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受付番号 計画名 申請者 所属　 承認年月日

2247
植込み型除細動器（ICD）による持続的STモニタリングの有効性に関する検討（虚血性心疾患）The Evaluation
of the ST Segment Using the Automatic Monitoring Function

富田　威 不整脈先端治療学講座 平成25年4月2日

2248 聴覚刺激による事象関連電位P300成分を用いた支援機器開発のための基礎的研究 千島　亮 作業療法学専攻 平成25年4月2日

2249 McGRATH を用いた経鼻胃管挿入法の検討 川眞田　樹人 麻酔蘇生学 平成25年4月2日

2250 肺癌術後想定外経過症例の実態調査 吉田　和夫 外科（２） 平成25年4月2日

2251 胎盤絨毛におけるNeuregulin-1発現の調査・研究 大平　哲史 産科婦人科 平成25年4月2日

2252 日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 宮本　強 産婦人科 平成25年4月2日

2253 長野県における高血圧診療の実態調査 伊澤　淳 内科学（内科学第五） 平成25年4月2日

2254 本邦における複合性局所疼痛症候群診療と患者の実態調査 川眞田　樹人 麻酔蘇生学 平成25年4月2日

2255 眼疾患における眼内血管内皮増殖因子（VEGF）濃度の比較・検討 村田　敏規 眼科学 平成25年4月2日

2256 眼内新生血管に起因する難治性眼疾患に対するBevacizumab(Avastin ）眼内投与による治療効果 村田　敏規 眼科学 平成25年4月2日

2257 質量分析装置を用いた血中リポ蛋白中リン脂質分解と新規スフィンゴミエリン測定試薬の測定値の妥当性検証 日高　宏哉 検査技術科学専攻 平成25年4月2日

2258 手根管症候群手術例における症状と機能評価の前向き調査 加藤　博之 運動機能学 平成25年4月2日

2259 鳥肌胃炎におけるmucosal addressin cell adhesiom molecule 1(MAdCAM-1)発現の検討 小林　基弘 分子病理学 平成25年4月2日

2260 鳥肌胃炎及び慢性萎縮性胃炎における高内皮静脈様血管発現の検討 小林　基弘 分子病理学 平成25年4月2日

2261 急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療第Ⅱ相臨床試験JALSG APL212 伊藤　俊朗 内科学（内科学第二） 平成25年4月2日
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2262
65歳以上の急性前骨髄性白血病に対する亜ヒ酸による地固め療法　－第Ⅱ相臨床試験ー　JALSG
APL212G

伊藤　俊朗 内科学（内科学第二） 平成25年4月2日

2263 後天性サイトメガロウイルス感染症に関するリスク因子の検討 才田　謙 小児科 平成25年4月2日

2264 近赤外線分光法（NIRS）を用いた運動・言語・計算関連脳機能についての研究 本郷　一博 脳神経外科学 平成25年4月2日

2265 眼瞼下垂が脳代謝に及ぼす影響の研究 松尾　清 形成再建外科学 平成25年4月2日

2266 本邦における肘部管症候群手術例の発症因子と麻痺重症度分類 加藤　博之 運動機能学 平成25年4月2日

2267 超音波顕微鏡によるヒト膝前十字靭帯Enthesis部の力学的特性評価 加藤　博之 運動機能学 平成25年4月2日

2268 歯科金属アレルギー患者における歯科金属除去とメタルフリー補綴物の装着 栗田　浩 歯科口腔外科 平成25年4月2日

2269 肝切除後の自然経過におけるGd-EOB-DTPA造影MRIによる肝機能評価に関する臨床研究 宮川　眞一 外科学（外科学第一） 平成25年4月2日

2270 筋ジストロフィーの患者情報データベースの構築と多施設連携チーム医療体制の整備 柴　直子 小児科 平成25年4月2日

2271 乾癬患者の関節症状有病率調査 奥山　隆平 皮膚科 平成25年5月8日

2272 日本製医療手術支援ナビゲーションシステムの臨床応用 天正　恵治 運動機能学 平成25年5月8日

2273 長野県の血糖コントロール不良患者に対する最適な治療介入方法に関する検討 佐藤　吉彦 糖尿病・内分泌代謝内科 平成25年5月8日

2274 腎不全患者の動脈石灰化と各種動脈硬化マーカーとの関連性の検討 上條　祐司 内科（２） 平成25年5月8日

2275 病理組織標本作製技術の習得（学生実習用） 羽山　正義 検査技術科学専攻 平成25年5月8日

2276 慢性肝疾患における肝線維化および脂肪沈着と発癌の関連についての研究 梅村　武司 内科学（内科学第二） 平成25年5月8日
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2277 高齢者胃癌手術症例における臨床病理学的特徴と治療成績に与える影響因子の多施設共同研究 竹内　大輔 外科（１） 平成25年5月8日

