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承認番号 計 画 名 責任者 所属 承認日

2674 悪性骨軟部腫瘍に対する化学療法の効果 鈴木　周一郎 整形外科 平成26年4月8日

2676 心血管疾患における血中脂肪酸分画の測定と臨床的意義 伊澤　淳 循環器内科 平成26年4月8日

2677 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、維持していくプロセスに関する研究 山崎　浩司 看護学専攻 平成26年4月8日

2678 StageⅠ肺癌脈管侵襲陰性例における術後補助療法の疫学調査 吉田　和夫 外科学第２ 平成26年4月8日

2679 緩和医療における予後予測 坂本　明之 包括的がん治療学 平成26年4月8日

2680 Helicobacter pylori(H. pylori)の遺伝子検索による感染経路の検討 菅　智明 内科学第２ 平成26年4月8日

2681 変形性関節症の病態が骨由来である可能性の検証 中村　幸男 運動機能学 平成26年4月8日

2682 手術中に末梢静脈圧は中心静脈圧を反映するか 井出　進 麻酔蘇生学 平成26年4月8日

2683 デクスメデトミジンで鎮静中の患者のbispectral indexに対するドロペリドールの影響 井出　進 麻酔蘇生学 平成26年4月8日

2684 神経膠腫におけるreversion-inducing cysteine rich protein with Kazal motifs(RECK)の発現解析 酒井　圭一 脳神経外科学 平成26年4月8日

2685 B型慢性肝炎の治療におけるPEG-IFNα2a単独投与に関する有効性の検討 田中　榮司 内科学第２ 平成26年4月8日

2686 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 三田　篤義 集中治療部 平成26年4月8日

2687 80歳以上の高齢者脊椎手術成績と合併症の多施設、後ろ向き全国調査 高橋　淳 整形外科 平成26年4月8日

2688 本邦における成人脊柱変形手術の実態調査 高橋　淳 整形外科 平成26年4月8日

2689 造血幹細胞移植における接合菌感染症の危険因子の解析 重村　倫成 小児医学 平成26年4月8日

2690 褐色細胞腫摘出術における循環変動予測因子の検討 杉山　由紀 麻酔蘇生学 平成26年4月8日

2691 大学生の自尊感情と形成要因及び恋愛や結婚との関連性に関する研究 坂口　けさみ 保健学科看護学専攻 平成26年4月8日
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2692 Near Infrared Spectroscopy（NIRS）を用いた慢性疼痛患者における脳イメージ解析 坂本　明之 麻酔蘇生学 平成26年4月8日

2693 慢性萎縮性胃炎におけるαG1cNAcの発現解析 山田　重徳 内科学第２ 平成26年4月8日

2694 気分障害・ストレス関連障害休職者に対するリワークプログラムの開発 鷲塚　伸介 精神医学 平成26年4月8日

2695 血管内治療のビデオライブ撮影 海老澤　聡一朗 循環器内科 平成26年4月8日

2696 川崎病免疫グロブリン不応例の予測因子についての研究 元木　倫子 小児医学 平成26年4月8日

2697 敗血症の臨床研究 江口　善友 救急集中治療医学 平成26年4月8日

2698 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬の長期認知機能維持効果の薬剤間比較検討に関わる研究 東城　加奈
脳神経内科、リウマ
チ・膠原病内科

平成26年4月8日

2699 神経筋疾患患者に対する移動支援ロボティックウエアの医療応用 吉田　邦広 神経難病学 平成26年4月8日

2700 感染症起因微生物迅速同定を目的とした高速PCR装置の評価 本田　孝行 病態解析診断学 平成26年4月8日

2701 NK/T細胞リンパ腫・白血病に対するアンスラサイクリンを含まない化学療法治療例の解析 石田　文宏 病因・病態検査学 平成26年4月8日

2702 糖尿病教育入院患者における滞在性発作性心房細動合併率の解明 竹重　恵子 内科学第4 平成26年4月8日

2703 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の検討 花岡　正幸 内科学第１ 平成26年4月8日

2704 樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法 下平　滋隆
先端細胞治療セン
ター

平成26年4月8日

2705 在宅酸素療法患者の緊急時・災害時の対応に関する問題 高橋　宏子 看護学専攻 平成26年5月13日

2706 大動脈腸骨動脈病変を有する末梢動脈硬化症患者に対する血管内治療の予後に関する多施設・前向き研究 宮下　裕介 循環器内科 平成26年5月13日

2707 周術期口腔機能管理の有用性に関する研究 鎌田　孝広 歯科口腔外科 平成26年5月13日

2708
老々介護家族のレジリエンスと特性的自己効力感、ソーシャルサポート感の関連性の検討　－通所系サービスを利用
する老々介護家族に着目して-

山崎　浩司 看護学専攻 平成26年5月13日
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2709 内視鏡的胃十二指腸ステント術の有効性および安全性の検討 村木　崇 消化器内科 平成26年5月13日

