診断科 新井 冨生 2016/9/12～2019/3/31

R16-25
脳卒中後てんかんの内科的治療予防効果及び再発予測因子の検証に関する前方視
的研究

神経内科 本山 りえ 2016/9/16～2019/9/30

R16-27 食道Gastrointestinal stromal tumor(GIST)の病態に関わる全国調査 病理診断科 新井 冨生 2016/9/16～2019/3/31

R16-28 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病およびｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症の病悩期間の確率分布による研究 病理診断科 新井 冨生 2016/9/16～2019/3/31

R17-03 高齢者の聴覚障害に関する後ろ向き観察研究 耳鼻科 高橋 正時 2017/4/14～2019/3/31

R17-06 高齢慢性腎臓病疾患の腎超音波検査による病態把握 腎臓内科 武井 卓 2017/5/23～2020/4/1

R17-22 当院剖検例を用いた心臓諸計測値、加齢による形態の変化についての検討 病理診断科 関　敦子 2017/8/18～2020/3/31

R17-23 高齢者の血液透析導入時のダイアライザー相違による影響 血液透析科 板橋 美津世 2017/6/9～2020/3/31

R17-34 PET/CT検査における最適な撮像条件の検討 放射線診断科 亀山 征史 2017/12/21～2020/3/31

R17-39 老化に伴う呼吸器・血管の形態変化と関連する老年病の病理学的検討 病理診断科 新井　冨生 2018/3/30～2020/3/31

R17-50 膵腫瘍における薬剤排泄及び糖鎖関連分子の発現と臨床病理学的検討 老年病理学研究チーム 石渡 俊行 2018/2/9～2021/3/31

R17-56 加齢に伴う副腎の細胞老化および病理組織学的変化に関する検討 病理診断科 野中 敬介 2018/3/12～2021/3/31

R17-57
表在性食堂扁平上皮癌における固有食道腺導管と導管内進展、浸潤性胞巣の識別
について

老年病理学研究チーム 相田 順子 2018/3/12～2021/3/31

R17-58 EUS-FNAにおける病理診断に重要な細胞診像の解明および画像診断との対比 病理診断科 新井　冨生 2018/3/12～2021/3/31

R17-59
高齢者高血圧患者における処方剤数に影響する因子について －入院患者におけ
る後ろ向き研究－

薬剤科 島崎 良知 2018/3/12～2021/12/31

R18-08
心筋SPECT検査における半導体ガンマカメラと従来型ガンマカメラとの画像比較検
討

循環器内科 石川 讓治 2018/5/22～2020/3/31

初期認知症における模写課題の誤りの質的検討

アルツハイマー型認知症、レビー小体認知症、正常範囲内の比較を通して

R18-15 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 脳神経外科 高梨 成彦 2018/7/4～2019/3/31

R18-21 プロテオーム解析による心筋老化機序の解明の試み 循環器内科 鳥羽 梓弓 2018/9/21～2021/3/31

R18-32 80歳以上の肺癌患者における予後解析 呼吸器内科 石橋　昌幸 2018/10/29～2021/3/31

R18-38 糖尿病と悪性腫瘍の関連に関する研究
糖尿病・代謝・内分泌

科
田村　嘉章 2018/10/31～2020/3/31

R18-42 神経内分泌腫瘍におけるテロメア異常の検討 病理診断科 新井 冨生 2019/4/5～2021/3/31

R18-43 高齢者におけるエコーゼリーの比較研究 循環器内科 石川　讓治 2019/3/7～2019/5/31

R18-45 高齢心不全患者の転倒に関する因子について‐入院患者における後ろ向き研究‐ 薬剤科 島崎　良知 2019/2/13～2021/12/31

R18-46 臍帯血ミニ移植を受けた70歳以上の患者のday100評価 血液内科 赤川　順子 2019/2/8～2019/2/28

R18-48
第2回スティーブンス・ジョンソン症候群（SJS）ならびに中毒性表示壊死症
（TEN）の全国疫学調査（二次調査）

皮膚科 種井 良二 2019/4/5～2021/3/31

R19-04
変性性認知症とMCI、正常範囲内の各群の認知機能と生活機能の特徴～物忘れ外来
患者のDASC-21の得点分布の比較および日常生活自立度Ⅲ以上の判別に有効な
DASC-21の活用のあり方について～

精神科 扇澤　史子 2019/7/10～2020/3/31

R19-05 初期DLBにおける図形模写の経過の質的検討 精神科 今村　陽子 2019/7/31～2020/3/31

R19-06
アルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症の抑うつについての検討―高
齢者用うつ尺度（GDS）を用いての検討―

