
受付番号 計画名 責任者 所属 承認日

3129 子宮頸部多嚢胞性病変を示した患者の術前診断と臨床経過の検討 塩沢　丹里 産科婦人科 平成27年4月7日

3130 本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析 椎名　隆之 外科学第２ 平成27年4月7日

3131 医原性オトガイ神経麻痺の長期予測因子 塚原　嘉子 麻酔科蘇生科 平成27年4月7日

3132 腹部IgG4関連疾患における画像解析に関する研究 柳澤　新 画像医学 平成27年4月7日

3133 ニューモシスチス肺炎の予後因子に関する検討とST合剤投与量に関する検討 小坂　充 内科（１） 平成27年4月7日

3134 消化管限局性ALアミロイドーシスの臨床病理像 加藤　修明 内科学第３ 平成27年4月7日

3135 骨髄細胞移植による血管新生療法の使用実態調査 柴　祐司 循環器内科 平成27年4月7日

3136 血管炎生検組織標本における浸潤免疫担当細胞の同定による血管炎発症機序の検討 菅野　祐幸 病理組織学 平成27年4月7日

3137 日本における補助人工心臓に関連した市販後のデータ収集 (J-MACS) 瀬戸　達一郎 外科学第２ 平成27年4月7日

3138 局所活動性線維性骨異形成の1例 吉村　康夫 リハビリテーション部 平成27年4月7日

3139 B型慢性肝炎またはB型肝硬変に対するテノホビル療法の有効性・安全性に関する検討 松本　晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年4月7日

3140 コンピューター支援頚椎椎弓根スクリューにおける椎弓根スクリュー刺入角度 高橋　淳 整形外科 平成27年4月7日

3141 肺癌および胸腺腫瘍における5-hydroxymethylcytosine発現低下の検討 冨永　義明 外科学第２ 平成27年4月7日

3142 小児生活習慣病予防の調査研究 本郷　実 看護学専攻 平成27年4月7日

3143 サーファクタント異常症が疑われる先天性間質性肺炎患者の診断のための病理組織の検討 小林　法元 小児科 平成27年4月7日

3144 免疫性神経疾患における自己抗体の系統的測定と機能解析 稲葉　雄二 小児医学 平成27年4月7日

3145 肝疾患病態指標血清マーカーの開発と低侵襲かつ効率的に評価・予測する新規検査系の実用化 松本　晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年4月7日

平成２７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 責任者 所属 承認日

平成２７年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

3146 手術支援ロボットを用いた呼吸器外科手術の有用性の検討 椎名　隆之 外科学第２ 平成27年4月7日

3147
こころの健康づくりに関する質問紙調査のデータベースを活用した自殺関連行動項目に寄与する
要因の検討

塚原　照臣 衛生学公衆衛生学 平成27年4月7日

3148 非生物由来製品使用による炎症反応抑制に関する臨床調査 瀬戸　達一郎 外科学第２ 平成27年4月7日

3149 HBV　DNA測定法の単位変更に関する研究 松本　晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年4月7日

3150
Drug freeからHBs抗原消失を目指すB型肝炎抗ウイルス治療とこの効果を予想する新規因子の検
討

松本　晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年4月7日

3151
間歇性跛行を有する閉塞性動脈硬化症患者に対する経皮的下肢動脈形成術の血管内皮機能へ
及ぼす影響の研究

宮下　裕介 循環器内科 平成27年4月7日

3152 腎動静脈エコーと血中及び尿中バイオマーカー測定による心不全患者の予後予測 木村　和広 輸血部 平成27年4月7日

3206 炎症性腸疾患における腸内の代謝変化 管　智明 内科学第２ 平成27年4月7日

3153 解剖実習献体から摘出した胸椎のマイクロX線CT撮影および力学解析 高橋　淳 整形外科 平成27年5月12日

3154 新しい上肢・手指機能検査法の開発に関する研究 井戸　芳和 リハビリテーション部 平成27年5月12日

3155 非典型的な頚髄症患者の手術成績 高橋　淳 整形外科 平成27年5月12日

3156 日本航空医療医学会ドクターヘリ・レジストリーの症例登録事業ならびに効果検証 高山　浩史 救急集中治療医学 平成27年5月12日

3157 遺伝カウンセリングロールプレイ研修会参加者を対象としたアンケート調査 福嶋　義光 遺伝医学・予防医学 平成27年5月12日

3158 レーザースペックル血流画像化装置（MoorFLPI-2）を用いたAllen testの定量化 清水　彩里 麻酔科蘇生科 平成27年5月12日

3159
術中脊髄機能モニタリングで記録される経頭蓋電気刺激—複合筋活動電位に記録電極が及ぼす
影響

川真田　樹人 麻酔科蘇生科 平成27年5月12日

3160 大菱形骨転移性骨腫瘍の1例 岡本　正則 整形外科 平成27年5月12日

3161 家族性アミロイドポリニューロパチー続発緑内障の眼房水質量分析 京本　敏行 眼科 平成27年5月12日
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平成２７年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

