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1251
StageⅢ（Dukes’C)結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのカペ
シ  タビンの至適投与期間に関するランダム化第III相比較臨床試験

石曽根　聡 外科（１） 平成21年4月7日

1252 妊婦健診に関する調査～助産師外来導入後の継続調査 芳賀　亜紀子 看護学専攻 平成21年4月7日

1254
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する前向きコ
ホート研究（SURF-cohort）

宮川　眞一 外科学（１） 平成21年4月7日

1255
初発肝細胞癌に対する肝切除とラジオ波焼灼療法の有効性に関する多施設
共同並行群間無作為化比較試験（SURF-RCT）

宮川　眞一 外科学（１） 平成21年4月7日

1257
皮膚筋炎・多発筋炎に合併する急速進行性間質性肺炎に対するcyclosporin A
の持続静注療法

松田　正之 内科学（内科学第三） 平成21年4月4日

1259
長野県岡谷地区事業所の産業保健対策と労働者のメンタルヘルスに関する実
態調査

野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成21年4月7日

1260 オンラインの電子カルテ事例を用いた看護過程演習の評価 橋本　みづほ 看護学専攻 平成21年4月7日

1261 熟年体育大学を基盤とした遺伝子解析に基づく生活習慣病関連分子の測定 本田　孝行 病態解析病態診断学 平成21年4月7日

1262 各種ヨード染色液の染色効果と刺激性に関する検討 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成21年4月7日

1264
心房細動例における心原性塞栓症予防のためのワルファリン療法の実態と至
適PT-INR治療域の確立に関する多施設共同研究（J-RHYTHM Registry）

富田　威 循環器内科 平成21年5月12日

1265 後天性フィブリノゲン異常症の検討 高宮　脩 検査技術科学専攻 平成21年5月12日

1266 血管新生緑内障に対するインプラント手術（シャント装置による眼圧下降 北澤　憲孝 眼科学 平成21年5月12日

1267
慢性C型肝炎患者に対するインターフェロンα2bとリバビリン併用療法の効果と
安全性の検討

田中　榮司 内科学（内科学第二） 平成21年5月12日

1268 下肢血管内治療における抗血小板療法の検討 宮下　裕介 循環器内科 平成21年5月12日
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1269
介護老人福祉施設における看取り時の看護職・介護職の思い，連携強化に関
する研究

森田　　瞳 看護学専攻 平成21年5月12日

1270
「生活する高齢者」理解を強化した老年看護学実習による学習成果に関する研
究

牛田　貴子 看護学専攻 平成21年5月12日

1271
中高年者における速歩トレーニング期間中のタンパク質含有サプリメント摂取
が夜間・早朝時血圧に与える影響

能勢　博 個体機能学部門スポーツ医科学分野 平成21年5月12日

1272
術前化学療法、原発巣手術施行後、病理学的に腫瘍が残存している乳がん患
者を対象にした術後補助療法におけるCapecitabine単独療法の検討（第Ⅲ相
比較試験）

伊藤　研一 外科学（２） 平成21年5月12日

1273 乳癌術後の定期検査についてのアンケート調査 伊藤　研一 外科学（２） 平成21年5月12日

1274 筋力と動作能力の関連についての検討 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成21年5月12日

1275 Hyperacute GVHD症例の検討 高田　実 皮膚科学 平成21年6月2日

1276 広汎子宮全摘出術を受けた女性の排尿障害とQOL 坂口　けさみ 看護学専攻 平成21年6月2日

1277
アルポート症候群におけるIV型コラーゲンα鎖異常の免疫組織学的研究パラ
フィン切片での検討

江原　孝史 病理組織学 平成21年6月2日

1278 肝門部胆管癌における治癒切除後の再発部位と再発危険因子の検討 小林　聡 外科（１） 平成21年6月2日

1279 腹腔鏡補助下膵切除術 宮川　眞一 外科学（１） 平成21年6月2日

1280 急性低音障害型感音難聴における単剤治療効果の調査 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科 平成21年6月2日

