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受付番号 計画名 申請者 所属 承認年月日
3385 熱傷入院患者のレジストリーに関する研究 杠 俊介 形成再建外科学 平成28年4月5日
3386 新規疾患；TAFRO症候群の疾患概念確立のための多施設共同後方視的研究 山本 洋 内科学（１） 平成28年4月5日
3387 乳幼児期における発達障害と不適切な育児の包括的なスクリーニング・ツールの開発－評価者間信頼性に関する研究－ 本田 秀夫 子どものこころ診療部 平成28年4月5日
3388 脳卒中急性期医療の地域格差可視化と縮小に関する研究 本郷 一博 脳神経外科学 平成28年4月5日
3389 チーミング・プロセス・パフォーマンス評価指標の開発：第１部 ルーブリックの考案と信頼性の検討 會田 信子 看護学専攻 平成28年4月5日
3390 喘息-慢性閉塞性肺疾患(COPD)オーバーラップ症候群の臨床的検討 北口 良晃 内視鏡センター 平成28年4月5日
3391 75歳以上の口腔癌患者の健康余命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4月5日
3395 信州大学医学部附属病院呼吸器外科手術症例における周術期因子の後方視的検討 伊藤 研一 外科学（２） 平成28年4月5日
3398 腫瘍発生におけるサーチュインおよびp53の相互作用に関する研究 的場 久典 医学系研究科 平成28年4月5日
3392 AHアミロイドーシスの診断に有効な抗免疫グロブリン重鎖抗体の開発 矢﨑 正英 バイオメディカル研究所 平成28年4月5日

3393
EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるgefitinib,erlotinib 2剤治療患者と2剤治療後にafatinib投与を行った患者の予後に関
する後方視的解析

立石 一成 内科学（１） 平成28年4月5日

3403 信州大学医学部附属病院における筋萎縮性側索硬化症患者の動態 宮﨑 大吾 難病診療センター 平成28年4月5日
3397 筋萎縮性側索硬化症とパーキンソン認知症の発症機序に関する病理学的研究 小栁 清光 難病神経学 平成28年4月5日
3394 小児全身性結合組織疾患における血管弾性の動脈拡張に及ぼす影響 赤澤 陽平 小児医学 平成28年4月5日
3401 重傷外傷の疫学的研究 新田 憲市 高度救命救急センター 平成28年4月5日
3400 運動＋乳製品摂取の生活習慣病・熱中症予防効果 能勢 博 バイオメディカル研究所 平成28年4月5日

3399 先天心での完全皮下植込み型除細動器(s-ICD)スクリーニングにおける胸骨右縁・左縁での測定結果の違いについての検討 小口 泰尚
近未来医療推進センター　寄附
講座部門　不整脈治療学講座

平成28年4月5日

3413 長野県におけるCareLink Express®を用いた遠隔モニタリングの有用性に関する観察研究 正印 航 臨床検査部 平成28年4月5日
3396 検体検査の自動解析による診断支援システムの応用化・実用化 本田 孝行 病態解析診断学 平成28年4月5日
3420 経皮的カテーテル治療後の仮性動脈瘤に対する超音波ガイド下トロンビン注入療法の検討 加藤　太門 内科学（５） 平成28年4月5日
3402 閉塞性動脈硬化症患者に対するABIレグローダを用いた運動負荷ABIの意義 三浦 崇 循環器内科 平成28年4月5日
3419 特発性側弯症に対するSkip Pedicle Screw Fixationの年代別検討 髙橋 淳 整形外科 平成28年5月10日
3404 次世代シークエンサー（DNA解析装置）によるB型肝炎ウイルス変異の検討 梅村 武司 内科学（２） 平成28年5月10日
3405 手術不能非小細胞肺癌に対する根治的放射線治療に関する検討 小沢 岳澄 画像医学 平成28年5月10日
3406 分葉状頸管腺過形成（ＬＥＧＨ）、子宮頸部胃型腺癌における遺伝子変異の網羅的解析 鹿島 大靖 産科婦人科学 平成28年5月10日
3407 長野県のがん拠点病院におけるEGFR遺伝子変異またはALK遺伝子転座を有する非小細胞肺癌の診療実績に関する前方視的解 小泉 知展 包括的がん治療学 平成28年5月10日
3408 「希少難治性皮膚疾患に関する調査研究班」膿疱性乾癬のQOL調査 奥山 隆平 皮膚科学 平成28年5月10日
3409 皮膚T細胞リンパ腫におけるKL6の発現の解析 木庭 幸子 皮膚科 平成28年5月10日
3412 軽度萎縮性胃炎における内視鏡的ヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)診断精度の検討 岡村 卓磨 内視鏡センター 平成28年5月10日
3410 小児期発症自己免疫疾患・自己炎症疾患の血清サイトカイン測定による病勢マーカーの探索 小林 法元 小児科 平成28年5月10日
3416 熱中症予防警告システムを備えた消防装備の開発 能勢 博 バイオメディカル研究所 平成28年5月10日
3417 遷延性術後痛発症に対する周術期デュロキセチンの効果 吉山 勇樹 医学系研究科 平成28年5月10日

