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受付番号 研究課題名 実施責任者 所属　 承認日

1972
上眼瞼を含んだ眼部打撲による三叉神経第一枝固有知覚枝の損傷による前
頭筋麻痺

伴　碧 形成再建外科学 平成24年4月3日

1973 自己免疫性膵炎の長期経過における慢性膵炎移行への検討 新倉　則和 内視鏡センター 平成24年4月3日

1974
未治療多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植後の強化療法及び維持
療法に関する有効性と安全性の検討

石田　文宏 内科学（内科学第二） 平成24年4月3日

1975 骨傷の無い頚髄損傷に対する椎弓形成術の検討 髙橋　淳 整形外科 平成24年4月3日

1976 自己免疫性膵炎における下部胆管病変の検討 村木　崇 内科学（内科学第二） 平成24年4月3日

1977 大学生の生活習慣病予防の調査・研究 本郷　実 看護学専攻 平成24年4月3日

1978
B型肝炎ウイルスキャリアの急性増悪による重症肝炎に対する早期免疫抑制
療法の劇症化予防に関する調査研究

梅村　武司 内科学（内科学第二） 平成24年4月3日

1979 食道癌における癌幹細胞マーカーの発現と予後の関係 小出　直彦 外科学（外科学第一） 平成24年4月3日

1980
家族レジリエンスを強化する看護介入の効果　－施設入所を回避し自宅に退
院した事例の検討－

牛田　貴子 看護学専攻 平成24年4月2日

1981
radial VIBE法を用いた腹部実質臓器および腫瘤性病変の血流評価に関する研
究

藤永　康成 放射線科 平成24年4月2日

1982 中学生におけるピロリ菌感染率と胃粘膜健康度に関する疫学研究 中山　佳子 小児科 平成24年4月2日

1983
ポドプラニンの細胞種による糖鎖修飾の違いと、それを利用した胸膜中皮腫と
肺腺癌の鑑別法の検討

小林　基弘 分子病理学分野 平成24年4月3日

1985
血糖変動が急性心筋梗塞後の梗塞範囲および心血管イベントに与える影響の
検討

熊崎　節央 循環器内科 平成24年4月3日

1986 多発筋炎／皮膚筋炎の臨床像に関する研究 松田　正之 難病診療センター 平成24年4月3日
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1988
胸膜癒着術が不成功であった癌性胸水貯留を合併する非扁平上皮非小細胞
肺癌に対するPemetrexed/Carboplatin/Bevacuzmab併用療法の有用性を検討するた
めの第Ⅱ相試験

久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成24年4月3日

1989 ガドリニウム鼓室内投与による内耳病態の検索 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成24年4月3日

1990
変形性関節症および関節リウマチ患者におけるＣＣＮ遺伝子ファミリーおよび
サイトカインの発現解析

中村　幸男 整形外科 平成24年5月8日

1991
本邦における胸腺上皮性腫瘍に対する外科治療成績の解析を目的としたデー
タベース構築

吉田　和夫 外科学（外科学第二） 平成24年5月8日

1992
自殺関連行動のため信州大学医学部附属病院高度救命救急センターを受診
した患者に関する検討

矢﨑　健彦 精神科 平成24年5月8日

1993
肝動脈化学塞栓療法施行前Gd-EOB-DTPA造影MRIによる残肝予備能評価の
有用性の検討

山田　哲 放射線科 平成24年5月8日

1994 光干渉断層計を使用した視路疾患による網膜神経線維層減少の検討 黒川　徹 眼科学 平成24年5月8日

1995 高齢者の歩行能力維持のための介入研究 横川　吉晴 理学療法学専攻 平成24年5月8日

1996
慢性腎臓病（透析患者を含む）患者における生命予後に関わる因子の検討・解
析

上條　裕司 内科学（内科学第二） 平成24年5月8日

1997 学校検診におけるヘリコバクター・ピロリ感染診断の導入の意義 横澤　秀一 内科学（内科学第二） 平成24年5月8日

1998 重症アデノウイルス感染症に対するシドフォビア（Cidofovir）治療 伊藤　俊朗 内科学（内科学第二） 平成24年5月8日

1999 気分障害患者等の社会的機能回復を予測する因子の同定 鷲塚　伸介 精神医学 平成24年5月8日

2000
重症先天性好中球減少症に対する同種造血幹細胞移植術の方法および治療
成績の推移

中沢　洋三 小児医学 平成24年5月8日

2001
移植後出血性膀胱炎（HC)に対する標準的予防法・早期治療法の確立に向け
た抗ウイルス薬のHC発症抑制効果に関する検討

中沢　洋三 小児医学 平成24年5月8日
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2002 治験参加患者来院時対応におけるiPadの有用性に関する検討 伊藤　美栄 信州メディカルシーズ推進室 平成24年5月8日

2003 悪性疾患等の治療に伴う精子凍結保存の有用性に関する検討 岡　賢二 産婦人科 平成24年5月8日

2004 高齢者進行非小細胞肺がんに対するTS-1単剤化学療法の検討 小泉　知展 包括的がん治療学 平成24年5月8日

2005 難治性小児がんに対する遺伝子改変T細胞療法の開発 中沢　洋三 小児医学 平成24年5月8日

2006 被覆人工血管（J-Graft　SHIELD　NEO）の有用性に関する臨床評価 高野　環 外科学（外科学第二） 平成24年6月5日

2007 発熱性好中球減少症に対するグレースビット錠の有効性と安全性 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成24年5月8日