1281 解剖実習屍体における尺骨神経の神経線維束走行の解剖学的研究 加藤　博之 運動機能学 平成21年6月2日

1282 心血管疾患における免疫調節機構と自律神経系の作用連関に関する研究 池田　宇一 臓器発生制御医学講座循環器病態学分野 平成21年6月1日
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1283
長野県における経皮的冠動脈インターベンションが適応となる透析患者を対象
とした、冠動脈薬物溶出性ステント植込み時のRotablatorによる前処置とバ
ルーンによる前処置の、多施設による前向き無作為化直接比較試験

宮下　裕介 循環器内科 平成21年6月2日

1284 エナメル上皮腫におけるコンドロイチン硫酸の発現に関する免疫組織学研究 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成21年6月2日

1285
ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）におけるIL-17およびsIL２レセプター測定
の意義についての検討

坂下　一夫 小児科 平成21年6月2日

1286
キャリア中期看護師教育支援プログラム「SUNDT院内版」の有用性に関する研
究

牛田　貴子 看護学専攻 平成21年6月2日

1287
末梢T細胞リンパ腫に対する自家および同種造血幹細胞移植の比較検討：日
韓共同調査研究

伊藤　俊朗 内科学（内科学第二） 平成21年6月2日

1288 低酸素下睡眠におけるブラキシズム発生頻度とそれに伴う循環動態の変化 能勢　博 個体機能学部門スポーツ医科学分野 平成21年6月2日

1289 タクロリムスの注射製剤から経口徐放性製剤への切り替えに関する検討 宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成21年6月2日

1290
小児難治性白血病に対するWT1ペプチド同種樹状細胞療法の安全性に関する
臨床研究【再審査】

塩原　正明 小児医学 平成21年6月2日

1291
手根管症候群患者における老人性全身性アミロイドーシスの有病率に関する
研究：学生実習用遺体における有病率

池田　修一 内科学(内科学第三)　 平成21年7月7日

1292 手根管症候と正中動脈の関連性の研究：学生実習用遺体における保有率 加藤　博之 運動機能学 平成21年7月7日

1293 膵嚢胞性疾患の長期予後の検討 新倉　則和 内科（２） 平成21年7月7日

1294 身体拘束となった精神疾患患者のケアを検討する―看護師の語りから― 下里　誠二 看護学専攻 平成21年7月7日

1295 患者が期待する患者同士のトラブル時の看護介入の検討 下里　誠二 看護学専攻 平成21年7月7日

1296 ヒト肺細動脈血管内皮細胞の培養と生物学的特性の解析 大橋　俊夫 器官制御生理学 平成21年7月7日



平成21年度信州大学医学部医倫理委員会　承認案件一覧

受付番号 研究課題名 実施責任者 所属　 承認日

1297 組織切片上における機能的MAdCAM-1分子検出法の確立 小林　基弘 臓器発生制御医学講座 分子病理学分野 平成21年7月7日

1298 小児悪性疾患の治療が口腔内におよぼす影響に関する研究 田中　美幸 医学教育・地域医療学 平成21年7月7日

1300 長野県における潜在看護師の現状および再就業意向に関する研究 小林　千世 看護学専攻 平成21年7月7日

1301
衝撃的出来事後の精神科看護チームへのサポートプログラム開発に関する研
究

谷本　桂 看護学専攻 平成21年7月7日

1302
呼吸不全患者に対する気管支鏡検査及び気管支肺胞洗浄において非侵襲的
人工呼吸を用いた安全性の確保

久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成21年7月7日

1304 高悪性度骨軟部腫瘍に対するカフェイン併用化学療法の臨床使用確認試験 青木　薫 整形外科 平成21年7月7日

1305 NK細胞腫瘍および関連T細胞腫瘍に関する多施設共同後方視研究 石田　文宏 内科学(内科学第二)　 平成21年7月7日

1306 子宮頸癌に対するPAM-5 療法の効果に関して 塩沢　丹里 産科婦人科学 平成21年7月7日

1307 胃・十二指腸・小腸に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術 小出　直彦 集中治療部 平成21年7月7日

