
承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2019年5月28日
小児水頭症に対する脳室腹腔（VP）シャントの治療効
果の評価

脳神経外科 石崎　竜司

2019年5月28日
日本小児心臓外科手術データベースを利用した内臓
錯位症候群（Heterotaxy 症候群）に対する外科治療成
績に関する研究

心臓血管外科 廣瀬　圭一

2019年5月28日
先天性心疾患患者の就労や自立に関する意識調査
～インタビュー調査をもとに～

地域医療連携室 城戸　貴史

2019年7月23日
バンコマイシンによるレッドマン症候群に関連する遺伝
子の探索

小児感染症科 荘司　貴代

2019年5月28日
思春期の小児がん経験者における身体活動と健康関
連QOL（Quality of Life:生活の質）

看護部（小児が
ん相談室）

加藤　由香

2019年5月28日
先天性血小板減少症の遺伝子解析およびレジストリ
構築

血液腫瘍科 堀越　泰雄

2019年5月28日
小児血液・腫瘍性疾患の発症・治療経過・副作用に影
響する体細胞系及び生殖細胞系列の網羅的遺伝子
異常の検索と機能解析

血液腫瘍科 小松　和幸

2019年5月28日
ステロイド薬または免疫抑制薬内服下での、弱毒性ワ
クチン接種の多施設共同前向きコホート研究

腎臓内科 北山　浩嗣



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2019年7月23日
子宮頚管粘液を用いての絨毛膜下血種の予後判定に
関する研究

周産期センター
産科

熊澤　理紗

2019年7月23日
日本におけるEXCOR Pediatricに関連した市販後の
データ収集　Japanese registry for EXCOR:J-EXCOR

循環器集中治療
科

大崎　真樹

2019年7月23日
通常学級に在籍する慢性疾患の子どもの援助要請力
を促す支援のあり方

静岡県立こども
病院

城戸　貴史

2019年7月23日
日常臨床診療下での治療を受けている血友病A及びB
患者（インヒビーターの有無を問わない）を対象とした、
前向き、国際共同、非介入試験（explorer™6）

血液腫瘍科 堀越　泰雄

2019年7月23日
日本集中治療医学会主催のICU入室患者登録システ
ム事業（Japan Intensive care Patient Database;
JIPAD）

小児集中治療セ
ンター

川崎　達也

2019年7月23日
入院患者の保護者に対するオンラインインフォームド
コンセントの有用性についての研究

腎臓内科 深山　雄大

2019年7月23日
T1 mappingによる心筋性状評価のための施設基準値
の設定

循環器科 佐藤　慶介

2019年7月23日
思春期以上の小児がん患児に対する、生殖機能温存
説明方法の検討

看護部（小児が
ん相談室）

加藤　由香



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2019年9月24日

「Intrapulmonary-artery septation～肺静脈狭窄合併
例を打開できるか？～」
「Intrapulmonary-artery septation～Does it overcome
the cases with pulmonary vein obstruction?～」

心臓血管外科 石道　基典

2019年9月24日
「Tricuspid valvuloplasty for hypoplastic left heart
syndrome～左心低形成症候群に対する三尖弁形成
術の成績をまとめた発表から」

心臓血管外科 菅野　勝義

2019年9月24日

「The inter-annular bridge:a new technique for the
management of tricuspid regurgitation in hypoplastic
left heart syndrome～三尖弁逆流を伴う左心低形成症
候群に対し、ノルウッド手術時に三尖弁形成を併施し
た症例。三尖弁形成手技に主眼を置いた報告。」

心臓血管外科 菅野　勝義

2019年9月24日
「Tricuspid valvuloplasty using the inter-annular bridge
technique ～左心低形成症候群に対する三尖弁形成
手技のビデオ演題～」