2278 胃癌の進展に関わる腺粘液糖鎖の役割 中山　淳 分子病理学 平成25年5月8日

2279 CT検査における生体情報の収集および可視化に関する研究 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成25年5月8日

2280 IgG4関連疾患とEpstein-Barrウイルスの関連性の検討 菅野　祐幸 病理組織学 平成25年5月8日

2281
悪性黒色腫（メラノーマ）の新規腫瘍マーカーSPARC、GPC3の臨床的有用性を確立することを目的とした多施
設共同研究

木庭　幸子 皮膚科 平成25年5月8日

2282 在宅で重症心身障害児を育てる母親および父親の障害受容と養育に対する思い 芳賀　亜紀子 看護学専攻 平成25年5月8日

2283 異型脂肪様腫瘍/高分化型脂肪肉腫における免疫染色の検討 鬼頭　宗久 整形外科 平成25年5月8日

2284 小児の小腸カプセル内視鏡に関する多施設共同後方視的症例研究 中山　佳子 小児科 平成25年5月8日

2285 日本小児炎症性腸疾患レジストリシステムの構築及びそれに基づく実態調査と自然史の解明のための研究 中山　佳子 小児科 平成25年5月8日

2286 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25年5月8日

2287 眼疾患における眼内・血液中での血管内皮増殖因子（VEGF）濃度の比較・検討 村田　敏規 眼科学 平成25年5月8日

2288
Epidermal Growth Factor Receptor Activating mutation positive (EGFRm+)の進行・再発非小細胞肺がん
(NSCLC)治療の観察研究

小泉　知展 包括的がん治療学 平成25年5月8日

2289 助産外来における評価指標としてのルーブリックの開発 渡邊　淳子 看護学専攻 平成25年5月8日

2290 重心動揺計を用いた測定の絶対信頼性について 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成25年5月8日

2291 光電式容積脈波センサによる間接的胸腔内圧測定を応用した肺コンプライアンスの非侵襲的測定法の確立 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成25年5月8日
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2292 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者における自律神経障害の検討 池田　修一 内科学（内科学第三） 平成25年5月8日

2293 パゾプレッシンVla受容体遺伝子多型と自発運動開始時の中枢性昇圧応答 能勢　博 スポーツ医科学 平成25年5月8日

2294
抑うつ気分で悩む中高年者における5-アミノレブリン酸摂取がインターバル速歩トレーニング導入に及ぼす効
果

能勢　博 スポーツ医科学 平成25年5月8日

2295 要介護者における5-アミノレブリン酸摂取がインターバル速歩トレーニング導入に及ぼす効果 能勢　博 スポーツ医科学 平成25年5月8日

2296 呼吸用保護具およびその素材の皮膚障害試験 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成25年5月8日

2297 難治性悪性腫瘍に対するWT1ペプチドワクチン療法 齋藤　章治 先端細胞治療センター 平成25年5月8日

2298
StageⅢ治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1+Docetaxel併用療法とTS-1単独療法のラン
ダム化比較第Ⅲ相試験

鈴木　彰 消化器外科 平成25年5月8日

2299 看護系大学生のコミュニケーションスキルとソーシャルスキルの変化に関する研究 小林　千世 看護学専攻 平成25年5月8日

2300 通所リハビリテーション利用の歩行可能な脳卒中片麻痺者の転倒予測 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成25年6月4日

2301 認知症高齢者グループホームに勤務する看護師がやりがいを獲得していくプロセスの分析 牛田　貴子 看護学専攻 平成25年6月4日

2302 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨釘移植術の臨床、画像成績 加藤　博之 運動機能学 平成25年6月4日

2303 生体弁での僧房弁置換術における、patient prosthesis mismatch が術後弁機能に及ぼす影響 市村　創 心臓血管外科 平成25年6月4日