1308 老化における体温調節の役割について 鈴木　悟 個体機能学部門加齢病態制御学分野 平成21年7月7日

1309 口腔癌の診断および治療に関する後方視的検討 栗田　　浩 歯科口腔外科学 平成21年7月7日

1310
高齢者施設での車いす選択のための基礎的研究：座幅の適合状況が操作性
に与える影響の検討

上村　智子 作業療法学専攻 平成21年7月7日

1311
ワルファリン服用患者の抜歯時における抗菌薬予防投与に関する研究　-ジス
ロマックSRの有用性および安全性の検討-

栗田　　浩 歯科口腔外科学 平成21年7月7日

1312 看護ケアの継続的質向上を目指したアウトカムマネジメントに関する研究 上條　優子 看護学専攻 平成21年7月7日
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1313 わが国における心臓腫瘍の臨床的研究 天野　純 外科学（外科学第二） 平成21年7月7日

1315 聴覚障害児の療育等により言語能力等の発達を確保する手法の研究 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成21年8月4日

1316 腹腔鏡下腎部分切除術の治療成績に関する多施設共同研究 石塚　修 泌尿器科学 平成21年8月4日

1317 慢性膵炎と膵癌の関連性についての調査研究 川　茂幸 健康安全センター 平成21年8月4日

1318
急性膵炎の早期診断と重症化予知に関する尿中trypsinogen-2測定の有用性
に関する多施設共同臨床研究

川　茂幸 健康安全センター 平成21年8月4日

1319 Gd-EOB-DTPA 造影MRIを用いたコンピューター支援診断システムの開発 上田　和彦 画像医学 平成21年8月4日

1320 低線量CTにおける画質改善 上田　和彦 放射線部 平成21年8月4日

1321 悪性神経膠腫におけるRECKおよびADAM10の発現と臨床的検討 酒井　圭一 脳神経外科学 平成21年8月4日

1322
長野県内訪問看護ステーションにおける多職種チームワークとコミュニケーショ
ンの関連

横川　吉晴 理学療法学専攻 平成21年8月4日

1323 回復期リハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者の予後調査 埴原　秋児 作業療法学専攻 平成21年8月4日

1324
生活習慣病の家族歴と遺伝要因に関する知識が患者の行動変容に及ぼす影
響の研究

福嶋　義光 遺伝医学・予防医学 平成21年8月4日

1325 胃腫瘍におけるαG1cNAc 糖鎖の発現解析 中山　淳 臓器発生制御医学講座分子病理学分野 平成21年8月4日

1326 特発性肺線維症に対するピルフェニドン治療の作用機序についての研究 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成21年8月4日

1328 クーリングが外乱に対する長潜時反射と反応性抗力に及ぼす影響 木村　貞治 理学療法学専攻 平成21年8月4日
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1329 膵癌臨床検体でのバイオパンニングによる癌特異的結合ペプチドの同定 宮川　眞一 外科学（外科学第一）　 平成21年8月4日