2710 長野県における高齢者心不全の臨床的特徴と予後に関する登録観察研究 元木　博彦 循環器内科 平成26年5月13日

2711 健常者に対する電磁場刺激がヒラメ筋H波・M波および血液循環へ与える影響 Goh Ah Cheng 理学療法学専攻 平成26年5月13日

2712 肝硬変患者の予後に関連する因子の検討 梅村　武司 内科学第２ 平成26年5月13日

2713 ポリマー試薬組み合わせによる高感度免疫染色法の検討 百瀬　正信 臨床検査部 平成26年5月13日

2714 わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに総合データベース構築に関する研究 上條　祐司 内科学第２ 平成26年5月13日

2715 インフルエンザに対する学校閉鎖の効果を明らかにするための縦断的疫学研究 川　茂幸
総合健康安全セン
ター

平成26年5月13日

2716 周術期口腔機能管理の有用性に関する研究 鎌田　孝広 歯科口腔外科 平成26年5月13日

2717 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 平成26年5月13日

2718 造血幹細胞移植後の合併症に関する後方視的検討 平林　耕一 輸血部、小児医学 平成26年5月13日

2719 血液形態学教育におけるバーチャル顕微鏡システムの有用性 清水　郁夫 医学教育センター 平成26年5月13日

2720 偽腔閉塞型急性大動脈解離における上行部分弓部置換術の術後経過に対する臨床研究 田中　晴城 外科学第2 平成26年5月13日

2721 唾液腺癌に対するＴＳ－１補助化学療法の有効性に関する研究 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成26年5月13日

2722 非侵襲的水晶体AGE測定機器を用いた糖尿病合併症および眼疾患（加齢黄斑変性、網膜血管疾患）に関する研究 村田　敏規 眼科 平成26年5月13日

2723 段階減塩味噌汁の利用が低塩分への慣れと食塩摂取量、血圧に及ぼす影響に関する研究 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成26年5月13日

2724 加温が麻酔導入時の各種麻酔薬の血中濃度に及ぼす影響 菱沼　典正 麻酔蘇生学 平成26年5月13日

2725
保存期慢性腎臓病のerythropoiesis stimulating agent 低反性腎性貧血患者に対するエポエチン　ベータ　ペゴル製剤
投与時の維持ヘモグロビン値による腎予後の評価多施設共同、オープンラベル、ランダム化並行郡間比較試験
（RADIANCE-CKD study）

上條　祐司 内科学第２ 平成26年5月13日
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2726
多周波強制オッシレーション法による呼吸インピーダンス測定装置Mostgraph-01を用いた呼吸インピーダンス測定条件
の検討

藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成26年5月13日

2727 同種造血幹細胞移植後非感染肺合併症の早期検出法 石田　文宏 検査技術科学専攻 平成26年5月13日

2728 妊娠中の睡眠呼吸障害は母体および胎児の発育に影響を与えるか 浦　みどり 臨床検査部 平成26年5月13日

2729 食物アレルギーの診療に有用なバイオマーカーの探索 小林　法元 小児科 平成26年5月13日

2730 間質性肺炎患者の組織検体におけるPGE2受容体発現の検討 市山　崇史 内科学第１ 平成26年5月13日

2731 胎児プログラミングの心血管remodeling・心機能への影響 赤澤　陽平 小児科 平成26年5月13日

2732 低出生体重児における電気的心臓計測法による心拍出量測定の有用性の検討 赤澤　陽平 小児科 平成26年5月13日

2733 エックス線ＣＴ検査に関する医療被ばく実態調査及び線量評価 角谷　眞澄 画像医学 平成26年6月3日

2734 脳卒中患者における全身持久力に関する研究 小宅　一彰 医学系研究科 平成26年6月3日

2735 内頚動脈傍床状突起部動脈瘤における上下垂体動脈関与に関する研究 堀内　哲吉 脳神経外科学 平成26年6月3日

2736 乳癌における3β-HSD Type1発現の臨床的意義の解析 花村　徹 外科学第２ 平成26年6月3日

2737 尿中抗　Ｈelicobacter pylori（H.pylori）抗体検出試薬キットの判定に影響を及ぼす因子の検討 菅　智明 内科学第２ 平成26年6月3日

2738 腰部多裂筋および梨状筋に関する解剖学的研究 掛川　晃 人体構造学 平成26年6月3日

2739 大腸癌肝転移に対する肝切除後の再発リスク因子および術後補助化学療法に関する予測因子の探索的研究 宮川　眞一 外科学第１ 平成26年6月3日

2740 術前ＣＴ膵臓厚およびＭＲＩ膵信号強度と術後膵液瘻との関連性に関する検討 宮川　眞一 外科学第１ 平成26年6月3日

2741
腱膜性眼瞼下垂の手術で三叉神経固有感覚の誘発の減少による睡眠障害治療効果の活動量計（ipad,Jawbone UP or
UP24）を使った解析

松尾　清 形成再建外科学 平成26年6月3日

2742 進行再発肺扁平上皮癌に対する初回化学療法としてのCarboplatin+nab-paclitaxel併用療法の臨床第Ⅱ相試験 小泉　知展 包括的がん治療学 平成26年6月3日
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2743 続発性クリオフィブリノゲン血症を呈した一症例の解析 奥村　伸生 検査技術科学専攻 平成26年6月3日