3411
他に代替治療のない放射線ヨウ素治療（RAI）不適応の分化型甲状腺癌患者を対象としたソラフェニブの有効性および安全性に関
する臨床研究（RAI-skip study）

伊藤 研一 外科学（２） 平成28年5月10日

3418 慢性腎機能不全患者に対するヒト脂肪組織由来細胞から作製した細胞シート移植による腎機能再生をめざした基礎医学研究 今村 哲也 泌尿器科学 平成28年5月10日
3415 関節リウマチ合併骨粗鬆症患者におけるミノドロネート製剤を用いた治療戦略 中村 幸男 整形外科 平成28年5月10日
3421 新規抗ミュラー管ホルモン(AMH)測定試薬による卵巣機能評価 岡 賢二 産科婦人科 平成28年5月10日

3414
ジェノタイプ2の慢性C型肝炎（HCV）患者を対象とした12週間のレジパスビル/ソホスビル固定用量配合錠の有効性及び安全性を
検討する第Ⅲb相多施設共同無作為化非盲検試験

小松 通治 内科学（２） 平成28年5月10日

3422
日本人C 型慢性肝炎患者を対象としたABT-493/ABT-530 投与の有効性及び安全性を評価するための無作為化，非盲検，多施
設共同試験（CERTAIN-1）

小松 通治 内科学（２） 平成28年5月10日

3423
日本人C 型慢性肝炎患者（ジェノタイプ2 型）を対象としたABT-493/ABT-530 投与の有効性及び安全性を評価するための無作為
化，非盲検，実薬対照，多施設共同試験（CERTAIN-2）