2008 腎生検に対する新しいプレパレーションの効果 竹内　沙弥香 看護部 平成24年5月8日

2009
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダム化比較
第Ⅲ相試験

伊藤　研一 外科学（外科学第二） 平成24年5月8日

2010 小児神経疾患患者からのiPS細胞の樹立と神経・グリアへの分化誘導 本林　光雄 小児科 平成24年5月8日

2011
甲状腺未分化癌に対するWeekly paclitaxelによる化学療法の認容性、安全性
に関する前向き研究（ATCCJ-TXL-P2)

伊藤　研一 外科学（外科学第二） 平成24年5月8日

2012 長野県行政保健師の保健分野地域アセスメントに関する研究 奥野　ひろみ 看護学専攻 平成24年6月5日

2013 呼吸器外科学手術における自動縫合器安全性に関する実態調査 吉田　和夫 外科（２） 平成24年6月5日

2014
KRAS野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法mFOLFOX6と
周術期化学療法mFOLFOX6+セツキシマブの第Ⅲ相ランダム化比較試験

宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成24年6月5日

2015 人工膝関節術後にsnapping pes syndromeを生じた１例 天正　惠治 運動機能学 平成24年6月5日
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2016 腎癌におけるmTORの発現と腫瘍再発の関連性に関する研究 中山　淳 分子病理学 平成24年6月5日

2017 被覆人工血管（J-Graft　SHIELD　NEO）の有用性に関する臨床評価 高野　環 外科学（外科学第二） 平成24年6月5日

2018
新生児期における正期産児の呼吸・循環動態ならびに自律神経機能の変化に
関する研究

徳武　千足 看護学専攻 平成24年6月5日

2019 妊娠・分娩・産褥経過に伴う母児の自律神経機能の変化に関する研究 近藤　里栄 看護学専攻 平成24年6月5日

2020 妊婦の不安が妊娠・分娩・産褥および児への愛着に及ぼす影響 近藤　里栄 看護学専攻 平成24年6月5日

2021 通院患者の相談ニーズに関する調査 池上　俊彦 医療福祉支援センター 平成24年6月5日

2022
小児急性骨髄性白血病（AML）初回骨髄再発例および寛解導入不能例に対す
るFludarabineを含む寛解導入療法の有効性と安全性を検討する他施設共同
第Ⅱ相臨床試験（AML-R11）

小池　健一 小児医学 平成24年6月5日

2023 小児固形腫瘍観察研究実施計画書 小池　健一 小児医学 平成24年6月5日

2024
ダウン症候群に発症した急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の実施可能
性とその有用性を探索するパイロット試験

小池　健一 小児医学 平成24年6月5日

2025
Westmead Home Assesment 日本語版の検者間信頼性の検証　～高齢者のた
めの住まいの評価の開発～

上村　智子 作業療法学専攻 平成24年6月5日

2026 頚動脈狭窄症患者を対象とした頚動脈ステント留置術の安全性評価 宮下　裕介 循環器内科 平成24年6月5日

2027
悪性神経膠腫に対する樹状細胞ワクチン療法後のWT1ペプチド療法の前向き
臨床研究

酒井　圭一 脳神経外科学 平成24年6月5日

2028 Shoulder36を用いた肩関節疾患患者に対するアンケート調査 畑　幸彦 リハビリテーション部 平成24年6月5日

2029 運動が睡眠時間と起床時の体調の改善に及ぼす効果の研究 能勢　博 スポーツ医科学 平成24年6月5日
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2030 セルフ式歩行テストによる新しい体力測定方法の開発 能勢　博 スポーツ医科学 平成24年6月5日

2031
人工心肺離脱時、心収縮の同期性に与えるプロポフォール及び吸入麻酔薬の
影響

川眞田　樹人 麻酔蘇生学 平成24年6月5日

2032 肺ＭＡＣ症の臨床経過と血清学的診断法の比較検討 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成24年7月3日

2033 オノアクトによる気管挿管時の循環動態抑制効果の検討 川股　知之 麻酔蘇生学 平成24年7月3日

2034 脳神経減圧術術後成績調査におけるデータベース登録 本郷　一博 脳神経外科学 平成24年7月3日

2035
脳動脈瘤塞栓術におけるHydrogel coilの塞栓効果に関する多施設共同無作為
化比較試験

長島　久 脳血管内治療センター 平成24年7月3日

2036 新規蛍光プローブによる口腔癌検出の検討 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成24年7月3日

2037 肘部管症候群術前評価法の検者内および検者間信頼性の検討 内山　茂晴 運動機能学 平成24年7月3日

2038
日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影MRI　～肝細胞造影相における
肝エンハンスメントと肝機能に関わる臨床検査項目との相関性ならびに肝細胞
造影相撮像タイムポイントに関する検討～