2304 体外循環における動脈血酸素ガス分圧と術後成績に関する臨床調査 高野　環 心臓血管外科 平成25年6月4日

2305 大動脈弁閉鎖不全症を伴った急性大動脈解離における術式選択の検討 山本　高照 心臓血管外科 平成25年6月4日

2306 腸間膜リンパ節におけるMadCAM-1蛋白の発現とその硫酸化糖鎖修飾 小林　基弘 分子病理学 平成25年6月4日
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2307
StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法またはXELOX療法における5-
FU系抗がん剤およびオキサリプラチ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 消化器外科 平成25年6月4日

2308
メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移陽性例に対する至適リンパ節郭清範囲を明らかにするための後方視
的研究

宇原　久 皮膚科学 平成25年6月4日

2309 信州大学医学部附属病院での高気圧酸素療法の現状についての検討 堂籠　博 救急集中治療医学 平成25年6月4日

2310 第5中足骨基部の腱・靭帯付着部に関する解剖学的研究 掛川　晃 人体構造学 平成25年6月4日

2311 遷延性術後痛に関する前向き調査 川真田　樹人 麻酔蘇生学 平成25年6月4日

2312
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキド+シスプラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン
併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

小泉　知展 包括的がん治療学 平成25年6月4日

2313 在宅重症心身障害児と母親および父親の睡眠の実態と育児ストレスに関する研究 芳賀　亜紀子 看護学専攻 平成25年6月4日

2314 母指CM関節固定術が母指MP関節の機能的可動域に及ぼす影響 小松　雅俊 運動機能学 平成25年6月4日

2315 血漿および関節液中のシトルリン化フィブリノゲンとその抗体定量法の確立 寺澤　文子 検査技術科学専攻 平成25年6月4日

2316 共焦点レーザー顕微鏡を用いた腎糸球体病変観察法の開発検討 羽山　正義 検査技術科学専攻 平成25年6月4日

2317 自己免疫性甲状腺疾患におけるIgG4関連疾患の検索 鈴木　悟 内科学（内科学第四） 平成25年6月4日

2318 脊髄小脳失調症31型（SCA31）の剖検脳の神経病理学的検討 吉田　邦広 神経難病学 平成25年6月4日

2319
「母を介護する娘介護者の介護生活適応に関する研究」-介護のために母との同居を再開した娘介護者に焦点
をあてて-

牛田　貴子 看護学専攻 平成25年6月4日

2320 埋め込み型骨導補聴器の臨床応用に関する研究 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科学 平成25年6月4日

2321 腕時計型非侵襲性生体情報検出機器による睡眠段階判定アルゴニズムの構築に関する研究 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成25年6月4日
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2322 甲状腺眼症に対するトラニラスト（リザベン ）の有効性に関する検討 鈴木　悟 内科学（内科学第四） 平成25年6月4日