1330
 TGFβ2型受容体遺伝子異常症における大動脈弁輪拡張症に対するロサルタ
ン療法前後での血中TGFβ値の比較及び大動脈壁のLAPβ1，活性型TGFβ
1，リン酸化Smad2/3の解析

赤澤　陽平 新生児科（小児科） 平成21年8月4日

1331 洗浄血小板による輸血副作用予防に関する検討 下平　滋隆 輸血部 平成21年8月4日

1332 自己血採血時における経口補水液の有効性の検証 下平　滋隆 輸血部 平成21年8月4日

1334 前壁内頚動脈傍床状突起部動脈瘤の手術治療方法に関す研究 堀内　哲吉 脳神経外科 平成21年9月8日

1335 新生脳動脈瘤における臨床学的特徴を明らかにする研究 堀内　哲吉 脳神経外科 平成21年9月8日

1337 小児における洗浄血小板による輸血副作用予防に関する検討 下平　滋隆 輸血部 平成21年9月8日

1338 膵管内乳頭粘液産生腫瘍における糖鎖の発現解析 中山　淳 臓器発生制御医学講座分子病理学分野 平成21年9月8日

1339 過去に「がん」を患った方の運動処方による身体的・精神的指標の改善効果 能勢　博 個体機能学部門スポーツ医科学分野 平成21年9月8日

1340
Acute respiratory distress syndrome(ARDS)における好中球の細胞骨格の変
化、F-アクチンについての研究

久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成21年9月8日

1341
口腔粘膜癌におけるヨードグリセリン液及びトルイジンブルーを用いた生体染
色の染色機序に関する検討

栗田　浩 歯科口腔外科学 平成21年9月8日

1342 脊椎手術患者における静脈血栓塞栓症の検討 平林　洋樹 運動機能学 平成21年9月8日

1343 極低出生体重児に対するビフィズス菌投与の有効性の研究 馬場　淳 小児医学 平成21年9月8日

1344 母指MP関節の角度計測における電気角度計の信頼性 加藤　博之 運動機能学 平成21年9月8日
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1346
急性リンパ性白血病患者に対する中等量VP-16，シクロフォスファミド，全身放
射線照射（Medium-dose VP/CY/TBI）前処置を用いた同種造血幹細胞移植法
の有用性の検討

伊藤　俊朗 内科学（内科学第二） 平成21年9月8日

1347
統合失調症患者に対する入院治療・早期リハビリテーションの効果測定に向け
た研究

小林　正義 作業療法学専攻 平成21年9月8日

1348 電気けいれん療法施行患者に対する作業療法の効果 小林　正義 作業療法学専攻 平成21年9月8日

1349
手術不能進行及び術後再発非小細胞肺癌患者に対するPemetrexed/CDGP療
法における用量設定試験および安全性確認試験

吉田　和夫 外科（２） 平成21年9月8日

1350 血管型エーラスダンロス症候群の実態把握および治療指針の確立 古庄　知己 遺伝子診療部 平成21年9月8日

1351 医学部医学科３年次生　衛生学公衆衛生学実習３ 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成21年9月8日

1352 新型インフルエンザ対応DS2マスクの有効な使用方法に関する調査 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成21年9月8日

1353 iPS細胞を用いた遺伝性内耳性難聴病態の解析【再審査】 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成21年9月8日

1354 アミノ酸補助食品摂取が中高年登山時の運動能に及ぼす影響 能勢　博 個体機能学部門スポーツ医科学分野 平成21年9月8日

1355
夜間頻尿を有するOAB患者におけるN-QOLを用いたイミダフェナシンの有用性
の検討【公開用課題名：夜間頻尿を有するOAB患者における治療薬の有用性
とQOL調査）】

西澤　　理 泌尿器科学 平成21年10月6日

1356 COPD増悪に対するジスロマック○RSRの効果の検討 久保　惠嗣 内科学(内科学第一)　 平成21年10月6日

1357
実用型表在性皮膚腫瘍非侵襲性診断装置（ハイパースペクトラルイメー
ジャー）の臨床評価【医療機器】

古賀　弘志 皮膚科 平成21年10月6日

1359
コンピューターによる画像解析により頭蓋骨表面構造物とシルビウス裂との相
関性を明らかにする研究

村田　貴弘 脳神経外科学 平成21年10月6日
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1360 Gd-EOB-DTPAを用いた造影MRIにおける至適撮像法に関する研究 角谷　眞澄 画像医学 平成21年10月6日

1361
埋込型除細動器植込み患者の在宅モニター多施設共同前向き研究（J-Home
ICD）

富田　威 循環器内科 平成21年10月6日

1362 癌の軟部組織転移症例に関する臨床病理学的検討 吉村　康夫 整形外科 平成21年10月6日

1363 関節リウマチ肘に対する工藤式（Kudo type-5）人工肘関節置換術の予後調査 加藤　博之 運動機能学 平成21年10月6日

1364
肺癌に対するＣＴ検診にかかわる研究；検診実施の適当間隔の検討、精密ＣＴ
検査における画像データ集計用試作プログラムの性能評価、精密検査ＣＴ像に
示されるＣＴ所見の検討など