3162 HIV患者の処方に関する要望と服薬アドヒアランスに関する調査研究 土屋　広行 薬剤部 平成27年5月12日

3163
特発性間質性肺炎（idiopathic interstitial pneumonias; IIPs）における臨床・画像・病理を含むデー
タベースの構築と臨床疫学的検討

花岡　正幸 内科学第１　 平成27年6月2日

3164 間質性肺炎のバイオマーカーとしてのぺリオスチン性能実証のための後ろ向き研究 山本　洋 内科学第１　 平成27年6月2日

3165 HIV感染症診断に要した日数の後方視的検討 牛木　敦人 内科学第１　 平成27年6月2日

3166 距骨下関節の構造に関する解剖学的研究 掛川　晃 人体構造学 平成27年6月2日

3167 包括的暴力防止プログラムの教育効果に関する研究-研修アンケートからの分析- 下里　誠二 看護学専攻 平成27年6月2日

3168 Adenoma of the nippleにおける5-Hydroxymethylcytosine (5-hmc)の発現について 奥山　隆平 皮膚科学 平成27年6月2日

3169
「実践力ある在宅療養支援リーダー育成事業」（第1期）に関する受講生、上司、科目担当者による
事業評価（1）

坂口　けさみ 看護学専攻 平成27年6月2日

3170
信州大学医学部附属病院における血管型エーラス・ダンロス症候群の診療実態に関する研究―
早期診断・早期介入の有用性について―

古庄　知己 遺伝子診療部 平成27年6月2日

3171 信州大学医学部附属病院における慢性閉塞性肺疾患患者の特徴と経過 山鹿 隆義 リハビリテーション部 平成27年6月2日

3172
オキシトシンは帝王切開術後痛の回復を促進させるか？
－術後痛に対するオキシトシンの鎮痛効果の検討―

布施谷　仁志 麻酔科蘇生科 平成27年6月2日

3173 高齢者の生活行為の不自由感と興味･関心の地域差に関する調査研究 小林　正義 作業療法学専攻 平成27年6月2日

3174 起立動作を応用した簡易運動耐容能評価法の開発 横川　吉晴 理学療法学専攻 平成27年6月2日

3175 血液像によるLGL白血病スクリーニング法の検討 棚橋　高大　 検査技術科学専攻 平成27年6月2日

3176 多項目自動血球分析装置XNシリーズを用いた桿状核球フラッギング性能評価に関する研究 本田　孝行 病態解析診断学 平成27年6月2日

3177
「新生血管型加齢黄斑変性患者を対象にREGN2176-3硝子体内反復投与の有効性と安全性を比
較検討する無作為化、二重盲検、第II相、用量設定試験」の検体保存について

村田 敏規　 眼科 平成27年6月2日

3178 切除不能進行期悪性黒色腫患者に関する臨床研究 奥山　隆平 皮膚科 平成27年6月2日
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平成２７年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

3179 嚥下筋活動のセンシングと嚥下補助食品の応用に関する研究 小山　吉人 歯科口腔外科 平成27年6月2日

3180 胃腫瘍における粘液マーカーとp53の発現 福島　万奈 分子病理学 平成27年7月7日

3181 巨細胞腫における免疫組織化学的検討 福島　万奈 分子病理学 平成27年7月7日

3182
 再発悪性神経膠腫におけるWT1パルス樹状細胞ワクチン療法による腫瘍局所の免疫応答に関す
る検討

酒井　圭一 脳神経外科 平成27年7月7日

3183 唾液腺癌におけるバイオマーカー検索に関する研究 山田　慎一 特殊歯科･口腔外科 平成27年7月7日

3184 唾液腺癌におけるバイオマーカー検索に関する多施設後ろ向き研究 山田　慎一 特殊歯科･口腔外科 平成27年7月7日

3185 思春期特発性側弯症胸椎カーブの矯正に必要なスクリューの数の検討 高橋　淳 整形外科 平成27年7月7日

3186 悪性黒色腫に対する緩和的放射線治療に関する検討 小岩井　慶一郎 画像医学 平成27年7月7日

3187 経皮的末梢血管形成術を施行された閉塞性動脈硬化症患者の予後検討 三浦　崇 循環器内科　 平成27年7月7日

3188 うつ病患者の認知機能と社会適応度に関する研究 小林　正義 作業療法学専攻 平成27年7月7日

3189
変形性膝関節症患者における起床時コルチゾール反応（CAR）と経皮的電気神経刺激（TENS）後
の疼痛知覚との関連性について：記述的相関研究

Goh Ah Cheng 理学療法学専攻 平成27年7月7日

3190 下肢発生骨軟部腫瘍術後の深部静脈血栓症発生について 吉村　康夫 リハビリテーション部 平成27年7月7日

3191 軟骨肉腫における術前悪性度診断 吉村　康夫 リハビリテーション部 平成27年7月7日

3192 小児急性前骨髄球性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 中沢　洋三 小児科 平成27年7月7日