藤永　康成 放射線部 平成24年7月3日

2039
イオパミロン注を使用した腹部CTおよび冠動脈CT検査における投与ヨード量と
造影効果に関する観察研究

藤永　康成 放射線部 平成24年7月3日

2040 高齢者における経皮的冠動脈形成術の予後検討 三浦　崇 循環器内科 平成24年7月3日

2041 ランドマーク法による鎖骨下静脈穿刺の安全性に関する解剖学的研究 川岸　久太郎 人体構造学 平成24年7月3日

2042 異型脂肪腫様腫瘍/高分化型脂肪肉腫における画像評価と手術成績 鬼頭　宗久 運動機能学 平成24年7月3日

2043 白内障手術後の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究 京本　敏行 眼科 平成24年7月3日
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2044
眼科診療の検査結果について学会や学術誌で発表する可能性がある旨の患
者説明

山本　裕香 眼科 平成24年7月3日

2045
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8ml特定使用成績調査（クローン病を対象とした
長期使用に関する調査）におけるWPAI：CDのアンケート調査

菅　智明 内科学（内科学第二） 平成24年7月3日

2046 抗菌薬の使用法が緑濃菌耐性化に及ぼす影響 大森　栄 薬剤部 平成24年7月3日

2047
慢性腎臓病（透析患者・移植患者を含む）患者における生命予後・疾病発症に
関わる因子の検討・解析

上條　祐司 内科学（内科学第二） 平成24年7月3日

2048
未治療多発性骨髄腫に対する初回治療後のボルテゾミブ維持療法に関する有
効性と安全性の検討

石田　文宏 検査技術科学専攻 平成24年7月3日

2049
多発性骨髄腫に対する新規治療薬導入後の同種造血幹細胞移植療法に関す
る多施設共同後方視的調査研究

石田　文宏 検査技術科学専攻 平成24年7月3日

2050 特発性側弯症に対する脊椎固定システムを使用した無作為化比較試験 髙橋　淳　 整形外科 平成24年7月3日

2051 掌蹠色素細胞母斑の３次元的病理組織像の解析 奥山　隆平 皮膚科学 平成24年7月3日

2052
母指ＣＭ関節症に対するプレートを用いた関節固定術の長期治療成績：後ろ向
き研究

林　正徳 整形外科 平成24年7月3日

2053
ゲフィチニブ単独療法増悪後のＥＧＦＲ遺伝子変異陽性高齢者進行非小細胞
肺癌に対するドセタキセル単独療法とドセタキセル・ゲフィチニブ併用療法のラ
ンダム化比較第Ⅱ相試験

立石　一成 呼吸器・感染症内科 平成24年7月3日

2054
神経軸索スフェロイドを伴う遺伝性びまん性白質脳症（ＨＤＬＳ）の細胞内シグ
ナル伝達異常の解明

池田　修一 内科学（内科学第三） 平成24年7月3日

2054
ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術　原発性若しくは転移
性肝がん又は肝良性腫瘍

宮川　眞一 外科学（外科学第１ 平成24年8月6日

2055 ＳＤ－ＯＣＴによる網膜光凝固斑の経時的評価 村田　敏規 眼科 平成24年8月6日

2056
ＣＯＰＤ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　Ｔｅｓｔ（ＣＡＴ）の簡便性、有用性に関するアンケート調
査

安尾　将法 内科学（内科学第一） 平成24年8月6日
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2057 コンピューター支援リウマチ頸椎再建術の中期成績 高橋　淳 整形外科 平成24年8月6日

2058 骨盤臓器脱患者における経直腸超音波検査の役割に関する臨床研究 皆川　倫範 泌尿器科 平成24年8月6日

2059 難病支援に取り組む保健所保健師の変化と課題に関する研究 高橋　宏子 看護学専攻 平成24年8月6日

2060 虚血性心疾患と睡眠呼吸障害における酸化ストレスとプラーク性状の評価 日置　紘文 循環器内科 平成24年8月6日

2061
看護師による口腔ケアの有用性についての検討　～口腔嚥下チーム介入前後
の比較～

宮坂　由紀乃 看護部 平成24年8月6日

2062
信州大学附属病院におけるMarfan症候群および類縁大動脈疾患の診療実態
に関する研究　－遺伝カウンセリングの有用性について－

古庄　知己 遺伝子診療部 平成24年8月6日

2063
根治手術が実施された上部尿路癌におけるリンパ節郭清術の意義と術後の膀
胱再発に関する調査研究

横山　仁 泌尿器科 平成24年8月6日

2064 子宮頸部粘液性腺癌における「胃型腺癌」についての調査研究pilot study 宮本　強 産科婦人科 平成24年8月6日

2065 グループホームで暮らす認知症高齢者のＱＯＬと関連する因子の検討 埴原　秋児 作業療法学専攻 平成24年8月6日

2066
重篤呼吸器疾患患者におけるEndotoxin Activity Assay法によるエンドトキシン
活性の測定

市山　崇史 呼吸器・感染症内科 平成24年8月6日

2067 健常者の肘部尺骨神経超音波検査の検討（肘部管症候群患者との比較） 加藤　博之 運動機能学 平成24年8月6日

2068 足関節内反方向への突発的な外乱刺激に対する反応性トレーニングの効果 木村　貞治 理学療法学専攻 平成24年8月6日

2069
ステロイド抵抗性小児ネフローゼ症候群を対象とした、シクロスポリン+プレドニ
ゾロン併用療法とコハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム+シクロスポリン+プレ
ドニゾロン併用療法の多施設共同非盲検ランダム化比較試験