2744 ESBL（extended-spectrum β-lactamase）産生大腸菌易感染性患者のリスク因子の検討 大森　栄 薬剤部 平成26年6月3日

2745 腹部MRI画像を用いた胆道合流形態の検討 宮川　眞一 外科学第1 平成26年6月3日

2746 腹部引き込み運動時の圧バイオフィードバック装置の圧と腹筋群の筋厚との関係 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成26年6月3日

2747 立ち上がりの動作速度が下肢関節の筋トルクと相互作用トルク、重力トルクの角力積に及ぼす影響 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成26年6月3日

2748 レセプトおよびＤＰＣデータを用いた心疾患における医療の質に関する研究 元木　博彦 循環器内科 平成26年6月3日

2749
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 平成26年6月3日

2750 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 平成26年6月3日

2751 こども同士の遊びが筋力、模倣行動に与える影響 西澤　公美 理学療法学専攻 平成26年6月3日

2752
変形性膝関節症患者を対象とした片側Ｔ字杖歩行とノルディックウォーキングにおける客観的な歩行能力と主観的な歩
きやすさの比較

木村　貞治 理学療法学専攻 平成26年6月3日

2753 新生児期におけるQT時間の変動についての研究 赤澤　陽平 小児医学 平成26年6月3日

2754 老人斑周囲へのプリオン凝集に関する監察 小柳　清光 神経難病学 平成26年6月3日

2755 腕時計型非侵襲的生体情報検出機器改良型による自動睡眠段階判定アルゴリズム構築に関する研究 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成26年6月3日

2756 人口膝関節置換術における膝蓋骨コンポーネントの形状の違いによる術後成績の検討 下平　浩揮 運動機能学 平成26年6月3日

2757 新規敗血症マーカー「プレセプシン」による、新生児感染症の早期発見に関する研究 三代澤　幸秀 小児科 平成26年6月3日

2758 前立腺肥大症患者における尿道超音波検査の有用性 皆川　倫範 泌尿器科 平成26年6月3日

2759
初発脳転移を有する進行再発非小細胞肺癌（扁平上皮癌を除く）に対する、全脳照射とエルロチニブの同時併用およ
び照射後のエルロチニブとベバシズマブ併用療法の有用性と安全性の検討：第Ⅱ相試験

佐々木　茂 包括的がん治療学 平成26年6月3日
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2760
急性冠症候群患者に対する抗血小板薬「プラスグレル」と「クロピドグレル」の切り替えが血小板凝集能にもたらす変化
の研究

海老澤　聡一朗 循環器内科 平成26年6月3日

2761 頭蓋内動脈塞栓症に対する直達外科治療の有用性と安全性評価に関する研究 堀内　哲吉 脳神経外科学 平成26年7月8日

2762 新人看護師の看護実践の力と他者支援との関連　－２年間の変化－ 山口　大輔 看護学専攻 平成26年7月8日

2763 心肺蘇生後の脳機能検査と予後の関連 浦　みどり 臨床検査部 平成26年7月8日

2764 超高齢者の手根管症候群に対する手術の有効性に関する研究 内山　茂晴 運動機能学 平成26年7月8日

2765
原発性アルドステロン症患者におけるAPA アルドステロン産生腺腫）、IHA（特発性アルドステロン症）の鑑別診断とし
て、迅速ACTH負荷試験によるPAC（血漿アルドステロン濃度）/Potassium Ratioの有効性について

駒津　光久
糖尿病・内分泌代謝
内科

平成26年7月8日

2766 細胆管細胞癌に特徴的な糖鎖発現プロファイルの同定とその病理診断への応用 福島　万奈 分子病理学 平成26年7月8日

2767 急性帯状疱疹痛患者の予後調査 吉山　勇樹 麻酔科蘇生科 平成26年7月8日

2768 ゼルヤンツ使用に伴う関節リウマチの疾患活動性評価 中村　幸男 運動機能学 平成26年7月8日

2770 視覚誘発電位（VEP）のディスプレイの違いによる潜時の変化に関する検討 浦　みどり 臨床検査部 平成26年7月8日

2771 握力・鍵つまみ力の 大筋力測定における適切な試行間休憩時間 黒崎　真樹 医学系研究科 平成26年7月8日

2772 脳性麻痺児における筋腱複合体の構造学特性の評価 Goh Ah Cheng 理学療法学専攻 平成26年7月8日

2773 遠位橈尺関節障害による手指伸筋腱皮下断裂再建術に影響を及ぼす因子の検討 伊坪　敏郎 運動機能学 平成26年7月8日

2774 子宮頸がん予防啓発に関するアンケート調査 小林　幸弘 臨床検査部 平成26年7月8日

2775 国保特定健診事業への歯科検診導入に関する研究 栗田　浩 歯科口腔外科学 平成26年7月8日

2776 手指屈筋腱断裂に対する滑膜内腱移植の手術成績 内山　茂晴 運動機能学 平成26年7月8日

2777 IgG4関連ミクリッツ病における涙腺病変の検討 黒川　徹 眼科 平成26年7月8日
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2778 外来通院中の糖尿病患者における慢性腎臓病診療の実態調査 上條　祐司 腎臓内科 平成26年7月8日