3193
工学的解析技術による悪性中皮腫の客観的診断指標構築およびリスク因子であるアスベスト小体
自動判別法の開発

木村　文一 検査技術科学専攻 平成27年7月7日

3194
信州大学版産科チェックリストは 大量出血による母体合併症を 減らしたか？
〜後ろ向きコホート研究による検討〜

川真田　樹人 麻酔蘇生学 平成27年7月7日

3195
既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセタキセルとnab-パクリタキセル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27年7月7日
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平成２７年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

3196
EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベバシズマブ＋エルロチ
ニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲検無作為化比較第III相臨床試験

小泉　知展 包括的がん治療学 平成27年7月7日

3197 糖尿病黄斑浮腫患者に対する早期硝子体手術の治療効果についての国際的多施設臨床研究 村田　敏規 眼科 平成27年7月7日

3198
食道がん術後肺炎予防に対する周術期口腔機能管理の有効性に関する多施設共同後ろ向き研
究

山田　慎一 特殊歯科･口腔外科 平成27年7月7日

3199
「FIGO　Stage　ⅢB期の子宮頸癌患者を対象としたZ-100第Ⅲ相アジア共同試験」における検体保
存について

宮本　強 産科婦人科 平成27年7月7日

3200 ガイダンス付スパイロメータ性能試験 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成27年7月7日

3201 在宅見守りシステムの開発と慢性呼吸器疾患を有する高齢者における有用性の検討 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成27年7月7日

3202 ウエアラブルバイタルサイン測定システムの検証的臨床試験 藤本　圭作 検査技術科学専攻 平成27年7月7日

3203 成人の左室緻密化障害の実態に関する後ろ向き観察研究 南澤　匡俊 循環器内科 平成27年7月7日

3204 成人の左室緻密化障害の実態に関する前向き観察研究 南澤　匡俊 循環器内科 平成27年7月7日

3205 若年健常者の筋力測定において、事前練習は何回必要か 多賀　将仁 理学療法学専攻 平成27年7月7日

3207 肺末梢病変に対する血管内視鏡を用いた気管支鏡検査の有用性に関する探索的臨床研究 花岡　正幸 内科学第１ 平成27年7月7日

3208 頭蓋内外血管バイパス手術における術前後の虚血領域の検討 堀内　哲吉 脳神経外科　 平成27年8月4日

3209 高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多施設共同前向き調査研究 椎名　隆之 外科（２） 平成27年8月4日

3210
長野県過疎地域で乳幼児を1人持つ母親の子育て実態に関する研究―母親の地域移動に由来
する社会的支援に着目して―

奥野　ひろみ 看護学専攻 平成27年8月4日

3211 多系統萎縮症のステージ分類確立：グリア封入体を基盤とする分子病理学的解析 山田　光則 神経難病学 平成27年8月4日

3212 小児肝移植後の予後調査 三田　篤義 集中治療部 平成27年8月4日

3213 ダウン症候群をもつ子どもの親が育児を通じて感じてきた思いに関する研究 古庄　知己 遺伝子診療部 平成27年8月4日
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平成２７年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

3214 手根管症候群・肘部管症候群・頚椎症性脊髄症患者の術後上肢機能の長期追跡：後ろ向き研究 西村　輝 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 平成27年8月4日

3215
最近10年に長野県内で診断した重症筋無力症患者の臨床像と治療に関する臨床調査(アンケート
調査)～高齢発症重症筋無力症を中心に～

池田　修一 内科学第３ 平成27年8月4日

3216 医学生の共感の概念的構造はコミュニケーション技能教育に よってどのように変化するか? 清水　郁夫 医学教育学 平成27年8月4日

3217 入院治療を要する小児の摂食障害の臨床的特徴 西川　景子 精神科 平成27年8月4日

3218 日本人における短橈側手根屈筋の頻度およびMRI所見 三村　哲彦 整形外科 平成27年8月4日

3219 尿酸降下薬による腎機能保護効果に関しての研究 上條　祐司 内科（２） 平成27年8月4日

3220 骨盤内リンパ節転移陽性子宮頸癌患者の放射線治療後の再発形式に関する検討 吉澤　恵理子 放射線科 平成27年8月4日

3221 脳腱黄色腫症の実態把握のための全国一次調査 関島　良樹 内科学第３ 平成27年8月4日

3222 日米のIgG4関連疾患における血中IgG4測定成績の違いの原因究明に関する検討 川　茂幸 総合健康安全センター 平成27年8月4日

3223 「信州ブレインリソースネット」の活用と、神経疾患の発症機序に関する研究 山田　光則 神経難病学 平成27年8月4日

3224 在日ウズベク人留学生の食生活の実態と食の保健行動を促す要因に関する研究 奥野　ひろみ 看護学専攻 平成27年8月4日

3225 非侵襲血糖測定機器の臨床応用〜原理の再評価と精度上昇に向けて〜 駒津 光久 内科学第４ 平成27年8月4日

3226 行政保健師を対象とした事例検討会の学習効果に関する研究 奥野　ひろみ 看護学専攻 平成27年9月8日

3227 脊髄髄外腫瘍摘出において安全な手術方法の調査研究 伊東　清志 脳神経外科 平成27年9月8日

3228 当科における電気けいれん療法の実態調査 高橋　由佳 精神科 平成27年9月8日

3229 長野県におけるHIV感染症患者の療養生活に関する調査 金井　信一郎 感染制御室 平成27年9月8日

3230 過灌流症候群高リスク例に対する頚動脈ステント留置術に関する後ろ向き研究 小山　淳一 脳血管内治療センター 平成27年9月8日
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平成２７年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト

3231 NUT midline carcinoma（NMC）の臨床病理学的検討 相澤　仁志 医学系研究科 平成27年9月8日

3232
血管型エーラス・ダンロス症候群at risk者・患者・家族の早期遺伝学的診断・早期介入への思いに
関する研究

古庄　知己 遺伝子診療部 平成27年9月8日

3233 脳卒中片麻痺患者に対する装具療法の効果に関する研究 小宅　一彰 医学系研究科 平成27年9月8日

3234 抗血栓療法施行患者に対する歯科観血処置時の出血性合併症に関する多施設共同研究 小山　吉人 特殊歯科・口腔外科 平成27年9月8日

3235
長野県におけるインプラント治療病診連携に関する検討：長野県歯科インプラントネットワーク開設
による効果

栗田 浩 歯科口腔外科学 平成27年9月8日

3236 脊髄手術に使用する硬膜縫合用器具の術後放射線画像に与える影響 伊東　清志 脳神経外科 平成27年9月8日

3237 ヒト乳癌における血清アミロイドA (SAA)の発現程度と予後との関連の解析 樋口　京一 加齢生物学分野 平成27年9月8日

3238 口腔粘膜癌におけるグリコーゲン代謝機序に関する検討 相澤　仁志 医学系研究科 平成27年9月8日

3239 炎症性皮膚疾患（アトピー性皮膚炎、乾癬、薬疹）発症における環境因子の影響の検討 小川　英作 皮膚科学 平成27年9月8日

3240
早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除病変の長期予後と転移・再発危険因子に関す
る検討

田中　景子 内科（２） 平成27年9月8日

3241 頭蓋内動脈硬化症に対する経皮的血管形成術に関する前向き観察研究 小山　淳一 脳血管内治療センター 平成27年9月8日

3242 がん患者における鍼治療の効果とその評価～アンケート、唾液アミラーゼモニターを使用して～ 坂本　明之 麻酔科蘇生科 平成27年9月8日

3243
B型慢性肝炎の治療における、テノホビルとPeg-IFNα2a併用療法の有用性に関するパイロット試
験

田中　榮司 内科学第２ 平成27年9月8日

3244 慢性肝疾患におけるAutotaxinの臨床的意義についての検討 梅村 武司 内科学第２ 平成27年10月6日

3245
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血管内超音波併用下の血管内治療
の安全性と有効性に関する多施設・前向き研究

三浦 崇 循環器内科 平成27年10月6日

3246 αシヌクレイン病剖検脳を用いた鉄代謝関連蛋白の検討 佐藤　充人 内科（３） 平成27年10月6日

3247 ブレンド型PBLは医学生の主体的学習姿勢に寄与するか 清水 郁夫 医学教育学 平成27年10月6日
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3248 頚椎牽引における牽引力と牽引角度が下位頚椎の関節離開に与える影響 GOH AH CHENG 理学療法学専攻 平成27年10月6日

3249 信州大学医学部附属病院における神経伝導検査の参考基準値設定 紺野 沙織 臨床検査部 平成27年10月6日

3250
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－聞き取り調査を用い
た量的調査－

高橋 宏子 看護学専攻 平成27年10月6日

3251 パーキンソン病患者のすくみ足に対する視覚刺激の影響 木村 貞治 基礎理学療法学 平成27年10月6日

3252 左旋性光学異性体の局所麻酔薬の作用機序に関する臨床的研究 坂本 明之 麻酔科蘇生科 平成27年10月6日

3253 血管内皮機能検査における変動因子解析 平 千明 臨床検査部 平成27年10月6日

3254
大学生版「包括的性の健康学習プログラム」構築に向けた学生および教員への「性の健康」学習実
態調査

山﨑 明美 看護学専攻 平成27年10月6日

3255 子宮頸がんワクチン接種後の副反応としての高次脳機能障害の成因解明 池田 修一 内科学第３ 平成27年10月6日

3256 統合失調症に対する個別作業療法の効果　多施設共同ランダム化比較試験 小林　正義 作業療法学専攻 平成27年10月6日

3257 実用的な診断および薬物治療反応性評価を可能とするＡＤＨＤの新規バイオマーカー探索 篠山 大明 精神医学 平成27年10月6日

3258
腎機能低下を有した根治切除不能又は転移性の腎細胞癌症例に対する分子標的薬の腎機能を
中心とした予後評価

鈴木 都史郎 医学系研究科 平成27年10月6日

3259
「掌蹠膿疱症患者を対象としたCNTO 1959 の有効性及び安全性を評価する多施設共同，ランダ
ム化，二重盲検，プラセボ対照，第III 相試験（CNTO1959PPP3001）」の治験に付随する試料保存
と使用の実施計画書