野田　俊輔 小児科 平成24年8月6日

2070 呼吸器疾患に合併した肺高血圧症の診断と治療法の確立 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成24年8月6日
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2071 持続血糖モニタリングを利用した糖尿病治療法の評価 山崎　雅則 創薬科学講座（連携講座） 平成24年8月6日

2072
２型糖尿病患者における持続血糖モニタリングを用いた血糖降下薬の効果と
安全性の検討

山崎　雅則 創薬科学講座（連携講座） 平成24年8月6日

2073 健常高齢者の模擬運転特性と認知機能との関係 小林　正義 作業療法学専攻 平成24年8月6日

2075
親及び家庭の食習慣が子どもの成長（顎口腔系の発育、生活習慣病、精神活
動）に与える影響の検討

栗田　浩 歯科口腔外科学 平成24年8月6日

2076 肺気腫自動解析ソフトを用いたＣＴ肺気腫の経年変化に関する研究 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成24年8月6日

2077
信州大学医学部附属病院遺伝子診療部における遺伝性神経筋疾患の発症前
診断の実績の解析

関島　良樹 遺伝子診療部 平成24年8月6日

2078 小児の過活動膀胱患者に対する抗コリン薬の安全性と有効性の検討 市野　みどり 泌尿器科 平成24年9月4日

2079 死体検案事例への経鼻内視鏡検査の適用に関する研究 浅村　英樹 法医学 平成24年9月4日

2080 退院時要約の質的向上に関する検討と改善後の評価について 齋藤　知子 診療情報管理室 平成24年9月4日

2081 高齢者の自動車運転における危険予測・回避能力評価に関する研究 佐々木　努 作業療法学専攻 平成24年9月4日

2082 関節リウマチ肘に対する人工肘関節の患者立脚型機能評価調査 橋本　瞬 整形外科 平成24年9月4日

2083
ビデオ喉頭鏡の臨床的有用性の検討：Macintosh型ビデオ喉頭鏡（ビデオラリ
ンゴスコープポータブル　ＶＬＰ-100）、Ａｉｒｗａｙ　ｓｃｏｐｅ®、McGrath MAC®によ
る比較

川眞田　樹人 麻酔蘇生学 平成24年9月4日

2084 クリーブランド式日常生活動作能力評価表の実施可能性の検証 上村　智子 作業療法学専攻 平成24年9月4日

2085 高地環境での体温調節反応の特殊性と中高年者登山事故防止 宮川　健 スポーツ医科学 平成24年9月4日



平成24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

2086 特発性正常圧水頭症に対するシャント術後の前向き観察研究 本郷　一博 脳神経外科学 平成24年9月4日

2087 肘部管症候群患者の術後長期追跡：後ろ向き研究 井戸　芳和 リハビリテーション部 平成24年9月4日

2088 運動と補助食品摂取の併用による体力向上と生活習慣病予防効果の検証 谷口　俊一郎 分子腫瘍学分野 平成24年9月4日

2089 外来患者における家族歴聴取に対する意識調査 櫻井　晃洋 遺伝医学・予防医学 平成24年9月4日

2090 手根管症候群手術例における症状と機能評価 加藤　博之 運動機能学 平成24年9月4日

2091
「ヌーナン症候群の疾患特異的成長曲線作成に関する多施設共同研究」への
参加

福嶋　義光 遺伝医学・予防医学 平成24年9月4日

2092
思春期特発性側弯症に対する後方矯正固定術後の肋骨隆起残存に関与する
因子の検討

向山　啓二郎 整形外科 平成24年9月4日

2093 便秘に対する腰背部温罨法の臨床的アウトカム評価 塩原　真弓 看護部 平成24年9月4日

2094 有酸素能測定のための起立動作を応用した運動負荷試験の開発 大平　雅美 理学療法学専攻 平成24年9月4日

2095 下肢発生骨巨細胞腫（良性骨腫瘍）の治療成績 青木　薫 整形外科 平成24年9月4日

2096 インスリン依存状態糖尿病に対する膵島移植 三田　篤義 外科学（外科学第一） 平成24年9月4日

2097
下肢切断術に対する超音波ガイド下大腿神経、坐骨神経持続ブロックの有用
性

川眞田　樹人 麻酔蘇生学 平成24年9月4日

2098 高齢者糖尿病に対する適切な血糖管理マネージメント 鈴木　悟 糖尿病・内分泌代謝内科 平成24年9月4日

2099
閉塞型睡眠時無呼吸症候群における夜間睡眠中の自律神経機能に関する研
究

藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成24年9月4日
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2100 ＣＯＰＤ患者の睡眠呼吸障害と睡眠中自律神経活動に関する研究 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成24年9月4日

2101
慢性閉塞性肺疾患における動的肺過膨張に対する長時間作用性気管支拡張
薬の効果についての検討

藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成24年9月4日

2102
遺伝子・染色体異常を有する患者、または疑われる患者等に由来する細胞株
の公的細胞バンクへの寄託

福嶋　義光 遺伝医学・予防医学 平成24年9月4日

2103 高地肺水腫患者における薬物療法の確立 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成24年9月4日