2323 術前CT画像を用いた脛骨前十字靭帯付着部の形態評価 天正　恵治 運動機能学 平成25年6月4日

2324 大学病院の看護職者の遺伝に関する認識調査 山下　浩美 遺伝医学・予防医学 平成25年7月2日

2325 エポキシ樹脂包埋試料を用いた免疫電顕組織化学のための抗原賦活化法の検討 荻原　直子 臨床検査部 平成25年7月2日

2326 心肺停止症例の予後に関する研究 望月　勝徳 救急集中治療医学 平成25年7月2日

2327 インフルエンザ等の感染症拡大予防施策としての学校/学級閉鎖措置に対する保護者の対応に関する研究 川　茂幸 総合健康安全センター 平成25年7月2日

2328 看護教員の臨地実習指導における効果的なリフレクションの検討-ALACTモデルを用いて- 渡邊　淳子 看護学専攻 平成25年7月2日

2329 がん診療体験に関する実態調査研究 池上　俊彦 医療福祉支援センター 平成25年7月2日

2330 臓器移植後の免疫抑制剤血中濃度変動に及ぼす因子の検討 大森　栄 薬剤部 平成25年7月2日

2331 排尿障害・冷え・便秘に対する青竹ふみの治療効果 皆川　倫範 泌尿器科 平成25年7月2日

2332 本邦における小児麻酔と産科麻酔後の鎮痛治療の実態調査 川真田　樹人 麻酔蘇生学 平成25年7月2日

2333 閉塞性動脈硬化症（PAD）患者におけるEPA/DHA製剤の投与効果における研究 橋詰　直人 循環器内科 平成25年7月2日

2334 新人看護師の社会的スキルと技術習得状況の関連性 宮澤　真希子 看護部 平成25年7月2日

2335 持続的血液濾過透析（CHDF）施行患者における抗菌薬の薬物動態の検討 大森　栄 薬剤部 平成25年7月2日

2336 ポリープ状脈絡膜血管症に対するアフリベルセプトの効果を検討する研究 村田　敏規 眼科学 平成25年7月2日
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2337 シアル酸合成阻害薬及び分子シャペロンを用いたシアリドーシス治療薬開発に関する研究 関島　良樹 内科学（内科学第三） 平成25年7月2日

2338 生化学自動分析機用IgG4測定法の開発 本田　孝行 臨床検査部 平成25年7月2日

2339 プロピベリン塩酸塩の女性尿失禁に対する多施設共同研究（FRESH） 皆川　倫範 泌尿器科 平成25年7月2日

2340 神経筋疾患（パーキンソン病、筋ジストロフィー、発達障害）を対象にした活動量計測による薬効評価研究 中村　昭則 難病診療センター 平成25年7月2日

2341 認知症予防のためのリハビリテーションプログラムの検討について 加藤　博之 リハビリテーション部 平成25年7月2日

2342 非侵襲血糖測定機器の臨床応用 駒津　光久 内科学（内科学第四） 平成25年7月2日

2343 非侵襲的頭蓋内圧モニタ装置の開発 本郷　一博 脳神経外科学 平成25年7月2日

2344 前立腺癌におけるα-ジストログリカン糖鎖の発現意義の解析 下条　久志 病理組織学 平成25年8月6日

2345 正常消化管および消化管腫瘍における幹細胞の局在と性状の検討 上原　剛 病態解析診断学 平成25年8月6日

2346 歩隔が歩行中の体幹加速度のHarmonic ratio に与える影響 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成25年8月6日

2347
院内がん登録情報を用いたQuality Indicator (QI) 研究-全国都道府県がん診療拠点病院がん登録部会QI研
究-

加藤　博之

小泉　知展

運動機能学

信州がんセンター
平成25年8月6日

2348 炎症性腸疾患におけるM-cell の数的・質的変化の解析 川久保　雅友 分子病理学 平成25年8月6日

2349 関節リウマチ患者におけるsFrp5の発現解析 加藤　博之 運動機能学 平成25年8月6日

2350 細菌感染症診断に有用なルーチン検査項目の検索-左方移動の評価- 本田　孝行 臨床検査部 平成25年8月6日

2351 講義時間短縮に対する学生・教員の認識（質的研究） 森　淳一郎 医学教育センター 平成25年8月6日



平成25年度信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

受付番号 計画名 申請者 所属　 承認年月日

2352 統合失調症患者の認知機能障害に影響を及ぼす要因に関する研究 小林　正義 作業療法学専攻 平成25年8月6日

2353 日本IVR学会における、症例登録データベース事業 角谷　眞澄 画像医学 平成25年8月6日

2354
腹水濾過濃縮再静注法　Cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy (CART)の有効性についての
検討

上條　祐司 内科２ 平成25年8月6日

2355 ネパールにおけるティーンエイジャーの育児・ジェンダー役割意識に関する研究 奥野　ひろみ 看護学専攻 平成25年8月6日

2356 再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用性に関する研究 石曽根　聡 消化器外科 平成25年8月6日

2357 カフェイン併用化学療法を行う患者の睡眠状況の評価 坂村　絵里子 看護部 平成25年8月6日

2358
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後予測因子および副作用発現の危険因子に
ついての探索的研究　JACCRO GC-07 AR

鈴木　彰 消化器外科 平成25年8月6日

2359 IgG4関連肝臓病に関する調査研究 梅村　武司 内科学（内科学第二） 平成25年8月6日

2360 ウイルス性肝疾患に係る各種対策の医療経済評価に関する研究 松本　晶博 内科学（内科学第二） 平成25年8月6日

2361 B型肝炎創薬研究のための患者意識調査 松本　晶博 内科学（内科学第二） 平成25年8月6日

2362 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25年8月6日

2363 小児肺炎の高速PCRを用いた感染症起因微生物の網羅的迅速同定法の確立 本田　孝行 病態解析診断学 平成25年8月6日

2364
HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブとパクリタキセルの併用療法の有用性を検
討する観察研究

伊藤　研一 外科学（外科学第二） 平成25年8月6日

2365
テリパラチド（フォルテオ）単独投与群と、デノスマブ（プラリア）投与後のフォルテオ投与群、プラリア単独投与
群、における骨密度、骨代謝マーカーの変動の検証