奥山 隆平 皮膚科学 平成27年10月6日

3260 唾液腺を用いたがんマーカーの検出に向けた試み 小泉 知展 包括的がん治療学 平成27年10月6日

3261 １診療チームに１学生を配置するクリニカルクラークシップに向けた出張医学教育FD の役割 多田 剛 医学教育センター 平成27年11月4日

3262 2015年度　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27年11月4日

3263 活性化部分トロンボプラスチンテスト(APTT)測定系へのMgイオンの影響について 石田 文宏 検査技術科学専攻 平成27年11月4日
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3264 超音波ガイド下尿道カテーテル留置術の有用性に関する検討 皆川 倫範 泌尿器科 平成27年11月4日

3265 妊娠高血圧症候群における病型と病理組織学的所見についての比較検討 立石 文子 医学系研究科 平成27年11月4日

3266 高齢患者の術後合併症とリスク因子に関する調査 田中 聡 麻酔科蘇生科 平成27年11月4日

3267 特定地域における乾癬患者の疫学調査 奥山 隆平 皮膚科学 平成27年11月4日

3268 手術患者における不規則抗体出現頻度およびその種類の解析 田中 聡 麻酔科蘇生科 平成27年11月4日

3269
小学生までの子ども(0～12歳)を持つ共働き夫婦のワーク･ファミリー･コンフリクト(家庭と仕事との両
立葛藤）と関連する要因についての研究

坂口 けさみ 看護学専攻 平成27年11月4日

3270
共同研究「出生前診断における遺伝カウンセリングの実施体制及び支援体制のあり方に関する研
究～ 一般産科診療から専門レベルに至る出生前診断に関する診療レベルの向上～」

福嶋 義光 遺伝医学・予防医学 平成27年11月4日

3271
幼稚園、保育園職員を対象としたラクトフェリン摂取による冬季感染症に対する効果の二重盲検ラ
ンダム化並行群間比較試験

野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成27年11月4日

3272 常時測定型の脈拍計を用いた生活習慣と健康に関する観察研究 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成27年11月4日

3273
在宅療養支援の現状と課題－在宅療養中の患者・家族及び在宅療養を支援する看護師へのイン
タビューを通して－

坂口 けさみ 看護学専攻 平成27年11月4日

3274 アミロイドPETを用いたアミロイドーシスの診断、重症度評価、治療介入効果判定に関する研究 関島 良樹 内科（３） 平成27年11月4日

3275 群馬県における悪性リンパ腫および類縁疾患の実態調査 石田 文宏 検査技術科学専攻 平成27年11月4日

3276 液体クロマトグラフタンデム質量分析計(LC-MS/MS)による法医薬毒物分析システムの構築 浅村 英樹 法医学 平成27年11月4日

3277 コリメータカバーを含鉛で覆った血管撮影装置における散乱線低減効果に関する研究 宮川 潤 放射線部 平成27年11月4日

3278
脳神経外科麻酔管理中の大腿静脈への中心静脈カテーテル留置に伴う静脈血栓形成について
の検討

丸山 友紀 麻酔科蘇生科 平成27年11月4日

3279 テラプレビル/ペグインターフェロン/リバビリン併用療法後の予後についての検討 松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年11月4日

3280 B型肝炎核酸アナログ治療例からの発癌に関わる因子の研究 松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年11月4日
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3281 インターバル速歩による教育職員健康状態向上効果 能勢 博 バイオメディカル研究所 平成27年11月4日

3282 「健康寿命延伸ボックス」を用いたがん化学療法の毒性抑制効果の検証 小泉 知展 包括的がん治療学 平成27年11月4日

3283 「健康寿命延伸ボックス」を用いたがん患者の遷延性術後痛の改善効果の検証 丸山 友紀 麻酔科蘇生科 平成27年11月4日

3284 血小板凝集能に及ぼすHDLの影響に関して 宮﨑 あかり 臨床検査部 平成27年11月4日

3303 高齢者の慢性加齢性機能障害における青竹ふみの役割に関する調査 皆川 倫範 泌尿器科 平成27年11月4日

3285 症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討〜前向き多施設共同研究〜 宮川 眞一 外科学（１） 平成27年12月8日

3286
進行期外陰部乳房外パジェット病患者に対する新規TNM分類作成とドセタキセルを中心とした化
学療法剤の提案のための多施設使用調査

宇原 久 皮膚科学 平成27年12月8日

3287
病理病期II期およびIII期皮膚悪性黒色腫に対するインターフェロンβ局所投与による術後補助療
法のランダム化比較第III相試験

宇原 久 皮膚科学 平成27年12月8日

3288 てんかんのある方と運転免許に関する調査 森田 洋 卒後臨床研修センター 平成27年12月8日

3289 特発性肺線維症に対するニンテダニブ効果予測バイオマーカーの前向き解析 山本 洋 内科学（１） 平成27年12月8日

3290 舌再建術後の機能に対するリスク因子解析 安永 能周 形成再建外科学 平成27年12月8日

3291 血清IV型コラーゲン7sドメイン値による肝切除後難治性腹水発症予測に関する臨床研究 清水 明 外科（１） 平成27年12月8日

3292 膵神経内分泌腫瘍における術前CT造影効果と術後再発との関連性に関する検討 小林 聡 外科学（１） 平成27年12月8日

3293 口腔悪性黒色腫におけるバイオマーカー検索に関する多施設後ろ向き研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成27年12月8日