2104
口腔乾燥を伴う舌痛症に対する塩酸ピロカルピンの有用性に関する検討2　併
用/非併用比較試験

栗田　浩 歯科口腔外科学 平成24年9月4日

2105 電気けいれん療法の効果に対する拡散強調画像研究 荻原　朋美 精神医学 平成24年9月4日

2106 バクタ配合顆粒と食品を混ぜ合わせた時の苦味の程度に関する調査 池田　真弓 看護部 平成24年9月4日

2107 キラー樹状細胞ワクチンの開発 下平　滋隆 先端細胞治療センター 平成24年9月4日

2108 臍帯血の解析による発達障害の病態解明に関する研究 稲葉　雄二 小児医学 平成24年9月4日

2109
肝胆膵悪性腫瘍手術周術期管理における免疫賦活栄養療法に関する無作為
化比較試験

小林　聡 外科学（外科学第一） 平成24年9月4日

2110
同側に耳鳴を伴う一側高度または重度感温難聴に対する、人工内耳の装用効
果に関する研究

宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成24年9月4日

2111 糖尿病黄斑浮腫に対する早期硝子体手術の多施設共同ランダム化比較試験 村田　敏規 眼科学 平成24年10月2日

2112 分光フィルタを用いた網膜無灌流領域の検出 村田　敏規 眼科学 平成24年10月2日

2113 肺気腫自動解析ソフトを用いたＣＴ肺気腫の経年的変化に関するコホート研究 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成24年10月2日
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2114 肺気腫自動解析ソフトを用いたＣＴ肺気腫の臨床検討 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成24年10月2日

2115 人工心肺中の血小板機能の検討 高野　環 外科学（外科学第二） 平成24年10月2日

2116 うつ病患者に対する早期作業療法のプロトコル作成に関する研究 小林　正義 作業療法学専攻 平成24年10月2日

2117
上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するPaclitaxel毎週点滴静注＋
carboplatin3週毎点滴静注投与対paclitaxel毎週点滴静注+carboplatin3週毎腹
腔内投与のランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験

鹿島　大靖 産婦人科 平成24年10月2日

2118
肩関節手術患者におけるＶＡＳを用いたテープ剤間の鎮痛効果および使用感
の検討

畑　幸彦 リハビリテーション部 平成24年10月2日

2119
新版Ｋ式発達検査2001とアルバータ乳幼児運動発達検査（ＡＩＭＳ）による乳児
院入所児の発達傾向の検討

赤羽　美和 作業療法学専攻 平成24年10月2日

2120
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口5-ＡＳＡ製剤治療に関する実態
調査（観察研究）

菅　智明 内科学（内科学第二） 平成24年10月2日

2121 掌蹠病変の取扱いに関する３段階アルゴリズムの有用性を検討する臨床研究 古賀　弘志 皮膚科学 平成24年10月2日

2122
脳卒中後の精神症状と疲労がリハビリテーションの効果と長期予後に与える影
響

務台　均 作業療法学専攻 平成24年10月2日

2123
急性リンパ性白血病及びリンパ芽球性リンパ腫に対するエルウィニアＬ－アス
パラギナーゼ（エルウィナーゼ®）の人道的使用における安全性評価試験

中沢　洋三 小児医学 平成24年10月2日

2124 慢性閉塞性肺疾患患者における呼吸抵抗値の病態との関連についての検討 矢吹　唯 臨床検査部 平成24年10月2日

2125 足底感覚刺激用靴下が健常者のバランス機能に及ぼす影響 木村　貞治 理学療法学専攻 平成24年10月2日

2126
二交代勤務に従事する女性看護師の主観的睡眠感と蓄積的疲労の関係に関
する調査

長谷川　陽子 看護部 平成24年10月2日

2127 介護保険給付のポータブルトイレのユーザ評価 上村　智子 作業療法学専攻 平成24年10月2日
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2128 特殊組織型婦人科癌の発癌機構に関与する遺伝子の網羅的解析 宮本　強 産婦人科 平成24年10月2日

2129
分子標的治療薬の治療効果予測手段としてのＦＤＧ－ＰＥＴの有用性に関する
研究

小泉　知展 包括的がん治療学 平成24年10月2日

2130
予定された非緊急症例の経皮的冠動脈形成術における微小循環障害と心機
能の経時的変化の検討

小山　潤 循環器内科 平成24年10月2日

2131 頭勁部癌におけるヒト乳頭腫ウイルスの関与についての検討 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成24年10月2日

2132 自閉症スペクトラムにおける免疫・内分泌系の異常 篠山　大明 精神医学 平成24年10月2日

2133 抜歯後疼痛におけるセレコキシブの効果発現時間の検討 鎌田　孝広 特殊歯科･口腔外科 平成24年11月6日

2134
切除不能または困難な肝転移を有するＫＲＡＳ野生型大腸癌を対象とした
mFOLFOX6+セツキシマブ導入化学療法後における肝転移RO切除率・安全性
の検討

宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成24年11月6日

2135 肺葉切除可能肺癌症例における縮小手術成績調査 椎名　隆之 外科学（外科学第二） 平成24年11月6日

2136
ＯＡＢ患者におけるイミダフェナシンとミラグロベンの臨床的有用性に関する研
究

西澤　理 泌尿器科学 平成24年11月6日

2137 加齢による眼瞼下垂症の進行と顔貌に与える変化について 伴　碧 形成外科 平成24年11月6日

2138 肺ground-glass opacity結節の長期フォロー症例についての検討 江口　隆 外科（２） 平成24年11月6日

2139 肝腫瘍における画像所見に影響を与える因子に関する研究 角谷　眞澄 画像医学 平成24年11月6日

2140
肝胆膵領域の高侵襲手術における術後静脈血栓塞栓症の発生頻度と危険因
子についての検討

宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成24年11月6日

2141
Seminomaで認められる腫瘍浸潤リンパ球のホーミング機序の解明とリンパ球
サブセットの解析

小林　基弘 分子病理学 平成24年11月6日
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2142
眼窩脂肪細胞における脂肪うっ滞および脂質代謝異常の機序解明のための脂
質分析法の開発

日高　宏哉 検査技術科学専攻 平成24年11月6日

2143 視空間環境の違いが静的立位バランスに及ぼす影響 木村　貞治 理学療法学専攻 平成24年11月6日

2144
シベレスタットナトリウム水和物投与による肺切除術後の急性肺障害予防効果
の検討

天野　純 外科学（外科学第二） 平成24年11月6日

2145 術中超音波を用いた肺腫瘍から切除断端までの距離の評価 江口　隆 外科（２） 平成24年11月6日

2146 地域住民による地区組織活動に関する研究 奥野　ひろみ 看護学専攻 平成24年11月6日

2147 シタグリプチンとグリメピリドの併用療法に関する効果、安全性の比較検討 石井　宏明 内科学（内科学第四） 平成24年11月6日

2148 コンピューターによる画像解析により脳動脈瘤の破裂率を明らかにする研究 柿澤　幸成 脳神経外科学 平成24年11月6日

2149
剖検脳標本を用いた神経軸索スフェロイドを伴うびまん性白質脳症の病態解
明

池田　修一 内科学（内科学第三） 平成24年11月6日

2150 甲状腺癌における癌幹細胞の同定 天野　純 外科学（外科学第二） 平成24年11月6日

2151 反回神経麻痺に対する声帯筋運動誘発電位モニタリングの有用性 市野　隆 麻酔蘇生学 平成24年12月4日

2152
ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における術後補助化学療法
の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験（ＪＧＯＧ3020）

橘　涼太 産科婦人科 平成24年12月4日

2153
子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術後の合併症・後遺症に関する調査研究
（ＪＧＯＧ1070Ｓ）

鹿島　大靖 産科婦人科 平成24年12月4日

2154
再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する調査研究（ＪＧ
ＯＧ1072Ｓ）

鹿島　大靖 産科婦人科 平成24年12月4日

2155
胎盤の「老化　aging」に伴う胎盤組織細胞の分子生物学的変化と細胞老化との関連
の解析

石川　香織 産婦人科 平成24年12月4日
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2156 ヒト足関節の断裂前距腓靭帯におけるメカノレセプターの発現 成田　伸代 整形外科 平成24年12月4日

2157
大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性ステ
ント併用下血管内治療の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究

宮下　裕介 循環器内科 平成24年12月4日

2158 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　－皮膚科領域感染症－ 上條　史尚 皮膚科 平成24年12月4日

2159 基底細胞癌の３次元画像による解析 奥山　隆平 皮膚科学 平成24年12月4日

2160 各種筋力測定器の比較　～妥当性と再現性について～ 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成24年12月4日

2161
制吐剤ドロペリドールの全身麻酔の鎮静度に与える効果に関する全身麻酔中
の患者を対象とした試験

医員 麻酔科蘇生科 平成24年12月4日

2162
ガドキセト酸ナトリウム（Gd-EOB-DPTA）－ＭＲＩによる残肝機能評価に関する
研究

小林　聡 外科学（外科学第一） 平成24年12月4日

2163 機能的ＭＲＩを用いた音源定位能力の可塑性に関する研究 松下　剛 放射線科 平成24年12月4日

2164
ＥＧＦＲ遺伝子変異を有する手術不能進行非小細胞肺癌患者に対するgefitinib
および樹状細胞免疫療法同時併用治療の第Ⅰ相臨床試験

小林　孝至 がん総合医療センター 平成24年12月4日

2165 内耳特異的タンパク質（ＣＴＰ）検出による外リンパ廔の確定診断に関する研究 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成24年12月4日

2166 ３Ｄテンプレートシステムを用いた人工関節手術支援システムの開発 天正　惠治 運動機能学 平成24年12月4日

2167 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24年12月4日

2168
変形性膝関節症に伴う足裏感覚の内外アンバランスが転倒に及ぼす影響の検
討

中村　幸男 整形外科 平成25年1月8日

2169
区域気管支、亜区域気管支レベルの病変に対してヴァーチャル気管支鏡ナビ
ゲーションを併用して経気管支的針吸引細胞診を行った５症例に対する後方視
的研究

安尾　将法 内視鏡センター 平成25年1月8日
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2170 当院で行ったCTガイド下気管支鏡258検査（238例）についての後方視的研究 安尾　将法 内視鏡センター 平成25年1月8日