吉田　和夫 外科学(外科学第二) 平成21年10月6日

1365 スニチニブの血中濃度と効果・副作用との相関性検証研究 大森　栄 薬剤部 平成21年10月6日

1366
肘部管症候群患者に合併したガングリオンの診断における、臨床像、超音波診
断、MRI有用性の比較

加藤　博之 運動機能学 平成21年10月6日

1367
IgG4+MOLPS（IgG4関連多臓器リンパ増殖症候群）、Castleman病その他の多
クローン性高γグロブリン血症の鑑別診断のための多施設共同前方視的臨床
研究

濱野　英明 内科学（内科学第二） 平成21年10月6日

1368 高齢者の記憶を補うアラーム付き薬入れの有効性の研究 上村　智子 作業療法学専攻 平成21年10月6日

1370
2つの隣接した脳幹部海綿状血管種を１つの経路から摘出した一例の症例報
告

村田　貴弘 脳神経外科学 平成21年11月10日

1371
コンピューターによる３次元MRI画像作成し，術前の病変（脳動静脈奇形）の描
出画像と実際の手術所見との相関性を明らかにする研究

村田　貴弘 脳神経外科学 平成21年11月10日

1372 血漿中Dダイマー測定における抗体クローン反応性の検討 菅野　光俊 臨床検査部 平成21年11月25日

1373 虚弱高齢者を対象とした課題指向型運動指導プログラムの有効性の検討 横川　吉晴 理学療法学専攻 平成21年11月10日

1374
カルシフィラキシー（Calciphylaxis）の診断・治療に関わる調査・研究における、
カルシフィラキシーの診断基準作成のための臨床データおよび皮膚病理所見
に関する後ろ向き研究

久保　仁美 皮膚科 平成21年11月10日
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1375 神経因性排尿筋過活動に対するA型ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法の検討 西澤　　理 泌尿器科学 平成21年11月10日

1380
B型肝炎ジェノタイプA型感染の慢性化など本邦における実態とその予防に関
する研究

梅村　武司 内科学（内科学第二） 平成21年11月10日

1381 肺腺維症合併肺気腫症例の臨床的特徴について 北口　良晃 内科（１） 平成21年11月10日

1382
長時間作用性気管支拡張薬にても労作時息切れが残存する中等症以上の
COPDに対する短時間作用性気管支拡張薬のadd‐on効果について

藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成21年11月10日

1383
気管支喘息および慢性閉塞性肺疾患の診断および鑑別診断における非侵襲
的検査法の確立

藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成21年11月10日

1385
手内筋機能評価方法の再現性の検討～江川徴候と徒手筋力検査法（MMT）に
ついて～

加藤　博之 運動機能学 平成21年11月10日

1386
学生のピア学習とユニフィケーションを生かした学生支援による卒業前技術研
修の効果についての研究

橋本　みづほ 看護学専攻 平成21年11月10日

1387 大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術 田中　榮司 内科学（内科学第二） 平成21年11月10日

1388
症候性腎動脈狭窄症におけるVH IVUSによる腎動脈プラークの性状評価と、
腎動脈形成術の急性期治療効果の検討。多施設前向きレジストリー（CRISIS
RAS）

宮下　裕介 循環器内科 平成21年11月10日

1389 アクチン調節タンパク質phactrの組織化学的研究 佐野　健司 臨床検査部 平成21年12月8日

1390 乳癌・甲状腺癌におけるYB-1発現および他の因子との関係についての解析 伊藤　研一 外科学（外科学第二） 平成21年12月8日

1391 安全な手根管内注射部位の決定 内山　茂晴 運動機能学 平成21年12月8日

1392 H.pyloriの胃上皮細胞への接着に関する研究 本田　孝行 病態解析診断学 平成21年12月8日

1393 肺気腫における肺胞構造の破壊に関する病理学的検討 本田　孝行 病態解析診断学 平成21年12月8日



平成21年度信州大学医学部医倫理委員会　承認案件一覧

受付番号 研究課題名 実施責任者 所属　 承認日

1394 気管支肺胞洗浄液（BALF）におけるThinlayer法の検討 小林　幸弘 臨床検査部 平成21年12月8日

1395 肩腱板断裂に対する術後長期成績 石垣　範雄 運動機能学 平成21年12月8日

1396 肩腱板断裂における腱板付着部の骨密度の検討 石垣　範雄 リハビリテーション部 平成21年12月8日

1397
前立腺肥大症に伴う排尿障害に対するナフトピジルの臨床効果－睡眠に与え
る影響の検討－

西澤　　理 泌尿器科学 平成21年12月8日

1398 血液中ペリオスチン濃度の測定 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成21年12月8日