2779 胃癌におけるM2マクロファージの発現解析 中山　淳 分子病理学 平成26年7月8日

2780
膵腫瘍に対する膵体尾部切除の短期成績：Propensity Scoreを用いた腹腔鏡下と開腹の比較研究　-日本肝胆膵外科
学会内視鏡外科プロジェクト（膵臓）-

宮川　眞一 外科学第１ 平成26年7月8日

2781 川崎病における炎症カスケードの解析 上松　一永 病理学 平成26年7月8日

2782 脊椎側弯症患者の早期離床における阻害要因の検討 下條　弓奈 看護部 平成26年7月8日

2783 カルニチンががん終末期患者の栄養管理に与える影響 坂本　明之 包括的がん治療学 平成26年7月8日

2784 高所でのアルコール摂取が睡眠や呼吸に与える影響の研究 花岡　正幸 内科学第１ 平成26年7月8日

2785
小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試
験

中沢　洋三 小児医学 平成26年7月8日

2786
小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法についてランダム化比較検討、およ
び寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する多施設共同シームレス第Ⅱ－Ⅲ相臨床試験

中沢　洋三 小児医学 平成26年7月8日

2787 原因不明の遺伝性疾患が疑われる小児患者における遺伝学的検査の有用性と遺伝カウンセリングについて 福嶋　義光 遺伝医学・予防医学 平成26年7月8日

2788 18トリソミーをもつ子どもの親の思いに関する調査 古庄　知己 遺伝子診療部 平成26年7月8日

2789 在宅ALS療養者のコミュニケーション支援におけるチームケアに関する研究 高橋　宏子 看護学専攻 平成26年7月8日

2790 胸部・胸腹部大動脈瘤手術における運動誘発電位及び脳脊髄ドレナージの有効性に関する研究 川真田　樹人 麻酔蘇生学 平成26年7月8日

2791
小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療法と抗甲状腺剤とコレステロール吸収阻害併用療法の
多施設共同非盲検ランダム化比較試験

松浦　宏樹 小児医学 平成26年7月8日

2792 おぶせ町民の運動器検診：おぶせスタディ 加藤　博之 運動機能学 平成26年7月8日

2793 顕微鏡下、内視鏡下手術支援装置iArmSの市販前評価 本郷　一博 脳神経外科 平成26年7月8日

2794 抗核抗体IF法自動化システムの開発及び評価とCLEIA法の評価 菅野　光俊 臨床検査部 平成26年7月8日
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2795 口腔内カンジダ菌数と全身免疫スコアとの関連性の検討 林　清永 歯科口腔外科学 平成26年7月8日

2796 定量CTを用いた骨粗鬆症患者の大腿骨近位部骨強度および骨格筋量測定 内山　茂晴 運動機能学 平成26年7月8日

2797 難治性聴覚障害に関する調査研究 宇佐美　真一 耳鼻咽喉科 平成26年7月8日

2798 カタトニア治療前後の脳機能の変化について 中村　敏範 精神医学 平成26年7月8日

2799 下肢動脈血管内治療急性期の各種バイオマーカーに及ぼす影響 池田　宇一 循環器内科 平成26年7月8日

2800 食道癌術後に生じる嚥下障害の評価法の確立と治療的介入の検討
鈴木　彰
加藤　博之

消化器外科
リハビリテーション部

平成26年7月8日

2801 光干渉断層計（Optical coherence tomography：OCT）による網脈絡膜血管評価の有用性の検討 村田　敏規 眼科 平成26年7月8日

2802 非アルコール性脂肪性肝疾患における病態マーカーの解析と有用性の検討 小松　通治 内科学第２ 平成26年7月8日

2803
アミロイドPETを用いた、肝移植後家族性アミロイドポリニューロパチー患者における脳血管アミロイドーシスの有病率
に関する研究

池田　修一 第３内科 平成26年7月8日

2804 Duchenne型筋ジストロフィー症の補装具装着が関節可動域・筋力に及ぼす影響 西澤　公美 理学療法学専攻 平成26年7月8日

2805 成長ホルモン製剤専用注入器に関する調査 松浦　宏樹 小児医学 平成26年7月8日

2806 慢性肝疾患における肝線維化の非侵襲的評価法の検討 梅村　武司 内科学第２ 平成26年7月8日

2807 C型慢性肝炎に対するダクラタスビル/アスナ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26年7月8日

3001 新たな６分間歩行テストの検証 西澤　公美 理学療法学専攻 平成26年8月4日

3003 Ｄダイマー陰性の急性大動脈解離症例の検討 新田　憲市 救急集中治療学 平成26年8月4日

3002 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　～マネキンスタディ～ 井出　進　 麻酔科 平成26年8月4日