中村　幸男 整形外科 平成25年8月6日

2366
糖尿病性腎症患者における重症虚血肢発症のリスクの検討。多施設前向きレジストリー PREDICT limb
ischemia study

宮下　裕介 循環器内科 平成25年8月6日



平成25年度信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

受付番号 計画名 申請者 所属　 承認年月日

2367
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うことの有用性に関する研究

安尾　将法 呼吸器・感染症内科 平成25年9月3日

2368
感染症数理モデルを用いたパンデミックインフルエンザに対する効果的な学校閉鎖方法を構築するための探
索的研究

内田　満夫 総合健康安全センター 平成25年9月3日

2369 腱緊張度を一定化した長母指伸筋腱断裂再建術の治療成績：後ろ向き研究 林　正徳 運動機能学 平成25年9月3日

2370 腰部脊柱管狭窄症に対する棘突起縦割式椎弓切除術と従来法の比較 高橋　淳 整形外科 平成25年9月3日

2371 新しい体幹姿勢測定・解析システムの妥当性と信頼性の検証 木村　貞治 理学療法学専攻 平成25年9月3日

2373 運動と補助食品（アガロオリゴ糖）摂取の併用による生活習慣病と変形性膝関節症の症状改善効果の検証 谷口　俊一郎 分子腫瘍学分野 平成25年9月3日

2374 口腔に放射線治療を受ける患者への口腔粘膜炎予防方法に関する多施設共同前向き研究 鈴木　滋 特殊歯科･口腔外科 平成25年9月3日

2375
高精度分子診断に基づく高播種性・難治性口腔扁平上皮癌に対する個別化化学療法による再発および遠隔
転移制御に関する研究

栗田　浩 歯科口腔外科学 平成25年9月3日

2376 ジメチルホルムアミド（DMF）およびジメチルアセトアミド（DMAC）の健康影響評価の為の疫学調査研究 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成25年9月3日

2377 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25年10月8日

2378 深部静脈血栓症予防に対する弾性包帯の使用に関する現状調査 佐藤　久仁子 看護部 平成25年10月8日

2379 側弯症手術におけるＭｕｌｔｉ-ｌｅｖｅｌ　ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ法の現行法と従来法の比較 高橋　淳 整形外科 平成25年10月8日

2380 大腿発生悪性軟部腫瘍症例に関する術後成績の検討 田中　厚誌 整形外科 平成25年10月8日

2381 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の安定性評価におけるMRI分類 伊坪　敏郎 リハビリテーション部 平成25年10月8日

2382 急性胆道炎のベストプラクティス探求に関する日本台湾国際共同研究 宮川　眞一 外科学第１ 平成25年10月8日



平成25年度信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

受付番号 計画名 申請者 所属　 承認年月日

2583 小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対するリスク別臨床研究 中沢　洋三 小児医学 平成25年10月8日

2584 Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative　臨床研究第2期（J-ADNI2） 天野　直二 精神医学 平成25年10月8日

2585
｢慢性難治性疼痛に対する脊髄刺激療法の多施設前向き登録研究」
Spinal Cord Stimulation for Intractable Chronic Pain(SCSICP)-Multicenter Registry

