
 

〔研究費助成による研究〕 

 

厚生労働省国立高度専門医療センター等研究費 

精神･神経疾患研究委託費 

リサーチリソースネットワークを用いた神経･精神疾患の研究資源（剖検脳等）の確保と病態解明を目指

した研究 

研究代表者  有馬邦正（国立精神･神経センター病院） 

研究分担者  髙田裕 

研究費   \800,000 

 

厚生労働科学研究費補助金 

難治性疾患克服研究事業 

スモンに関する調査研究班 

研究代表者  小長谷正明（国立病院機構鈴鹿病院） 

研究分担者  井原雄悦 

研究費   \2,500,000 

 

特定疾患患者の生活の質(Quality of Life, QOL)の向上に関する研究 

研究代表者  小森哲夫（埼玉医科大学） 

研究分担者  信國圭吾 

研究費   \700,000 

 

健康安全・危機管理対策総合研究事業 

シックハウス症候群の診断基準の検証に関する研究 

研究代表者  相澤好治(北里大学医学部) 

研究分担者  木村五郎 

研究費   \600,000 

 

免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業 

気管支喘息の有症率，ガイドラインの普及効果と QOL に関する全年齢全国調査に関する研究班 

研究代表者  赤澤 晃（国立成育医療センター） 

研究分担者  高橋清 

研究費   \2,500,000 

 

ユビキタス・インターネットを活用したアレルギー疾患の自己管理及び生活環境・改善支援システム・

遠隔教育システム・患者登録・長期観察システムに関する研究 

研究代表者  須甲松信（東京芸術大学） 

研究分担者  岡田千春 

研究費   \700,000 

 



 

 

重症・難治性喘息の病因・病態の解明に関する研究 

研究代表者  森 晶夫（国立病院機構相模原病院） 

研究分担者  高橋 清 

研究費   \800,000 

 

独立行政法人環境再生保全機構委託事業研究 

気管支喘息患者の年齢階層毎の長期経過・予後を踏まえた健康相談・健康診査・機能訓練事業の事 

業内容の改善方法に関する調査研究 

班長   秋山一男（国立病院機構相模原病院） 

グループリーダー谷口正実 

研究分担者  岡田千春 

研究費   \300,000 

 

EBM推進のための大規模臨床研究採択課題 

平成 18 年度採択課題 

重症褥創（III 度以上）に対する局所治療・ケアの適切性に関する研究－ポケット切開・洗浄消毒処置－

（ASPU） 

研究代表者  町田正文（国立病院機構村山医療センター） 

研究分担者  藤原愉高 

研究費   \1,200,000 

 

気管支鏡検査時の感染症合併症と抗菌薬投与に関する多施設調査研究（J-BRONCO） 

研究代表者  坂 英雄（国立病院機構名古屋医療センター） 

研究分担者  柴山卓夫 

研究費   \2,430,000 

 

平成 20 年度採択課題 

糖尿病腎症進展阻止のための抗血小板薬（ジピリダモール）の効果の検討 (ATP-DN) 

研究代表者  関直人（国立病院機構千葉東病院） 

研究分担者  足羽敦子 

研究費   \200,000 

 

既治療進行非小細胞肺癌に対するエルロチニブとドセタキセルの無作為比較第 III 相試験 (DELTA) 

研究代表者  川口知哉（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター） 

研究分担者  柴山卓夫 

研究費   \250,000 

 

平成 21 年度国立病院機構共同臨床研究採択課題 

NHOネットワーク共同研究 

 



 

神経・筋疾患 

神経･筋疾患患者の人工呼吸に関連したインシデント等に関する調査 (H21-NHO(神経)-01)(新規) 

研究代表者  尾方克久（国立病院機構東埼玉病院） 

研究分担者  永井太士 

研究費   \320,000 

 

血液疾患 

HCV 感染と悪性リンパ腫の発症リスクの解析 (H21-NHO(血液)-02)（新規） 

研究代表者  永井宏和（名古屋医療センター） 

研究分担者  竹内誠 

研究費   \150,000 

 

 

好中球減少症に持続性発熱を併発した患者に対する経験的抗真菌治療におけるイトラコナゾール注射剤

とアンホテリシン Bリポソーム製剤の多施設共同前向き無作為化比較試験 (H21-NHO(血液)-03)（新規） 

研究代表者  吉田功（国立病院機構四国がんセンター） 

研究分担者  竹内誠 

研究費   \200,000 

 