3004 走行中の足部アーチの変化量を予測する足部アーチ形状の評価方法の検討 百瀬　公人 理学療法学専攻 平成26年8月4日
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3005 ビデオ咽頭鏡McGrath X bladeと各種咽頭鏡によるマネキンを用いた気管挿管の検討 市野　隆 手術部 平成26年8月4日

3006 日常診療下における心臓ＣＴの被曝線量に関する調査研究 角谷　真澄 放射線科 平成26年8月4日

3007 手術を受ける患者を対象とした、鎮痛効果の評価に関する研究 田中　聡 麻酔科 平成26年8月4日

3008 エムラ クリームがプロポフォールおよびロクロニウム投与時痛に対して及ぼす鎮痛効果の検討 川真田　樹人 麻酔科 平成26年8月4日

3009 運動＋凍豆腐摂取の健康増進効果 能勢　博
バイオメディカル研究
所

平成26年8月4日

3022 血液透析中のエルゴメーター駆動条件の違いが下肢筋活動及び血流に及ぼす影響 三好　圭 理学療法学専攻 平成26年9月2日

3016 気腫合併肺線維症（CPFE）における肺癌発生の機序に関する病理組織学的検討 吉澤　明彦 病態解析診断学 平成26年9月2日

3015 ヒト腸管スピロヘータ症（HIS）：小児例の検討 吉澤　明彦 病態解析診断学 平成26年9月2日

3014
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

川真田　樹人 麻酔蘇生学 平成26年9月2日

3013 事前評価者講習会を省略した臨床実習修了後客観的技能試験の内部一致性の検討 清水　郁夫 医学教育センター 平成26年9月2日

3010 ヒト肛門管移行帯、肛門腺およびこれらの領域発生の腫瘍（腺癌、扁平上皮癌、粘表皮癌）の免疫組織化学的検討 太田　浩良 検査技術科学専攻 平成26年9月2日

3020 骨髄細胞中の肝炎ウイルスの検出 梅村　武司 内科学第２ 平成26年9月2日

3012 小児重症筋無力症研究会で症例報告を行った医師に対するアンケート調査 稲葉　雄二 小児医学 平成26年9月2日

3018 分光カメラを用いた生体成分の光スペクトル計測 古賀　弘志 皮膚科 平成26年9月2日

3021 慢性肝疾患における肝線維化の非侵襲的評価法の検討：前向き観察研究 梅村　武司 内科学第2 平成26年9月2日

3023 フラクショナルレーザーによる眼瞼痙攣の治療への効果の検討 伴　緑也 形成再建外科学 平成26年9月2日

3019 冠血流予備比（FFR）にて冠動脈インターベンションを見送った症例の長期予後：日本多施設レジストリー 宮下　裕介 循環器内科 平成26年9月2日
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3017
保育園児を対象としたラクトフェリン含有ヨーグルトの摂取による感染症（感染症胃腸炎、インフルエンザ）に対する予防
効果検証のための調査研究

野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成26年9月2日

3011 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26年9月2日

3047 関節症性乾癬患者を対象としたadalimumabの有用性の検討 奥山　隆平 皮膚科学 平成26年9月2日

3038 上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ランダム化検証的試験　（JCOG1203） 宮本　強 産婦人科 平成26年10月7日

3025 胃癌発生におけるスルホムチンの役割 中山　淳 分子病理学 平成26年10月7日

3032 2013年流行の手足口病の臨床的特徴に関する研究 稲葉　雄二 小児医学 平成26年10月7日

3031
新規発症ANCA関連血管炎の寛解導入療法における、リツキシマブ併用低用量グルココルチコイドvs高用量グルココル
チコイドのオープンラベル、多施設共同、ランダム化比較試験

下島　恭弘 内科学第3 平成26年10月7日

3027
成人肝臓移植術後の消化管障害に対する TJ-100 ツムラ大建中湯(医療用)の有効性に関する検討 -多施設共同によ
る二重盲検無作為化比較臨床試験-

宮川　眞一 外科学第1 平成26年10月7日

3024
呼吸不全に関する調査研究
リンパ脈管筋腫症に関する臨床調査個人票を用いた疫学研究

林田　美江 内科学第1 平成26年10月7日

3044 リンパ脈管筋腫症に対するSirolimus投与の安全性に関する多施設共同臨床研究 林田　美江 内科学第１ 平成26年10月7日

3046 松川村における健康寿命延伸に関わる調査研究 本郷　実 看護学専攻 平成26年10月7日

3030 超高齢者の悪性軟部腫瘍に対する手術治療の有効性の検討 岡本　正則 整形外科 平成26年10月7日

3039 ヒト精子幹細胞の試験管内操作法の開発 岡　賢二 産婦人科 平成26年10月7日

3033 本邦における冠動脈疾患を伴う植込み型除細動器植込み症例の実態調査 竹内　崇博 循環器内科 平成26年10月7日

3026 肺腺癌におけるリンパ管の３次元解析 小林　幸弘 臨床検査部 平成26年10月7日

3034 上部内視鏡検査でのマウスピースによる安定感と苦痛の変化 中村　和江 看護部 平成26年10月7日

3028 反復 大等尺性膝伸展筋力測定における測定間休息時間の設定 多賀　将仁 医学系研究科 平成26年10月7日
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3029 復囲周径を用いた腹横筋の選択的収縮のフィードバック法の検討 杉本　穂高 医学系研究科 平成26年10月7日