1399 T/NK細胞リンパ腫・白血病における血清腫瘍関連蛋白の検討 石田　文宏 内科学（内科学第二） 平成21年12月8日

1400
多施設共同ランダム化介入比較試験「自己免疫性膵炎の再発に対するステロ
イド維持療法の有用性についての臨床試験」

濱野　英明 内科学（内科学第二） 平成21年12月8日

1401
プラチナ／タキサン感受性再発Mullerian carcinoma（上皮性卵巣癌、卵管癌、
腹膜癌）に対するWeekly Paclitaxel+Weekly Carboplatin療法の第II相試験

堀内　晶子 産科婦人科学 平成21年12月8日

1403

EGFR遺伝子変異（－）および不明の進行・再発非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
に対するペメトレキセド（ALM）/シスプラチン（CDDP）/ベバシズマブ（Bev）併用
化学療法およびその後の維持療法ペメトレキセド（ALM）・ベバシズマブ（Bev）
投与の検討〔臨床第II相試験〕

小泉　知展 包括的がん治療学 平成21年12月8日

1404 自己免疫性内耳障害の病態生理の解明と治療効果に関する後ろ向き研究 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成21年12月8日

1405 小児重症筋無力症における制御性T細胞の解析 西村　貴文 小児科 平成21年12月8日

1406 表皮縫合を行わない創閉鎖の有用性に関する検討 天正　恵治 運動機能学 平成21年12月8日

1407 下肢発生骨軟部腫瘍術後の深部静脈血栓症スクリーニング 吉村　康夫 整形外科 平成21年12月8日
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1408
下肢人工関節置換術後の肺塞栓症および深部静脈血栓症の予防とスクリーニ
ング検査の有用性の検討

森岡　　進 整形外科 平成21年12月8日

1409
高位脛骨骨きり術（opening wedge high tibial osteotomy）に用いた人工骨の術
後変化の検討

青木　哲宏 整形外科 平成21年12月8日

1410 看護職員を対象にしたインターバル速歩指導と栄養指導の併用効果の検証 伊藤　寿満子 看護部 平成21年12月8日

1411 超音波顕微鏡によるヒト骨組織の力学的特性評価 加藤　博之 運動機能学 平成21年12月8日

1412 超音波顕微鏡によるヒトenthesis部の力学的特性評価 加藤　博之 運動機能学 平成21年12月8日

1413
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「正常圧水頭症の疫
学・病態と治療に関する研究」班会議　特発性正常圧水頭症の前向き観察研
究-Japan ShuntRegistry of iNPH-

本郷　一博 脳神経外科学 平成21年12月8日

1415 肺癌根治手術時に実施した胸腔内洗浄細胞診陽性例の疫学調査 吉田　和夫 外科（２） 平成22年1月5日

1416
EGFR遺伝子変異を有する進行・再発非小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単剤
初期投与およびペメトレキセド（AML）/シスプラチン（CDDP）併用化学療法維持
療法の検討〔臨床第II相試験〕

小泉　知展 包括的がん治療学 平成22年1月5日

1417 早期慢性膵炎および慢性膵炎疑診断例の前向き予後調査 川　　茂幸 健康安全センター 平成22年1月5日

1418 気管支肺胞洗浄液（BALF）におけるThinlayer法の検討 小林　幸弘 臨床検査部 平成22年1月5日

1419 健常者の指MP関節機能的関節可動域の検討 加藤　博之 運動機能学 平成22年1月5日

1420 健常者の母指IP関節機能的可動域の電気角時計による検討 加藤　博之 運動機能学 平成22年1月5日

1421 健常者の母指MP関節可動域と第一中手骨頭の形態の関連についての検討 加藤　博之 運動機能学 平成22年1月5日

1422 片側難聴の患者様に対するアンケート調査について 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成22年1月5日
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1423 エックス線複数回撮影の有用性と問題点に関する研究 上田　和彦 放射線部 平成22年1月5日