心臓血管外科 菅野　勝義

2019年9月24日
絨毛膜下血腫に対する周期的抗菌薬（腟坐剤）投与の
有用性に関する検討

周産期センター
産科

熊澤　理紗

2019年9月24日
上気道狭窄を合併する新生児、乳児に対する手術介
入の検討

小児外科
矢本真也
福本弘二

2019年9月24日
児童精神科病棟におけるNET（ナラティブ・エクスポー
ジャー・セラピー）の実績報告

こころの診療科 大石　聡

2019年9月24日
大量化学療法を受けた小児患者の粘膜障害に対する
クライオセラピーの有用性についての検討

血液腫瘍科 川口　晃司

2019年9月24日
尿中ポドサイトの検出意義及び腎糸球体病態の比較
検討

検査技術室　病
理

坂根　潤一

2019年9月24日 小児がんAYA世代QOL調査 血液腫瘍科 渡邉　健一郎



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2019年9月24日 遺伝子・先天性疾患に対するクリニカルシークエンス 遺伝科 清水　健司

2019年9月24日
小児腹膜透析32症例の高血圧に対する降圧剤の臨床
的検討　―ACEIの初期投与量と最高投与量―

腎臓内科 北山　浩嗣

2019年9月24日
キワニスドールを用いた２歳児へのプレイ・プレバレー
ション　―CV カテーテル挿入のプレバレーション―

成育支援室 杉山　全美



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2019年11月26日 小児心臓術後循環不全に対するECMO症例の検討 心臓血管外科 廣瀬　圭一

2019年11月26日 無脾症候群に対する心臓血管外科治療成績 心臓血管外科 廣瀬　圭一

2019年11月26日
多変量解析から見た静岡県立こども病院20年のフォン
タン手術

心臓血管外科 廣瀬　圭一

2019年11月26日
新生児蘇生における比色法呼気二酸化炭素検知器
（Pedi-Cap™）の偽陰性症例についての後方視的検討

新生児科 伴　由布子

2019年11月26日
当院PICUにおける筋弛緩持続投与の使用状況と人工
呼吸器関連肺炎の発生との相関

小児集中治療科 川崎　達也

2019年11月26日
小児外傷患者におけるCT造影剤による腎機能への影
響

小児集中治療科 川崎　達也

2019年11月26日
若年性突発性関節炎（JIA）に対する生物学的製剤の
安全性、有効性についての検討

免疫アレルギー
科

目黒　敬章

2019年11月26日
先天性心疾患における肺静脈狭窄の組織学的メカニ
ズムの解明

心臓血管外科 石道　基典

2019年11月26日 ミトコンドリア病関連腎疾患の全国調査 腎臓内科 深山　雄大



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2019年11月26日
声門下狭窄症に対するトリアムシノロンアセトニド（商
品名：ケナコルト）局注療法の有効性と、成長障害につ
いての後ろ向き検討

小児外科 関岡　明憲

2019年11月26日

症例報告
インフルエンザB型感染に合併した鋳型気管支炎と気
管支喘息発作の管理中に可逆性後頭葉白質脳症
（PRES）を発症した１例

小児集中治療科 松田　卓也

2019年11月26日
小児AML症例におけるH3K4、H3K27のトリメチル化と
臨床像との関連性について

血液腫瘍科 川口　晃司

2019年11月26日
症例集積研究
「Posterior reversible PRESを発症した小児患者14例
の臨床像の検討」

小児集中治療科 松田　卓也

2019年11月26日 薬物アレルギーに対する負荷試験実施例の検討
免疫アレルギー
科

内藤　千絵

2019年11月26日
先天性上部消化管閉鎖における羊水中の膵酵素、胆
汁酸濃度と臍帯腫瘍との関連についての検討

周産期センター
産科

増井　好穂

2019年11月26日
日本の小児先天性カテーテルインターベンションのリ
スク層別化研究

循環器科 金　成海

2019年11月26日
2016-2018年の3年間にJPIC-DBに登録されたステント
留置術の解析

循環器科 金　成海

2019年11月26日
PICUに緊急入室した患者の家族が初回面会時に抱く
思い

PICU 森　汐里



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2020年1月28日
絨毛膜下血腫の発症に関わるリスク因子に関する検
討