呼吸器疾患 

日本での医療施設関連肺炎(HCAP)の特徴を明らかにする初めての多施設共同研究－呼吸不全，急性憎悪

との関連性の新規エビデンスの確立－(H21-NHO(呼吸)-01)（新規） 

研究代表者  寺本信嗣（国立病院機構東京病院） 

研究分担者  多田敦彦 

研究費   \250,000 

 

高齢者結核の実態調査と治療マニュアル作成と宿主要因解析(H21-NHO(呼吸)-02)（新規） 

研究代表者  豊田恵美子（国立病院機構東京病院） 

研究分担者  多田敦彦 

研究費   \250,000 

 

多剤耐性結核･超薬剤耐性結核（XDR-TB）の実態調査及び迅速診断・迅速入院法・治療法（新しい化学

療法剤、外科療法等）(H21-NHO(呼吸)-03)（新規） 

研究代表者  岡田全司 （近畿中央胸部疾患センター） 

研究分担者  多田敦彦 

研究費   \250,000 

 

難治性結核（糖尿病合併結核･HIV 合併結核）の実態調査と対策、及び難治性結核予後診断法の開発

(H21-NHO(呼吸)-04)（新規） 

研究代表者  鈴木克洋 （近畿中央胸部疾患センター） 

 



 

研究分担者  多田敦彦 

研究費   \300,000 

 

神経・筋疾患 

新抗てんかん薬治療標準化に関する調査研究 (H19-政 I(神経)-01)（3 年目） 

研究代表者  井上有史（国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター） 

研究分担者  井上美智子 

研究費   \650,000 

 

筋萎縮性側索硬化症の認知機能障害に関する研究 (H19-政 I(神経)-02)（3 年目） 

研究代表者  溝口功一（国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター） 

研究分担者  信國圭吾 

研究費   \350,000 

 

急性脳炎･脳症後遺症における自己免疫病態 (H20-政 I(神経)-01)（2 年目） 

研究代表者  高橋幸利（国立病院機構静岡てんかん･神経医療センター） 

研究分担者  髙田 裕 

研究費   \500,000 

 

筋委縮性側索硬化症における髄液中バイオマーカーの探索 (H20-政 I(神経)-05)（2 年目） 

研究代表者  松尾秀徳（国立病院機構長崎川棚医療センター） 

研究分担者  坂井研一 

研究費   \400,000 

 

成育医療 

正常小児における部位別体組成の年齢別変動と成長ホルモン治療の影響に関する研究 (H20-政 I(成

育)-04（2 年目） 

研究代表者  久保俊英（国立病院機構岡山医療センター） 

研究分担者  水内秀次 

研究費   \250,000 

 

重症心身障害児（者） 

長期入院重症児と後方施設連携のあり方に関する研究：新たな連携体制と継続連携パスの検討 (H20-政

共(重心)-01)（2 年目） 

研究代表者  伊藤道徳（国立病院機構香川小児病院） 

研究分担者  井上美智子 

研究費   \450,000 

 

長期入院重症児と後方施設連携のあり方に関する研究：新たな連携体制と継続連携パスの検討 (H20-政

共(重心)-01)（2 年目） 

 



 

 

研究代表者  伊藤道徳（国立病院機構香川小児病院） 

研究分担者  有村温恵 

研究費   \450,000 

 

長期入院重症児と後方施設連携のあり方に関する研究：新たな連携体制と継続連携パスの検討 (H20-政

共(重心)-01)（2 年目） 

研究代表者  伊藤道徳（国立病院機構香川小児病院） 

研究分担者  近藤鈴江 

研究費   \450,000 

 

長期入院重症児と後方施設連携のあり方に関する研究：新たな連携体制と継続連携パスの検討 (H20-政

共(重心)-01)（2 年目） 

研究代表者  伊藤道徳（国立病院機構香川小児病院） 

研究分担者  須波紀久美 

研究費   \450,000 

 

重心病棟における高齢化と医療および post-NICU 導入における問題点と課題 (H20-政共(重心)-02)（2 年

目） 

研究代表者  中川義信（国立病院機構香川小児病院） 

研究分担者  髙橋清 

研究費   \500,000 

 

平成 21 年度指定研究 

新型インフルエンザ A(H1N1)に対するインフルエンザ HA ワクチンの安全性の研究 

研究代表者  岩田敏（国立病院機構東京医療センター） 

研究分担者  多田敦彦 

研究費   \3,610,000 
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