精神科 岡本　一枝 2016/4/1～2019/5/31

R19-08 内科全体で診療する肺炎患者の予後解析 呼吸器内科 石橋　昌幸 2019/6/17～2022/3/31

R19-09 剖検心組織を用いた心筋梗塞後組織修復における間質の変化に関する検討 病理診断科 新井　冨生 2019/9/2～2020/3/31

R19-15 高齢者の卵円孔開存検出における経胸壁心エコーの有効性に関する検討 神経内科・脳卒中科 本山　りえ 2019/7/9～2020/3/31

R19-25 高齢者における前房内炎症と網脈絡膜の相関 眼科 池上　靖子 2019/10/23～2022/3/31

R19-36
80歳以上の高齢者気管支鏡における仮想気管支鏡とRapid on-site evaluationの
有用性の検討

呼吸器内科 石橋　昌幸 2019/10/1～2022/3/31

R19-62 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 外科 金澤　伸郎 2020/3/25～2021/12/31

R19-66 胃がん胃切除後高齢患者における退院後の効果的な栄養指導方法の検討 栄養科 引地　和佳子 2020/9/3～2022/3/31

R20-02
ファビピラビル等の抗ウイ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）

呼吸器外科 安樂　真樹 2020/4/16～2021/12/31

R20-04 高齢者における、人工肛門造設術後の管理状況の把握 外科 金澤　伸郎 2020/5/12～2021/3/31

R20-05 高齢者におけるバンコマイシン誘発性腎障害発症率の加齢変化に関する調査 薬剤科 瀧川　正紀 2020/6/1～2021/12/31

R20-20
非血縁者間末梢血幹細胞移植における採取施設と移植施設のCD34測定値に関する
実態調査

血液内科/輸血・細胞
療法科

小林　寿美子 2020/7/10～2021/3/31

R20-32
胸部CT画像を対象とした人工知能搭載プログラム医療機器を用いたCOVID-19患者
の診断研究

放射線診断科 德丸　阿耶 2020/7/14～2020/8/31

R20-33
高齢者子宮体癌におけるミスマッチ修復遺伝子産物発現に関する免疫組織化学的
および分子病理学的検討

病理診断科 新井　冨生 2020/8/11～2022/3/31

R20-004 EBUS-TBNA優肌絆法導入による気管支鏡検査実態の変化に関する調査 呼吸器内科 石橋　昌幸 2021/1/5～2023/3/31

R20-005
FilmArray® Torch 導入がAntimicrobial stewardship team 活動のアウトカム指
標および介入状況に与える影響

薬剤科 瀧川　正紀 2021/1/12～2022/3/31

R20-012 解剖例における生活習慣や疾患に関わる口腔組織変化の検討 病理診断科 井下　尚子 2021/3/8～2023/3/31

R20-013 病理診断にもとづく成人ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）の疫学研究 病理診断科 新井　冨生 2021/1/26～2021/3/31

R20-019
認知症行動障害尺度（Dementia Behavior Disturbance Scale: DBD13）短縮版の
開発

認知症支援推進セン
ター

井藤　佳恵 2021/3/23～2022/3/31

R20-69
当科における下肢静脈瘤血管内治療後の伏在静脈閉塞と再発に関する後ろ向き観
察研究

血管外科 赤木　大輔 2021/2/16～2025/3/31

R20-70 当科における末梢動脈閉塞症患者の予後と再介入に関する後ろ向き観察研究 血管外科 赤木　大輔 2021/3/8～2025/3/31

R20-71
当科における腹部大動脈瘤・腸骨動脈瘤治療後の合併症と瘤拡大に関する後ろ向
き観察研究

血管外科 赤木　大輔 2021/3/10～2025/3/31

2022年3月までに終了した研究

R18-12 精神科 今村　陽子 2018/5/30～2019/3/31



R20-72
当科における悪性腫瘍を伴う血管病変治療の有効性と症状再発に関する後ろ向き
観察研究

血管外科 赤木　大輔 2021/3/10～2025/3/31

R21-053 甲状腺穿刺吸引細胞診の施行状況及び陽性率についての検討
糖尿病・代謝・内分

泌内科
千葉　優子 2021/8/31～2022/3/31

R21-071 高齢がん患者に対する高齢者機能評価と放射線治療の実態調査 放射線治療科 角 美奈子 2021/9/30～2022/5/31

R21-074 認知症関連疾患における異常タンパク質の検討
老年病理学研究チー

ム
齊藤 祐子 2021/10/29～2022/3/31

※上記研究に関してのお問い合わせ先：地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康長寿イノベーションセンター　研究開発ユニット（内線：2275）
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