周産期センター
産科

熊澤　理紗

2020年1月28日 日本小児整形外科学会疾患登録 整形外科 藤本　陽

2020年1月28日 側方進入椎体間固定術の合併症調査 整形外科 藤本　陽

2020年1月28日
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に
関する研究

整形外科 滝川　一晴

2020年1月28日
患者・家族における「サポートブック」の活用状況の調
査

手術室
PICU

古賀　里恵
杵塚　美知

2020年1月28日
CCUにおける終末期患者の家族にケアを行う看護師
の認識調査　～終末期患者の家族に看護師としてで
きること～

循環器集中治療
室

芹澤　啓子

2020年1月28日
医療ソーシャルワーカーの地域における医療介護福
祉の連携の分析　―小児専門病院（JACHRI）MSWとA
県MSW協会会員の比較

静岡県立こども
病院

城戸　貴史

2020年1月28日

頻回再発型ネフローゼ症候群（FRNS）に対するリツキ
シマブ（RTX）投与後にリツキシマブ誘発性血清病
（Rituximab Induced Serum Sickness：RISS）を発症した
例の実態調査

腎臓内科 佐藤　雅之

2020年1月28日 成人移行支援に向けた患者・家族へのアンケート調査 外来 宇佐美　ゆか



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2020年1月28日
母体搬送後、長期におよび個室で安静治療を要す妊
婦の思いを明らかにする

産科病棟 大城　麻莉恵

2020年1月28日
3月24日

小児の人工呼吸器装着中、鎮静・鎮痛薬フラッシュを
実施した背景の実態調査

PICU 佐藤　奎至

2020年1月28日
2台のコンソールと3次元/4次元画像を用いた心臓MRI
の断面設定法の検査時間短縮と正確性保持の検討

循環器科 佐藤　慶介

2020年1月28日 入院による妊婦の下肢の筋力低下と自覚の変化 西2病棟 佐治　麗

2020年1月28日
尿を用いた小児腎疾患バイオマーカーの樹立（多施設
共同前向き観察研究）

腎臓内科 北山　浩嗣

2020年1月28日
「入院する子ども」と「きょうだい」がつながりを感じるた
めに　―長期入院児のきょうだい支援について―

診療支援部成育
支援室

鈴木　のどか

2020年1月28日

エミシズマブ定期投与中のFVIIIインヒビターを保有しな
い先天性血友病A患者における，身体活動及び出血イ
ベント，日常生活の質，安全性を評価する多施設共
同，前向き観察研究

血液腫瘍科 堀越　泰雄

2020年1月28日
新生児における高頻度振動換気中の呼気炭酸ガス濃
度測定

新生児科 中澤　祐介

2020年2月3日
60秒毎の心拍数差標準偏差（SDHR60s）とRR間隔の
標準偏差（SDNN）の比較検討

新生児科 小松　賢司



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2020年3月24日 60秒毎の心拍数差標準偏差（SDHR60s）とRR間隔の
標準偏差（SDNN）の比較検討

新生児科 小松　賢司

2020年3月24日 先天性上部消化管閉鎖における羊水中の膵酵素、胆
汁酸濃度と臍帯腫瘍との関連についての検討

周産期センター
産科

増井　好穂

2020年3月24日 ダウン症の脊髄症発症危険因子の調査 整形外科 藤本　陽

2020年3月24日
小児の人工呼吸器装着中、鎮静・鎮痛薬フラッシュを
実施した背景の実態調査

PICU 佐藤　奎至

2020年3月24日
日本先天性心疾患インターベンション学会レジストリー
（Japan Congenital Interventional Cardiology Registry,
JCIC-R）へのオンライン症例登録

循環器科 金　成海

2020年3月24日
小児患者における大腸カプセル内視鏡検査に関する
前向き観察研究

小児外科 金井　理紗

2020年3月24日 孤立性右室低形成の疫学と予後調査 循環器 新居　正基

2020年3月24日
ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）における遺伝子
異常の解析

血液腫瘍科 髙地　貴行

2020年3月24日 先天性骨髄不全症候群の原因遺伝子解析 血液腫瘍科 渡邉　健一郎



承認日 研　　究　　課　　題　　名　　等 所属 氏名

2020年3月24日
脆弱X症候群ならびに脆弱X症候群関連疾患レジスト
リ構築

遺伝染色体科 清水　健司

2020年3月24日
静岡県成人先天性心疾患レジストリ構築への研究お
よび登録

心臓血管外科 廣瀬　圭一

2020年3月24日
位相差コントラスト法で撮像した心房中隔欠損のen
face画像の新規撮像法の正確性について

循環器科 佐藤　慶介