3048 Ｈelicobacter pylori陽性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10月7日

3041 非侵襲血糖測定機器の臨床応用 駒津　光久 内科学第４ 平成26年10月7日

3043
APOLLO試験：トランスサイレチン（TTR）型家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP）患者を対象としたPatisiran（ALN-
TTR02）の有効性及び安全性を評価する第III相、多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、国際共同治験

関島　良樹 内科学第3 平成26年10月7日

3040
DISCO (Differential Subsampling with Cartesian Ordering) MR撮像法とコンパートメントモデル解析を用いた肝血流動
態の定量的評価

山田　哲 放射線部 平成26年10月7日

3037 シスプラチン投与患者における体内カルニチン変動の意義 小泉　知展 包括的がん治療学 平成26年10月7日

3035 セントラルコマンドと運動開始時の酸素消費量・放熱反応の関係 能勢　博
バイオメディカル研究
所

平成26年10月7日

3049 SGLT2阻害剤（イプラグリフロジン）の体脂肪に対する効果 西尾　真一 内科学第4 平成26年10月7日

3042
EGFR遺伝子変異を有する根治切除術後再発非小細胞肺癌を
対象としたアファチニブの認容性と有効性の検討

吉田　和夫 外科学第2 平成26年10月7日

3045 甲状腺乳頭癌全摘術後の放射性ヨウ素療法の意義に関する調査研究 伊藤　研一 外科学第2 平成26年10月7日

3036 微小粒子状物質等大気汚染物質の健康影響（循環器、呼吸器疾患）に関する研究 野見山　哲生 衛生学公衆衛生学 平成26年10月7日

3050 網膜疾患における血清網膜自己抗体の解析 今井　弘毅 眼科 平成26年11月5日

3053 リンパ脈管筋腫症に対するラパリムス発売後の長期経過の調査 林田　美江 内科学第１ 平成26年11月5日

3052 生体成分中のメラニンおよび代謝産物の測定 古賀　弘志 皮膚科 平成26年11月5日

3056 長野県における肝炎ウイルス検査陽性者の追跡システムの構築 吉澤　要 内科学第２ 平成26年11月5日

3051 乳児院入所児の運動発達促進に向けた集団遊びプログラムの有効性の検討 赤羽　美和 作業療法学専攻 平成26年11月5日

3054
SUNRISE registry
(Status of Antiplatelet Therapy in patients with Various Kinds of Surgery after Resolute Integrity Zotarolimus-Eluting
stent implantation)

海老澤　聡一朗 循環器内科 平成26年11月5日



平成26年度信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

承認番号 計 画 名 責任者 所属 承認日

3055 反すうが怒りの対処方法と前頭部脳血流量に与える影響―NIRSを用いた実験的検討― 本田　秀夫
子どものこころ診療
部

平成26年11月5日

3057
Long-term follow-up of East Asian patients from the RADIANCE clinical trial (CRFB002F2301): a retrospective cohort
study
RADIANCE臨床試験に参加した東アジア人患者を対象とした、長期フォローアップ：後ろ向きコホート研究

吉田　紀子 眼科 平成26年11月5日

3081 上腕留置末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)の有用性と安全性の前方視的検討 盛田　大介 小児科 平成26年11月5日