伊東　清志 脳神経外科学 平成25年10月8日

2586 ヒト免疫制御系反応に着目した、抗腫瘍効果亢進のための基礎実験 谷口　俊一郎 分子腫瘍学講座 平成25年10月8日

2587 思春期特発性側弯症後方矯正固定術に使用するユニプレーナースクリューに関する多施設共同委託研究 高橋　淳 整形外科 平成25年10月8日

2588 コレステロール塞栓症に対する血液浄化療法の有用性に関する臨床研究 橋本　幸始 腎臓内科 平成25年10月8日

2589 排尿困難症に対するロピニロール（レキップ CR錠）の有効性に関する検討 小川　輝之 泌尿器科 平成25年10月8日

2590 関節症性乾癬治療におけるアダリムマブの臨床効果の検討 奧山　隆平 皮膚科 平成25年10月8日

2591 肝細胞癌（HCC）診断におけるEOB造影MRI所見の最適な組み合わせに関する検討 藤永　康成 放射線部 平成25年10月8日

2592 コンピューター支援による頸椎椎弓根スクリュー刺入した連続した129例におけるスクリュー逸脱の特徴 高橋　淳 整形外科 平成25年11月6日

2593 ＩＤＲＦ（Ｉｍａｇｅ　Ｄｅｆｉｎｅｄ　Ｒｉｓｋ　Ｆａｃｔｏｒｓ）に基づき手術時期の決定を行う神経芽腫低リスク群の観察研究 小池　健一 小児科 平成25年11月6日

2594 ＣＯＰＤ患者に対するブデソニド/ホルモテロール配合剤治療の臨床的効果 花岡　正幸 呼吸器・感染症内科 平成25年11月6日

2595 雇用者の精神的健康度とそれらに影響する要因について 五十嵐　久人 看護学専攻 平成25年11月6日

2596 発達障害児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援の実態のあり方に関する研究 原田　謙 子どものこころ診療部 平成25年11月6日

2597 膝蓋骨脱臼における膝関節形態・下肢配列異常のＣＴ画像評価 天正　恵治 運動機能学 平成25年11月6日
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受付番号 計画名 申請者 所属　 承認年月日

2598 がん化学療法をうける患者に対するＨＢ肝炎感染症検査の実態調査 小泉　知展 包括的がん治療学 平成25年11月6日

2600 血管収縮薬（フェニレフリン・エフェドリン等）投与時の動脈圧心拍出量（以下ＡＰＣＯ）測定値に関する調査 市野　隆 麻酔科蘇生科 平成25年11月6日

2601 中高年者における乳製品摂取による体力・生活習慣病改善効果 能勢　博 スポーツ医科学 平成25年11月6日

2602 IgG4関連疾患の長期経過に関する臨床的検討 村木　崇 内科学第2 平成25年12月3日

2603 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への参画 新田　憲市 救急集中治療医学 平成25年12月3日

2604
神経膠芽腫におけるreversion-inducing cysteine rich protein with Kazal motifs(RECK)の発現、およびその臨
床意義について

酒井　圭一 脳神経外科学 平成25年12月3日

2605 ヒト皮下脂肪組織由来間葉系前駆細胞を用いた重症虚血肢に対する血管新生療法についての研究 池田　宇一 内科学第５ 平成25年12月3日

2606 掌蹠悪性黒色腫における病変分布の解析及び関連する臨床的特徴の検討 古賀　弘志 皮膚科 平成25年12月3日

2607
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または
ペメトレキセド単独療法とドセタキセルまたはペメトレキセド・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25年12月3日

2608 子宮頸部扁平上皮癌Ia2期における縮小手術の可能性を検討するための観察研究（JGOG　1071S） 宮本　強 産婦人科 平成25年12月3日

2609 呼吸器疾患に伴う肺高血圧症の多施設共同前向き症例登録研究 花岡　正幸 内科学第１ 平成25年12月3日

2610 利尿薬投与肝硬変患者の予後に影響を与えた因子の検討 梅村　武司 内科学第２ 平成25年12月3日

2611 慢性冠動脈疾患患者におけるイコサペント酸エチルの二次予防効果の検討 伊澤　淳 循環器内科 平成25年12月3日

2612

節外性NK/T細胞リンパ腫国際研究プロジェクト
アンスラサイクリンを含まない治療の時代における予後因子解析
（International NK/T-cell lymphoma project :Prognostic factors in the era of nonanthracycline-based
treatment)

石田　文宏 検査技術科学専攻 平成25年12月3日

2613 療育を必要とする児とその家族（父親）への支援に関する検討（１） 石田　史織 看護学専攻 平成25年12月3日
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2614 特定保健指導におけるリピーター・リバウンド受診者特性の分析 森　淳一郎 医学教育学 平成25年12月3日

2615 印刷工程において使用している化学物質の使用実績調査 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成25年12月3日