2171
Oxaliplatinが本邦に導入された後の大腸癌肺転移症例に対する肺転移切除の
意義を検討する多施設共同後ろ向き臨床試験

吉田　和夫 外科（２） 平成25年1月8日

2172
冠動脈疾患合併肺癌患者に対する周術期合併症に関連する因子の探索　多
施設共同後ろ向きコホート研究

吉田　和夫 外科（２） 平成25年1月8日

2174 長野県における血糖コントロール実態調査 佐藤　吉彦 糖尿病・内分泌代謝内科 平成25年1月8日

2175
J-BRAND　Registry（Japan-Based clinical ReseArch Network for Diabetes
Registry）

佐藤　吉彦 糖尿病・内分泌代謝内科 平成25年1月8日

2176
ANCA（anti-neutrophil cytoplasmic antibody）関連腎炎の病理学的特徴と腎・
生命予後との関連についての統計的解析

上條　祐司 内科（2） 平成25年1月8日

2177
小児期発症１型糖尿病の治療・予後改善のための多施設共同研究（第４コ
ホート）

松浦　宏樹 小児科 平成25年1月8日

2178
長野県における非弁膜症性心房細動症例に対する抗凝固療法の実態調査　:
Nonvalvular Atrialfibrillation Group with Anticoagulant therapy in Nagano
Registry (NAGANO-Registry)

富田　威 循環器内科 平成25年1月8日

2179 セルジンガー法を応用した太い末梢静脈路確保法の確立 井出　進 麻酔科蘇生科 平成25年1月8日

2180 新規抗凝固剤投与下における抜歯の安全性に関する多施設共同試験研究 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成25年1月8日

2181
確実・安全な排便促進のための温罨法に関する研究　～湿熱罨法と乾熱罨法
の比較～

小林　千世 看護学専攻 平成25年1月8日

2183 大動脈弁置換術における生体弁の比較検討 高野　環 外科（２） 平成25年1月8日

2184 冷え・便秘を合併する排尿障害患者に対する大建中湯の治療効果 皆川　倫範 泌尿器科学 平成25年1月8日

2186
術前化学療法後NO乳癌におけるRIおよび色素法併用により同定したセンチネ
ルリンパ節転移陰性例に対する腋窩廓清省略の可能性に関する検討

伊藤　研一 外科学（外科学第二） 平成25年1月8日
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2187 色素性皮膚病変のダーモスコピー所見の解析 奥山　隆平 皮膚科学 平成25年1月8日

2188 コンピューター支援頸椎椎弓根スクリュー固定術の中期成績 髙橋　淳 整形外科 平成25年2月5日

2189 自己免疫性肝疾患における自己抗体・血清バイオマーカーの検討 梅村　武司 内科学（内科学第二） 平成25年2月5日

2190 妊娠経過に伴う妊婦の自律神経機能および心理変化に関する研究 坂口　けさみ 看護学専攻 平成25年2月5日

2191 真鍮製スタイレットの疲労試験に関する研究 浦澤　方聡 麻酔科蘇生科 平成25年2月5日

2192
長野県慢性腎臓病の病態と治療に関する調査（追加延長調査）
～慢性腎臓病患者の病態と治療法のProspective study　Ⅱ～

上條　祐司 内科（２） 平成25年2月5日

2194
日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target T2T）実践のアウトカム
測定のためのHAQ調査

石井　亘 内科（３） 平成25年2月5日

2195
手の指圧・マッサージががん患者の倦怠感と唾液中コルチゾールに及ぼす影
響

近藤　由香 看護学専攻 平成25年2月5日

2196 救急患者の血液凝固能についての検討：特に外傷症例での検討 堂籠　博 救急集中治療医学 平成25年2月5日

2197
上部消化管内視鏡検査が発見の契機となる頸椎前縦靭帯骨化症、変形性頸
椎症の頻度・症状の検討

村木　崇 内科学（内科学第二） 平成25年2月5日

2198 在宅高齢者の服薬状況と認知機能の調査 上村　智子 作業療法学専攻 平成25年2月5日

2199 歩行神経筋電気刺激による急性期脳卒中患者の歩行能力の変化 横川　吉晴 理学療法学専攻 平成25年2月5日

2200
小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および第Ⅲ
相臨床試験

中沢　洋三 小児科 平成25年2月5日

2201 鏡視下胸腺手術における術中超音波検査の有用性 吉田　和夫 外科（２） 平成25年2月5日
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2202
パテンシーカプセルの適正使用、安全性、有効性に関する多施設共同前向き
研究

菅　智明 内科学（内科学第二） 平成25年2月5日

2203
研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象とした５年生存率
に関する前向き臨床観察研究