3058 シスプラチンの全身倦怠感に対する評価法の確立と漢方薬（十全大補湯）の役割に関する検討 皆川　倫範 泌尿器科 平成26年11月5日

3059
前立腺癌に対する組織内密封小線源永久留置（ブラキセラピー）後の排尿障害に対するPDE5阻害薬(タダラフィル)の
役割に関する検討

皆川　倫範 泌尿器科 平成26年11月5日

3060 網膜静脈閉塞症の黄斑浮腫に対する網膜光凝固術とラニビズマブ硝子体内投与の効果の検討 家里　康弘 眼科 平成26年12月2日

3061 ヒト脳幹切片標本の作製とステレオロジー解析 福島　菜奈恵 人体構造学 平成26年12月2日

3062 胃幽門腺型腺腫の病理診断における腺粘液糖鎖の発現意義 中山　淳 分子病理学 平成26年12月2日

3077 先天性骨系統疾患におけるデノスマブを用いた際の骨代謝マーカー、骨密度値を含めた治療効果の検証 中村　幸男 整形外科 平成26年12月2日

3063 重症虚血肢患者における膝下動脈のインターベンション後の血管予備能が創傷治癒に及ぼす影響の検討 宮下　裕介 循環器内科 平成26年12月2日

3064 ヒト嗅覚器の神経細胞に関する解剖学的基礎研究 川岸　久太郎 人体構造学 平成26年12月2日

3065 乳幼児における感染性喘鳴のウイルス学的検索 稲葉　雄二 小児医学 平成26年12月2日

3066 県内医療機関看護管理者及び看護師を対象とした退院支援・在宅療養支援に関する実態調査 坂口　けさみ 看護学専攻 平成26年12月2日

3067 教育用シミュレータを用いたフィジカルアセスメント演習における教授-学習過程に関する研究 柳澤　節子 看護学専攻 平成26年12月2日

3068
新世代治療導入後の未治療NK/T細胞リンパ腫における治療実態把握と予後予測モデル構築を目的とした国内および
東アジア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26年12月2日

3069 腎生検未施行のANCA関連腎炎患者における予後の検討 上條　祐司 内科学第２ 平成26年12月2日

3070 思春期特発性側弯症に対するSkip Pedicle Screw Fixationの合併症の検討 高橋　淳 整形外科 平成26年12月2日
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3071 PFAPA症候群の臨床像の解析と診断基準作成のための検討 重村　倫成 小児医学 平成26年12月2日

3074 エーラスダンロス症候群の新規治療法の開発 古庄　知己 遺伝子診療部 平成26年12月2日

3082 自己血由来フィブリンゲルの創傷・粘膜炎への臨床応用 相澤　仁志 歯科口腔外科学 平成26年12月2日

3072
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細
胞移植の臨床第Ⅱ相試験（JALSG Ph+ALL213）

伊藤　俊朗 内科学第２ 平成26年12月2日

3076
Quadra Registry
左室4極リードの留置後移動と極性選択に関する研究

岡田　綾子 循環器内科 平成26年12月2日

3073 C型肝炎の抗ウイルス治療法選択を目的とした新規検査系に関する研究 小松　通治 内科学第２ 平成26年12月2日

3078 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施と評価 本田　秀夫
子どものこころ診療
部

平成26年12月2日

3075 新規携帯式尿流計の開発および臨床検証 皆川　倫範 泌尿器科 平成26年12月2日

3079 新規スフィンゴミエリン測定試薬検査の臨床応用 日高　宏哉 検査技術科学専攻 平成26年12月2日

3080 新しい質量分析によるリン脂質ファミリー検査法の構築と臨床応用 日高　宏哉 検査技術科学専攻 平成26年12月2日

3125 2次元レーザー血流計を用いた組織の血流測定 杠　俊介 形成再建外科学 平成26年12月2日

3083 COPD患者における漸増シャトル歩行試験と呼吸機能および健康関連QOLの相関に関する検討 牛木　敦人 内科学第１ 平成27年1月6日

3084 IFNフリー経口抗HCV剤による肝発癌抑制効果と予後に関する研究 梅村　武司 内科学第2 平成27年1月6日

3092 DermaLab を用いた周術期患者の皮膚評価の変化と体内水分量の変化に関する検討 杉山　由紀 麻酔蘇生学 平成27年1月6日

3093 熱流計による全身麻酔時の熱出納に関する検討 杉山　由紀 麻酔蘇生学 平成27年1月6日

3085 眼瞼および顔面表情筋の動きが交感神経に及ぼす影響【発汗計による検証】 伴　緑也 形成再建外科学 平成27年1月6日

3086 眼瞼の加齢変化と眼瞼下垂症の病態評価 伴　緑也 形成再建外科学 平成27年1月6日
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3087 ACL再建術における脛骨解剖学的ランドマークを指標とした脛骨骨孔作成法の有用性について 下平　浩揮 整形外科 平成27年1月6日

3088 ドミノ肝移植レシピエントにおける新規アミロイド沈着の動態解析 矢崎　正英
バイオメディカル研究
所

平成27年1月6日

3089 自発性運動開始時の酸素借とバソプレシンＶ１ａ受容体の関係 能勢　博
バイオメディカル研究
所

平成26年1月6日

3090 暑熱負荷時におけるヒト皮膚交感神経活動の血液量・血漿浸透圧の変化に対する反応 能勢　博
バイオメディカル研究
所

平成27年1月6日

3091 口腔腫瘍術後創部感染予防のための口腔管理に関する多施設共同研究 野池　淳一 歯科口腔外科学 平成27年1月6日

3096 小児炎症性腸疾患患者における血清ST2およびIL33値と病勢の相関 草刈　麻衣 小児医学 平成26年1月6日

3094 ギラン・バレー症候群の臨床経過と予後についての研究（J-GOS） 池田　修一 内科学第3 平成27年1月6日

3095
多施設共同研究による、慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチーの既存および新規発症例に関する予後・治療反応
性の予測因子の探索