3294
肺気腫および肺線維症を伴った患者における胸部CTの客観的評価法の確立および臨床的特徴
の解析

北口 良晃 内視鏡センター 平成27年12月8日

3295 ノモグラムによる肝細胞癌再発後予後予測に関する臨床研究 小林 聡 外科学（１） 平成27年12月8日

3296 唾液を用いた新規肝疾患診断法 田中 直樹 代謝制御学 平成27年12月8日
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3297
母子保健情報を活用した子どもの精神健康問題の早期発見と早期支援　－長野県岡谷市におけ
る悉皆的コホート研究－

篠山 大明 精神医学 平成27年12月8日

3298 C型肝炎患者を対象としたC型肝炎の感染経路に関する調査研究 松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年12月8日

3299
IFN－free経口抗HCV剤治療に係る公費助成を受けたC型肝疾患患者に関する全国規模のデー
タベース構築

松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年12月8日

3300
非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）患者における肝線維化予測因子および線維化進行に関
連する因子の検討

田中 直樹 代謝制御学 平成27年12月8日

3301 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の分子病理学的検討 中澤 英之 内科学（２） 平成27年12月8日

3302 リンパマッサージによる免疫能の変化に関する研究 大橋 俊夫
メディカル・ヘルスイノ
ベーション講座

平成27年12月8日

3304 3軸加速度計を用いた転倒・転落リスクの定量的評価 吉田 邦広 神経難病学 平成27年12月8日

3305 Prader-Willi症候群患児・患者の介護者へのサポートに関するニーズ調査 加藤 勇太 臨床栄養部 平成27年12月8日

3306 中枢神経浸潤を合併した多発性骨髄腫の予後因子の検討：多施設後方視的調査研究 中澤 英之 内科学（２） 平成27年12月8日

3307
C型慢性肝炎・肝硬変におけるダクラタスピル＋アスナプレピル治療不成功例におけるC型肝炎ウ
イルス薬剤耐性変異の解析

松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成27年12月8日

3308 増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術におけるトリアムシノロン硝子体投与併用による効果 平野 隆雄 眼科学 平成27年12月8日

3309 シスプラチン腎症における予後に関連する因子に関しての研究 上條 祐司 血液浄化療法部 平成27年12月8日

3326 心臓血管外科手術後の急性腎障害における腎尿細管膜蛋白のバイオマーカーとしての可能性 瀬戸 達一郎 外科（２） 平成27年12月8日

3327 人工膝関節置換術術後の深部静脈血栓症予防におけるヘパリン術前投与の有効性の検証 天正 恵治 運動機能学 平成27年12月8日

3310 原発性胆汁性肝硬変における予後予測式の妥当性評価 梅村 武司 内科学（２） 平成28年1月5日

3311 再発時に悪性転化した大腿発生孤立性線維性腫瘍の1例 吉村 康夫 リハビリテーション部 平成28年1月5日

3312 肝疾患におけるT細胞受容体とB細胞受容体の解析 梅村 武司 内科学（２） 平成28年1月5日
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3313 ３Dプリンターを用いて術前計画を立て、機能再建を行った肩甲骨烏口突起軟骨肉腫の1例 岡本 正則 整形外科 平成28年1月5日

3314 全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査および質評価 小岩井 慶一郎 画像医学 平成28年1月5日