1424
画像保存通信システムとコンピューター支援診断の統合画像診断システムの
開発

上田　和彦 放射線部 平成22年1月5日

1425
早期末梢型肺癌に対するアブレーションカテーテルを用いた気管支鏡下腫瘍
焼灼術

久保　惠嗣 呼吸器・感染症内科 平成22年1月5日

1426 胸腺癌におけるWT1発現の免疫組織学的検討 立石　一成 がん総合医療センター 平成22年1月5日

1427 骨頭径の変化による人工股関節脱臼抑制効果の検討 森岡　　進 整形外科 平成22年1月5日

1428 肝内胆管癌におけるNotch発言とメカニズムについての組織学的検討 宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成22年1月5日

1429 包括的暴力防止プログラムにおける実践的妥当性に関する研究 下里　誠二 看護学専攻 平成22年1月5日

1430
全自動蛍光免疫測定装置ミュータスワコーi30を用いたAFP-L3・PIVKAII測定の
臨床的有用性の評価

熊谷　俊子 臨床検査部　 平成22年1月5日

1431
重症虚血肢患者を対象とした鼡径靭帯以下動脈領域における末梢血管内治
療（EVT）に関する多施設による12ヶ月追跡調査

宮下　裕介 循環器内科 平成22年1月5日

1432
消化器外科手術における皮下閉鎖式吸引ドレーン留置ならびに真皮縫合によ
る手術部位感染予防効果に関する無作為化比較試験

宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成22年1月5日

1433 小児屈筋腱zone2損傷に対する腱移植後の長期成績 加藤　博之 運動機能学 平成22年1月5日

1434 マイクロサージェリーのための術者支援ロボットの開発 本郷　一博 脳神経外科学 平成22年2月2日

1435 自己免疫性膵炎患者におけるHeicobacter Pylori感染率の検討 濱野　英明 内科学（内科学第二） 平成22年2月2日

1436 オムツ着用時のサーモグラフィによる皮膚温の変化の検証 東　里江 看護部 平成22年2月2日
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1437 ヒト前癌及び癌組織におけるsenescenceの発現解析 児玉　　亮 分子細胞生化学 平成22年2月2日

1438 ペルフルブタン使用における腎臓の血流評価 塚田　渉 血液浄化療法部 平成22年2月2日

1442 長野県松本広域圏における心肺停止者の予後調査 岩下　具美 救急集中治療医学 平成22年2月2日

1443 軟骨肉腫における術前悪性度診断 吉村　康夫 整形外科 平成22年2月2日

1444 前十字靭帯脛骨付着部の解剖学的検討 天正　恵治 運動機能学 平成22年2月2日

1447 COPD患者における熟大メイトを用いた体力測定および生活活動計測の検討 花岡　正幸 内科学（内科学第一） 平成22年2月2日

1448
QOLの改善を目的としたリンパ脈管筋腫症に対するシロリムスの長期投与に
関する多施設共同臨床試験

久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成22年2月2日

1449
呼気中ケトン体検出量の測定と血液および尿中ケトン体検出量との相関の検
討

野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成22年2月2日

1450
暑熱負荷時におけるヒト皮膚交感神経活動の中心循環血液量増加に対する反
応

能勢　　博 個体機能学部門スポーツ医科学分野 平成22年2月2日

1454
肺癌術後患者における核酸代謝関連酵素の発現と代謝拮抗剤の予後に及ぼ
す影響に関する研究

天野　純 外科学（外科学第二） 平成22年3月2日

1455 全身麻酔中の聴覚誘発電位変化に関する、全身麻酔患者を対象とした研究 田中　聡 麻酔科蘇生科 平成22年3月2日

1456
レボブピバカインによる腹横筋膜面ブロック後の鎮痛効果と安全性に関する全
身麻酔患者を対象とした試験

田中　聡 麻酔科蘇生科 平成22年3月2日

1459
原発性全身性ALアミロイドーシスにおける治療前後での消化管アミロイド沈着
量の変化

松田　正之 内科学（内科学第三） 平成22年3月2日

1460
口腔腫瘍切除後の粘膜欠損に対するポリグリコール酸（PGA）シートとフィブリ
ン糊による創面被覆法の有用性に関する検討

栗田　　浩 歯科口腔外科学 平成22年3月2日
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1461 バレット上皮の組織学的悪性度診断基準の確立 中山　淳 臓器発生制御医学講座分子病理学分野 平成22年3月2日