2616 大腿骨近位部骨折術後の反対肢骨折予防に対するミノドロン酸の効果検討 高橋　淳 整形外科 平成25年12月3日

2617
糖尿症黄斑浮腫治療におけるラニビズマブ硝子体注射と網膜光凝固（focal/Grid　レーザー・汎網膜光凝固）併
用による治療効果についての検討

村田　敏規 眼科 平成25年12月3日

2618 がん化学療法に伴う口腔粘膜障害に対する半夏瀉心湯含嗽薬の有効性に対する比較試験 関口　和 包括的がん治療学 平成25年12月3日

2619 C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα/リバビリン/シメプレビル併用療法の有効性に関する検討 梅村　武司 内科学第２ 平成25年12月3日

2620 健常ボランティアを対象とした、イバブラジンの鎮痛効果に関する臨床研究 田中　聡 麻酔蘇生学 平成25年12月3日

2621 清潔覆布EXGARDの体温保持効果に関する検討 川真田　樹人 麻酔蘇生学 平成25年12月3日

2622 ビスフェノールAの健康影響評価の為の疫学調査研究 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成25年12月3日

2623 新規ARBアジルサルタンを用いた去勢抵抗性前立腺癌に対する臨床効果に関わる研究 小川　輝之 泌尿器科 平成25年12月3日

2624 冷凍保存ヒト間葉系細胞を用いた細胞分化研究 天正　恵治 運動機能学 平成25年12月3日

2625 慢性膵炎患者の生活習慣に関する意識調査 川　茂幸 総合健康安全センター 平成26年1月7日

2626
ドップラー超音波検査を用いた膣外脱出膀胱内尿管口の観察
（Observation of the interureteric ridge and ureteral orifice in the patient with cystocele using color Doppler
ultrasonography via the prolapsed bladder）

皆川　倫範 泌尿器科 平成26年1月7日

2627 公衆衛生看護教育に有用で実践的な包括的ケースメソッドの効果分析 奥野　ひろみ 看護学専攻 平成26年1月7日

2628 Misagoステントを用いた大腿膝窩動脈領域への血管内治療の安全性・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26年1月7日
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2629 表在性皮膚病変に対する分光カメラの有用性の評価 奧山　隆平 皮膚科 平成26年1月7日

2630 日本人の頭頸部癌患者におけるCetuximabを含む治療の観察研究 小岩井　慶一郎 画像医学 平成26年1月7日

2631 腎機能低下を合併したがん患者に対するTS-1の適正用量を探索する臨床試験 五味　大輔 包括的がん治療学 平成26年1月7日

2632 抗MRSA薬ダプトマイシンの有効かつ安全な投与量設定法の確立 大森　栄 薬剤部 平成26年1月7日

2633 肝移植患者におけるE型肝炎の感染状況の実態調査 宮川　眞一 外科学第１ 平成26年1月7日

2634
骨粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対する多椎間脊椎インプラント手術におけるPTHの骨形成促進作用の臨床
研究

高橋　淳 整形外科 平成26年1月7日

2635 タクロリムス測定試薬SEA-B53A01の評価 大森　栄 薬剤部 平成26年1月7日

2636 運動時における皮膚血管拡張神経活動 能勢　博 スポーツ医科学 平成26年1月7日

2637 家族共食の頻度が思春期児童の抑うつ傾向に与える影響 百武　愛子 衛生学公衆衛生学 平成26年1月7日

2638 家族共食の頻度が中学生の抑うつ傾向に与える影響 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成26年1月7日

2639 大腿深部発生軟部腫瘍症例に対する等速性筋力測定装置を用いた筋力測定と機能評価 田中　厚誌 整形外科 平成26年1月7日

2640 医療現場における非侵襲型血糖値計測システムの実用性検証 関戸　貴志 内科学第４ 平成26年1月7日

2641 手術標本膵臓からの膵島分離 三田　篤義 外科学第１ 平成26年1月7日

2642 全身麻酔中の網膜電位変化に関する、全身麻酔患者を対象とした研究 田中　聡 麻酔蘇生学 平成26年1月7日

2643 非侵害刺激が皮膚穿刺痛に与える影響の検討 杉山　大介 麻酔蘇生学 平成26年1月7日
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2644 高濃度局所麻酔薬クリーム（エムラ クリーム）が穿刺時痛に及ぼす効果の検討 杉山　大介 麻酔蘇生学 平成26年1月7日