3315 大腿骨サルモネラ骨髄炎の1例 岡本 正則 整形外科 平成28年1月5日

3316 脳腱黄色腫症の実態把握のための全国疫学調査（二次調査） 関島 良樹 内科学（３） 平成28年1月5日

3317 高度の膝関節拘縮を伴った大腿筋肉内血管腫の治療（症例報告） 吉村 康夫 リハビリテーション部 平成28年1月5日

3318 薬剤性間質性肺炎に関する血液・尿中バイオマーカー開発に関する研究 花岡 正幸 内科学（１） 平成28年1月5日

3319 アルコール依存症のため、総合病院精神科で入院治療を行った患者の追跡調査 中村 敏範 精神科 平成28年1月5日

3320 維持血液透析患者における潜在性結核感染症の有病率ならびにそのリスク因子の検討 小川 洋平 内科（２） 平成28年1月5日

3321 がん相談支援センターの利用者満足度に関する研究 横山 隆秀 医療福祉支援センター 平成28年1月5日

3322 頭部磁気共鳴画像（MRI）或は核医学検査を利用した、脳機能検査の画像解析に関する研究 金子 智喜 放射線科 平成28年1月5日

3323 高齢慢性疾患患者の服薬支援ロボ使用による服薬アドヒアランスへの影響に関する観察研究 上村 智子 実践作業療法学 平成28年1月5日

3324 CT-based navigation systemによる椎弓根スクリューの逸脱率の検討～頚椎から腰椎まで 髙橋 淳 整形外科 平成28年1月5日

3325 国内初の汎用自動分析機用IgG4測定試薬の多施設での評価 上原 剛 病態解析診断学 平成28年1月5日

3371
エストロゲン受容体陽性リンパ節転移陰性で術後ホルモン療法の施行された乳癌における
Curebest™ 95GC Breastの有効性検討

伊藤 研一 外科学（２） 平成28年1月5日

3328 噴門部周囲構造の肉眼解剖学的解析 佐々木 克典 組織発生学 平成28年2月2日

3329 高分解能CTにて蜂巣肺を認めない特発性肺線維症に関する臨床および画像経過に関する検討 山本 洋 内科学（１） 平成28年2月2日

3330 認知障害のある高齢者への服薬支援機器の長期使用効果の調査 上村 智子 実践作業療法学 平成28年2月2日
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3331
冠動脈狭窄病変の機能的評価における拡張期FFRの診断に関する研究
DIagnostic Accuracy of diaStolic fracTional flow reserve for functiOnal evaLuation of coronary 
stEnosis-DIASTOLE Study-

海老澤 聡一朗 循環器内科 平成28年2月2日

3332 全国肺癌登録調査 ：2010 年肺癌手術 症例に対する登録研究 椎名 隆之 外科（２） 平成28年2月2日

3333 小児期発症消化管疾患に関する後方視的臨床研究 中山 佳子 小児科 平成28年2月2日

3334 小児におけるファイブロスキャンを用いた肝疾患の評価に関する後方視的臨床研究 中山 佳子 小児科 平成28年2月2日

3335 包括的暴力防止プログラムの普及効果に関する研究 下里 誠二 広域看護学 平成28年2月2日

3336 家族性地中海熱の発症に関わるバイオマーカーと遺伝因子の網羅的解析 上松 一永 病理学 平成28年2月2日

3337
染色体異常が成人T細胞性白血病/リンパ腫(ATL)に対する同種移植に及ぼす影響に関する検
討：多施設後方視的調査研究

中澤 英之 内科（２） 平成28年2月2日

3338 特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き調査 山本 洋 内科学（１） 平成28年2月2日

3339 信州大学医学部で新たに開始した選択的なクリニカルクラークシップの成果 森 淳一郎 医学教育学 平成28年2月2日

3340 プロポフォール注入時痛に対する皮膚刺激による鎮痛効果 石田 高志 麻酔科蘇生科 平成28年2月2日

3341
ベッドへの平行線を基本軸とした股関節屈曲伸展可動域測定の検者間および検者内信頼性につ
いて

常田 亮介 リハビリテーション部 平成28年2月2日

3342
頸管粘液中の胃型ムチンを検出する「シカHIK胃型ムチン」キットによる胃型腺癌の術前診断に関
する研究

鹿島 大靖 産科婦人科学 平成28年2月2日

3343 循環器疾患患者における足関節上腕血圧比の長期予後予測能の検討 三浦 崇 循環器内科 平成28年2月2日

3344
IVB期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対するPaclitaxel/Carboplatin 併用療法 vs. Dose-dense 
Paclitaxel/Carboplatin 併用療法のランダム化第II/III相比較試験 (JCOG1311)

宮本 強 産科婦人科 平成28年2月2日

3345
高齢者を対象とした情報支援機器による認知機能検査の信頼性の検証：対話型ロボットによる
TICS-Jの臨床的有用性の評価

上村 智子 実践作業療法学 平成28年2月2日

3346 心房細動のカテーテルアブレーションにおける焼灼指標：contact forceと単極電位の比較 岡田 綾子 不整脈先端治療学 平成28年2月2日
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3347 準介護者育成による、補助人工心臓植え込み後患者の社会復帰支援 元木 博彦 循環器内科 平成28年2月2日

3348
FIGO進行期Ⅲ期-Ⅳ期の上皮性卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌に対する初回治療としての標準
的なプラチナ併用化学療法+ベバシズマブ同時併用に続くベバシズマブ単独継続投与例の前向
き観察研究JGOG3022）

宮本 強 産科婦人科 平成28年2月2日

3467 口腔カンジダ菌と宿主の健康状態との関連性について 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成28年2月2日

3349 気腫合併肺線維症の急性増悪の検討～特発性肺線維症の急性増悪と比較して～ 牛木 淳人 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成28年3月8日

3350 肝移植後家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP)患者における眼アミロイドの生化学的解析 矢﨑 正英 バイオメディカル研究所 平成28年3月8日