池田　修一 内科学第3 平成27年1月6日

3097 胸腺癌に対する化学療法の実態・有効性についての観察研究 小泉　知展 包括的がん治療学 平成27年2月3日

3098 ガングリオンにより再発した肘部管症候群の臨床像と術後成績 小松　雅俊 整形外科 平成27年2月3日

3099 がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体験調査 小泉　知展 包括的がん治療学 平成27年2月3日

3100 肝細胞癌腫瘍マーカーのサーベイランスにおける有用性の構築をめざした多施設共同研究 梅村　武司 内科学第2 平成27年2月3日

3101 IgG4関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目指した研究 川　茂幸
総合健康安全セン
ター

平成27年2月3日

3102 本邦における慢性完全閉塞に対する心血管インターベンションの実態調査 海老澤　聡一朗 循環器内科 平成27年2月3日

3103
膵頭十二指腸切除術後膵液瘻grade Cの危険因子の同定
－前向き観察多施設共同研究－

宮川　眞一 外科学第1 平成27年2月3日

3104 臨床情報データベース構築による大動脈疾患など遺伝性血管難病に関する調査研究 古庄　知己 遺伝子診療部 平成27年2月3日

3105 EGFR阻害剤による皮脂腺細胞の変化と治療薬探索モデルの構築に関する研究 芦田　敦子 皮膚科 平成27年2月3日
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3109 皮膚腫瘍におけるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染に関する研究 芦田　敦子 皮膚科 平成27年2月3日

3106 小児モンテジア骨折後の陳旧性橈骨頭脱臼例に生じた遅発性尺骨神経麻痺の検討 加藤　博之 運動機能学 平成27年2月3日

3107
10代の脊柱変形患者に対する後方矯正固定術後に行なった再手術症例の検討（Factors influencing revision surgery
after posterior spinal fusion in adlescent spinal deformities.)

二木　俊匡 整形外科 平成27年2月3日

3114 立体で行う手術に対する、立体保持装置の有効性を検証する計画 伊東　清志 脳神経外科学 平成27年2月3日

3112
高齢者（75 歳以上）進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル+ベバシズマブ療法とペメトレキセド+ベバ
シズマブ療法の無作為化第Ⅱ相試験

小泉　知展 包括的がん治療学 平成27年2月3日

3108 血清迅速診断キット(BiocardTM Celiac Test)を用いたセリアック病の血清診断の開発に関する研究 石田　文宏 検査技術科学専攻 平成27年2月3日

3110 人工呼吸を要する患者における酸素療法と酸塩基平衡に関する多施設観察研究 新田　憲市 救急集中治療学 平成27年2月3日

3111
糖尿症黄斑浮腫治療におけるアイリーア硝子体注射に網膜光凝固を併用したTreat and Extend法の治療効果につい
て

村田　敏規 眼科 平成27年2月3日

3113
膿疱性乾癬患者又は乾癬性紅皮症患者を対象としたCNTO 1959 (Guselkumab) の
有効性及び安全性を評価する多施設共同，オープンラベル，第III 相試験(CNTO1959PSO3005)

奥山　隆平 皮膚科学 平成27年2月3日

3115 小児小腸バルーン内視鏡に関する多施設共同前方視的研究 中山　佳子 小児医学 平成27年3月3日

3122 JGOG1075S: 本邦における外陰癌の実態及び治療に関する調査研究 宮本　強 産婦人科 平成27年3月3日

3123 再発子宮頸がんにおけるプラチナ製剤free期間が化学療法の効果に及ぼす影響の後方視的検討（JGOG1076S） 宮本　強 産婦人科 平成27年3月3日

3116 全国骨・軟部腫瘍登録 吉村　康夫 リハビリテーション部 平成27年3月3日

3126 女性てんかん患者への葉酸投与に関する医師向けのアンケート調査 川崎　洋一郎 小児科 平成27年3月3日

3121
骨粗鬆症患者の望ましい行動変容を促す外来看護の検討
～治療開始から継続的に関わった一例の報告～

細谷　文 看護部 平成27年3月3日

3117 日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究 中沢　洋三 小児医学 平成27年3月3日

3119 高齢者の人工股関節置換術後の実態調査 上村　智子 作業療法学専攻 平成27年3月3日
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3118 四肢に発生した脱分化型脂肪肉腫の治療成績 鬼頭　宗久 整形外科 平成27年3月3日

3120 高齢者突然死と全身性アミロイドーシスの関連性に関する研究 浅村　英樹 法医学 平成27年3月3日

3127
HER2陰性再発乳癌患者の1次もしくは2次化学療法としてのエリブリンの臨床的有用性に関する検討（ランダム化第II相
試験）

伊藤　研一　 外科学第２ 平成27年3月3日

3128 全身麻酔薬の視覚路に与える影響に関する全身麻酔中の患者を対象とした研究 田中　竜介 麻酔科蘇生科 平成27年3月3日

3124 院外心停止例救命のための効果的救急医療体制・治療ストラテジの構築に関する研究 新田　憲市 救急集中治療医学 平成27年3月3日