2645 膝下動脈病変に対する血管内治療後のシロスタゾールの有効性について 宮下　裕介 循環器内科 平成26年2月4日

2646 腫瘍径2cm以下の子宮頸癌IB1期に対する準広汎子宮全摘術の非ランダム化検証的試験（JCOG1101） 宮本　強 産婦人科 平成26年2月4日

2647 Ponte骨切り術を併用したSkip Pedicle Screw Fixationの手術成績 高橋　淳 整形外科 平成26年2月4日

2648
メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移陽性例に対する至適リンパ節郭清範囲を明らかにするための後方視
的研究

宇原　久 皮膚科 平成26年2月4日

2649 消化器内視鏡検査を受ける小児患者及びその保護者の不安・満足度に関する多施設共同アンケート調査 中山　佳子 小児科 平成26年2月4日

2650 既往帝王切開後妊娠の経腟分娩試行における成功因子に関する検討 大平　哲史 産婦人科 平成26年2月4日

2651 非侵襲的陽圧換気のプロトコルの有効性の検討 新田　憲市 高度救命救急センター 平成26年2月4日

2652 プロトコル（クリニカルパス）に基づく人工呼吸ウィーニング法 新田　憲市 高度救命救急センター 平成26年2月4日

2653 デジタル画像解析を用いた病理組織像の定量化および癌進展過程の解析 山本　陽一朗 病理組織学 平成26年2月4日

2654 定量的硬度計測器を用いた膵硬度測定と術後膵液瘻との関連性に関する臨床研究 宮川　眞一 外科学第１ 平成26年2月4日

2655 若年性特発性関節炎全身型の鑑別に有用なバイオマーカーの探索 小林　法元 小児医学 平成26年2月4日

2656 末梢動静脈穿刺における留置針BDネクシーバ 使用に関する検討 丸山　友紀 麻酔蘇生学 平成26年2月4日

2657 エムラ クリームがロクロニウム投与時痛に対して及ぼす効果の検討 杉山　大介 麻酔蘇生学 平成26年2月4日

2658 LUNG SAFE study（急性呼吸窮迫症候群大規模多施設共同前向き観察研究） 新田　憲市 高度救命救急センター 平成26年2月4日
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2659 リスクの高い重症下肢虚血に対する血行再建術に関する多施設共同前向きレジストリ研究 宮下　裕介 循環器内科 平成26年3月4日

2660 歩行中における加速度計および三次元動作解析装置から測定した運動学・力学データ 百瀬　公人 保健学科理学療法学専 平成26年3月4日

2661
長野県内施設での物理療法機器使用状況および保有状況と理学療法士の物理療法知識に関する調査：理学
療法の教育、臨床、研究に与える影響

Goh Ah Cheng 保健学科理学療法学専 平成26年3月4日

2662 がん体験者の悩みや負担等に関する調査研究 小泉　知展 包括的がん治療学 平成26年3月4日

2663 女性の発達障害と反抗挑戦性に関する研究 原田　謙 子どものこころ診療部 平成26年3月4日

2664 Helicobacter pylori(H. pylori)陽性若年者における消化管ホルモン、消化酵素の検討 菅　智明 内科学第２ 平成26年3月4日

2665 能動的誤差検出方法の違いが巧緻的運動学習効果に及ぼす影響 木村　貞治 保健学科理学療法学専 平成26年3月4日

2666 父親の育児家事行動の実態と育児意識および父親意識を高める要因に関する研究 坂口　けさみ 保健学科看護学専攻 平成26年3月4日

2667 3軸加速度計を用いた運動失調症の定量的評価 吉田　邦広 神経難病学講座 平成26年3月4日

2668 先天性サイトメガロウイルス感染症による難聴の診断 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科 平成26年3月4日

2669
成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による
第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph(-)B-ALL213）

伊藤　俊朗 血液内科 平成26年3月4日

2670
小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験(JPLSG
ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U)

伊藤　俊朗 血液内科 平成26年3月4日

2671 成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験(JALSG Burkitt-ALL213) 伊藤　俊朗 血液内科 平成26年3月4日

2672
成人 precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験(JALSG T-
ALL213-0)

伊藤　俊朗 血液内科 平成26年3月4日

2673
急性骨髄性白血病・骨髄異形成症候群に対する静注ブスルファン（１日１回投与）とリン酸フルダラビンもしくは
シクロフォスファミドによる前治療レジメンを用いた同種造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討

伊藤　俊朗 血液内科 平成26年3月4日