伊藤　俊朗 内科（２） 平成25年2月5日

2204 本邦における非血縁者間末梢血幹細胞移植の移植成績に関する観察研究 伊藤　俊朗 内科（２） 平成25年2月5日

2205 胸部・胸腹部大動脈瘤手術における運動誘発電位に関する研究 川眞田　樹人 麻酔蘇生学 平成25年2月5日

2206 McGRATH®を用いた経食道心エコー挿入法の検討 高橋　千暁 麻酔蘇生学 平成25年2月5日

2207
各種測定法による抗好中球細胞質抗体（ANCA)値の差異の検証と血管炎病勢
との関連性の検討

上條　祐司 内科（２） 平成25年2月5日

2208
非侵襲的AGE測定機器を用いた糖尿病合併症および加齢黄斑変性に関する
研究

村田　敏規 眼科学 平成25年2月5日

2209
大腿膝窩動脈領域病変に対する薬剤溶出性ステントとシロスタゾール併用下
ナイチノールステントを用いた血管内治療の検討

三浦　崇 循環器内科 平成25年2月5日

2210 周術期疼痛に対するフェンタニル注射剤とオキシコドン注射薬の効果比較 坂本　明之 麻酔蘇生学 平成25年2月5日

2211 漢方薬の服薬コンプライアンス改善のための工夫 坂本　明之 麻酔蘇生学 平成25年2月5日

2212 若年成人における生活の変化と食事パターンの変化に関するコホート研究 百武　愛子 衛生学公衆衛生学 平成25年2月5日

2213 先天性サイトメガロウイルス感染症治療に関する検討 本林　光雄 小児科 平成25年2月5日

2214 先天性サイトメガロウイルス感染症児の神経学的予後に関する前方視的検討 本林　光雄 小児科 平成25年2月5日

2215
高齢者における有酸素運動と還元型CoQ10の併用による生活習慣病改善効
果

能勢　博 スポーツ医科学 平成25年2月5日
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2216 高強度運動直後の牛乳摂取が血漿量と血漿アルブミン量に与える効果 能勢　博 スポーツ医科学 平成25年2月5日

2217
加齢黄斑変性におけるラニビズマブ治療耐性例に対するアフリベルセプトの効
果を検討する試験

村田　敏規 眼科学 平成25年3月5日

2218
加齢黄斑変性におけるラニビズマブ治療無反応例に対するアフリベルセプトの
効果を検討する試験

村田　敏規 眼科学 平成25年3月5日

2219 小児の尿流動態検査におけるAFTER-CONTRACTIONSの臨床的意義 市野　みどり 泌尿器科 平成25年3月5日

2221 胎位・胎向が帝王切開術中の子宮左方転位の効果に及ぼす影響の検討 日向　俊輔 麻酔科蘇生科 平成25年3月5日

2222 縦隔原発大細胞型B細胞リンパ種に関する多施設共同後方視研究 石田　文宏 病因・病態検査学 平成25年3月5日

2223 HDLの抗酸化能に及ぼすParaoxonase1活性の影響 本田　孝行 病態解析診断学 平成25年3月5日

2224
信州大学医学部学生　自主研究演習において、自己免疫性膵炎症例の血清
学的活動性マーカーの推移の検討

村木　崇 内科学（内科学第二） 平成25年3月5日

2225 日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究３　（JR-NET3) 長島　久 脳血管内治療センター 平成25年3月5日

2226
ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察
研究

長島　久 脳血管内治療センター 平成25年3月5日

2227
非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキ
サバンの有効性と安全性に関する登録観察研究

岡田　綾子 循環器内科 平成25年3月5日

2228 リラクセーション法指導者養成教育プログラムの評価 近藤　由香 看護学専攻 平成25年3月5日

2229 小児固形腫瘍観察研究 小池　健一 小児医学 平成25年3月5日

2230
中等度狭窄に対する補助診断装置を用いた冠動脈インターベンション実態調
査

阿部　直之 循環器内科 平成25年3月5日
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2231 自己免疫性膵炎患者における腎機能の検討 村木　崇 内科学（内科学第二） 平成25年3月5日

2232 自己免疫性膵炎非合併IgG4-SCにおける臨床像の検討 村木　崇 内科学（内科学第二） 平成25年3月5日

2233 IgG4関連疾患患者における臓器容積の検討 村木　崇 内科学（内科学第二） 平成25年3月5日

2234
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計を用いた抗酸菌
臨床分離株同定の検討

久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成25年3月5日

2235 急速に増悪した特発性間質性肺炎へのウイルス感染の関与の検討 久保　惠嗣 内科学（内科学第一） 平成25年3月5日

2236 心原性脳塞栓症予防における新規抗凝固薬における役割 堀内　哲吉 脳神経外科学 平成25年3月5日

2237 80歳以上の破裂脳動脈瘤に対する直達治療の予後因子の解明 堀内　哲吉 脳神経外科学 平成25年3月5日

2238 骨粗鬆症発症予防に向けた遺伝子診断 中村　幸男 整形外科 平成25年3月5日

2239 立体神経内視鏡を用いた脳神経外科手術への応用 本郷　一博 脳神経外科学 平成25年3月5日

2240
ロスバスタチンによる頚動脈ステント留置術前・術後の合併症に与える影響に
関する研究

長島　久 脳血管内治療センター 平成25年3月5日

2241
呼吸器疾患患者におけるEndotoxin Activity Assay法によるエンドトキシン活性
の測定

市山　崇史 呼吸器・感染症内科 平成25年3月5日

2242 がん緩和医療における理学療法の有用性 坂本　明之 包括的がん治療学 平成25年3月5日

2243 陸上と水中インターバル速歩トレーニングの効果比較 能勢　博 スポーツ医科学 平成25年3月5日

2244 水中インターバル速歩トレーニング効果の及ぼす免荷率の影響 能勢　博 スポーツ医科学 平成25年3月5日
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2245 心臓手術後の心房細動発症予防における経口β遮断薬の投与方法の検討 高野　環 外科学 平成25年3月5日

2246 ２型糖尿病におけるビルダグリプチン・インスリン併用療法の有用性 山崎　雅則 創薬科学講座（連携講座） 平成25年3月5日