3351
慢性閉塞性肺疾患、喘息COPDオーバーラップ症候群および閉塞性障害を伴った喘息の呼吸機
能の比較

北口 良晃 内視鏡センター 平成28年3月8日

3352 二腔気管チューブの気管腔尾側開口部が気管を傷つける？：ブタ気管標本による検討 井出 進 麻酔科蘇生科 平成28年3月8日

3353 特発性前・後骨間神経麻痺の術後成績 林 正徳 運動機能学 平成28年3月8日

3354 広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同無作為化非盲検比較対照試験 杠 俊介 形成再建外科学 平成28年3月8日

3355 主胸椎カーブ５０度未満の思春期特発性側弯症の手術成績 髙橋 淳 整形外科 平成28年3月8日

3356 日本産科婦人科学会腫瘍委員会「子宮頸部円錐切除術の実態調査」 鹿島 大靖 産科婦人科学 平成28年3月8日

3357 心臓血管外科術後に経口摂取開始が遅延する要因の検討 小口 和津子 リハビリテーション部 平成28年3月8日

3358

JIVROSG-1302 肝細胞がんに対する選択的エピルビシン含浸ビーズの肝動脈化学塞栓療法と選
択的エピルビシン/リピオドール/ゼラチン塞栓剤の肝動脈化学塞栓療法の局所治癒割合に関する
ランダム化比較試験(JIVROSG-1302 A prospective randomized controlled trial of selective DEB-
epiDOX vs. selective conventional TACE for advanced hepatocellular carcinoma focusing on local 
complete response rate: PRESIDENT study)

塚原 嘉典 放射線部 平成28年3月8日

3359
看護師の援助規範意識と社会考慮に関する研究
－山岳診療所ボランティア看護師と大学病院看護師および登山者との比較－

松永 保子 看護学専攻 平成28年3月8日

3360 メタボローム解析による新たな曝露指標の模索 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成28年3月8日
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3361
がん予防・検診研究センター受診者を対象に 血液試料を用いた新規がん検査法のがん予測精度
とがん検診精度の評価を行う前向き研究

山口 昌樹 繊維学部 平成28年3月8日

3362 口腔疾患に対する禁煙の効果：多施設共同研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成28年3月8日

3363
成人急性前骨髄球性白血病を対象とした第III相臨床試験、APL204、の長期予後調査（観察研
究）

中澤 英之 内科（２） 平成28年3月8日

3364 ワルデンシュトレームマクログロブリン血症に関する多施設共同後方視的調査研究 中澤 英之 内科（２） 平成28年3月8日

3365 手根管症候群再手術例の検討 内山 茂晴 運動機能学 平成28年3月8日

3366 松本市学校心臓検診における標準12誘導心電図スクリーニングの有効性の検討 元木 倫子 小児科 平成28年3月8日

3367 放射線性顎骨壊死の発症リスク因子の解明に関する多施設共同後ろ向き観察研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成28年3月8日

3368 ホルムアルデヒドの生体影響評価のための疫学調査研究 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成28年3月8日

3369 コールドスネアポリペクトミーの病理学的特徴の検討 伊東 哲宏 医学系研究科 平成28年3月8日

3370
スタチンによる小型脳動脈瘤の増大抑制および破裂予防効果に関する多施設ランダム化比較試
験

本郷 一博 脳神経外科学 平成28年3月8日

3372 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブの有効性及び安全性に関する第2相試験 伊藤 研一 外科学（２） 平成28年3月8日

3373
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検証する第III相臨床研究
- ペルツズマブ再投与試験 –

伊藤 研一 外科学（２） 平成28年3月8日

3374 デジタルフォースゲージを用いて眼瞼下垂症患者の正確な上眼瞼挙筋能力を明らかにする実験 伴 緑也 形成外科 平成28年3月8日

3375 小児および成人の摂食障害における特性について 高橋 由佳 精神科 平成28年3月8日

3376 高精度のフローサイトメトリーを用いたPNH型血球の検出 中澤 英之 内科（２） 平成28年3月8日

3377 特発性前・後骨間神経における“くびれ”の病理像の検討 小松 雅俊 整形外科 平成28年3月8日

3378 少量スピロノラクトン投与による糖尿病性腎症の尿中アルブミン減少効果 樋渡 大 内科学（４） 平成28年3月8日
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3379
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)患者に対するMRIおよびFibro Scanを用いた評価法の検
討

田中 直樹 代謝制御学 平成28年3月8日

3380 全身性アミロイドーシスの組織標本における沈着部位の検討 小林 実喜子 病理組織学 平成28年3月8日

3381 気管挿管時の循環動態の変動を抑制する方法の検討―並行群間二重盲検ランダム化試験― 石田 公美子 麻酔蘇生学 平成28年3月8日

3382 亜急性期術後痛・遷延性術後痛の疫学調査（多施設研究） 川眞田 樹人 麻酔蘇生学 平成28年3月8日

3383 サマーキャンプに参加した1型糖尿病患者の療養行動の獲得に関する研究 栁澤 節子 看護学専攻 平成28年3月8日

3384
慢性腎臓病患者（保存期、透析患者、腎移植患者を含む）における血清βトレース蛋白値の有用
性の検討

上條 祐司 腎臓内科 平成28年3月8日