小松 通治 内科学（２） 平成28年5月10日

3424 在宅酸素療法患者に関わる災害時の支援体制に関する研究 高橋 宏子 広域看護学 平成28年5月10日
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3432 ＡＤＨＤがある子どものストレス指標となるバイオマーカーの探索 篠山 大明  精神医学 平成28年6月7日
3433 H. pylori菌の薬剤感受性検査に基づく除菌治療 伊東 哲宏 内科（２） 平成28年6月7日
3461 多種診断デバイスおよび新世代ナイチノールステントを用いたSFA領域への至適血管内治療の有効性に関する多施設前向き研究 加藤　太門 内科学（５） 平成28年6月7日
3425 Multi-level registrationにおいてリファレンスフレームから離れると椎弓根スクリューの逸脱率は変わるのか？ 髙橋 淳 整形外科 平成28年6月7日
3428 虚血性心疾患患者の精神的健康に関する研究―性格傾向やストレス対処方略が及ぼす影響― 山口 大輔 基礎看護学 平成28年6月7日
3429 初老期以降のカタトニアの経過と治療反応性に関する研究 萩原 徹也 精神医学 平成28年6月7日
3430 臍帯血を用いた造血幹細胞への遺伝子導入研究 重村 倫成 小児医学 平成28年6月7日
3431 Marfan症候群に伴う脊柱側彎症に対する手術成績 髙橋 淳 整形外科 平成28年6月7日
3426 生体肝ﾄﾞﾅｰに関する調査（第2回） 浦田 浩一 手術部/移植外科 平成28年6月7日
3440 形状記憶合金を使用した手術器具の、脳神経外科手術に対する有効性を検証する研究 伊東 清志 脳神経外科 平成28年6月7日
3457 3T-MRI対応型低侵襲型人工内耳電極に関する研究 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成28年6月7日
3441 血管可視化装置 ( Mill Suss ) の動脈カテーテル留置における有用性：高齢者における検討 丸山 友紀 麻酔科蘇生科 平成28年6月7日
3435 中高年者におけるインターバル速歩の認知機能改善効果の検証 能勢 博 バイオメディカル研究所 平成28年6月7日
3436 骨粗鬆症性偽関節患者において、テリパラチド単独療法、テリパラチド及びデノスマブ併用療法、が骨折治癒に与える影響の検討 中村 幸男 整形外科 平成28年6月7日
3437 健常成人の血液を用いた遺伝子改変T細胞療法開発に関する研究 長谷川 藍子 創薬科学講座(共同研究講座) 平成28年6月7日
3427 BISクワトロセンサ™装着による合併症を軽減するための研究 井出 進 麻酔科蘇生科 平成28年6月7日
3439 健常ヒトボランティアの炎症性痛に対するイバブラジン（プロコララン）の鎮痛効果 田中 聡 麻酔蘇生学 平成28年6月7日
3434 進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究 木庭 幸子 皮膚科 平成28年6月7日
3438 脊椎インプラント手術における椎体間ケージ材質の差異による癒合の違い 髙橋 淳 整形外科 平成28年6月7日
3442 人工股関節置換術におけるacetabular fossaの寛骨臼内における前後位置の検討 下平 浩揮 整形外科 平成28年7月5日
3443 前立腺癌密封小線源治療における急性期尿路障害に関する検討 深澤 歩 医学系研究科 平成28年7月5日
3458 IgG4関連疾患とサルコイドーシスを含む間質性肺疾患との臨床、画像、病理学的比較検討 山本 洋 内科学（１） 平成28年7月5日
3444 EGFR阻害薬による皮膚細菌叢（マイクロバイオーム）の変化 芦田 敦子 皮膚科学 平成28年7月5日
3445 気腫合併肺線維症の肺癌合併例の臨床的検討 上野 史香 医学系研究科 平成28年7月5日
3446 近赤外分光法NIRSを用いた聴覚脳機能についての研究 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成28年7月5日
3447 C型肝炎を有する病理解剖例における、無巨核球性血小板減少症合併の頻度とその臨床病理学的相関についての検討 小林 実喜子 病理組織学 平成28年7月5日
3469 入院小児がん患者のQOLと睡眠状態・身体活動・発達段階・認知機能との関連 西川 良太 リハビリテーション部 平成28年7月5日
3471 非侵襲的循環動態モニターを用いた電気けいれん療法中の循環変動の評価 中村 博之 麻酔科蘇生科 平成28年7月5日
3448 長野県における療育を必要とする児とその家族の実態と支援に関する検討 石田 史織 保健学科広域看護学 平成28年7月5日
3449 ABO型主不適合造血幹細胞移植後の赤芽球癆発症例の検討 仁科 さやか 内科（２） 平成28年7月5日
3463 動的肺過膨張と運動耐容能の関連についての検討 川内 翔平 医学系研究科 平成28年7月5日
3450 術前画像診断による胸腺腫臨床病期分類（正岡分類）の類推 藤田 顕 放射線部 平成28年7月5日
3466 口腔外科手術と薬剤関連性顎骨壊死に関する多施設共同後ろ向き観察研究 近藤 英司 特殊歯科・口腔外科 平成28年7月5日
3459 チオペンタール使用時とプロポフォール使用時の電気けいれん療法の有効性の差異の検討 荻原 朋美 精神医学 平成28年7月5日
3451 巨大肝細胞癌に対する肝切除に関する臨床研究 野竹 剛 外科（１） 平成28年7月5日
3452 肝細胞癌 BCLC intermediate stageにおけるsorafenib導入時期と予後規定因子の検討 増尾 仁志 外科（１） 平成28年7月5日
3453 微小粒子状物質等大気汚染物質による肺機能発達への影響調査 塚原 照臣 衛生学公衆衛生学 平成28年7月5日
3460 妊娠・分娩・産褥期及び産後1か月時における唾液中オキシトシン濃度の推移と関連要因 鈴木 敦子 医学系研究科 平成28年7月5日
3454 骨髄像による血小板減少性紫斑病(ITP)スクリーニング法の検討 山根 拓 医学系研究科 平成28年7月5日
3455 日本国内における再肝移植の現状に関する研究 三田 篤義 外科学（１） 平成28年7月5日
3468 造血幹細胞移植における腎機能の前方視的検討 松岡 大輔 小児科 平成28年7月5日
3464 慢性閉塞性肺疾患(COPD)および気腫合併肺線維症(CPFE)治療におけるチオトロピウム/オロダテロール配合薬治療効果の検討 和田 洋典 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成28年7月5日
3462 デュピュイトラン拘縮に対するザイヤフレックス注射の拡散範囲の同定 内山 茂晴 運動機能学 平成28年7月5日
3465 中学生生活習慣病の関連要因 伊澤 淳 保健学科成人・老年看護学 平成28年7月5日
3470 色視力による視機能評価 平野 隆雄 眼科 平成28年7月5日
3456 骨粗鬆症性椎体骨折に対する手術成績と合併症の多施設、後ろ向き全国調査 池上 章太 リハビリテーション部 平成28年7月5日
3479 食道扁平上皮癌に対する化学放射線療法後に生じる食道狭窄の予測因子に関する検討 小岩井 慶一郎放射線部 平成28年8月2日
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3480 若年性皮膚筋炎（JDM）の診断基準の妥当性に関する疫学調査 小林 法元 小児科 平成28年8月2日
3481 ALアミロイドーシスに対するボルテゾミブ-デキサメサゾン療法と大量メルファラン療法の有効性と安全性に関する後ろ向き比較観 加藤 修明 内科（３） 平成28年8月2日
3482 長野県内における急性期主幹動脈塞栓症に対して機械的血栓回収術を施行した症例に関する臨床研究 花岡 吉亀 脳神経外科 平成28年8月2日
3483 献体を用いた爪甲変形と爪床の関係の検討 高清水 一慶 形成外科 平成28年8月2日
3484 松本市検診データを用いた歯科疾患と全身疾患に関する疫学研究 伊澤 淳 保健学科成人・老年看護学 平成28年8月2日
3472 腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討～後ろ向き多施設共同研究～ 横山 隆秀 医療福祉支援センター 平成28年8月2日
3473 信州大学医学部附属病院における不育症・不妊症の遺伝カウンセリング実態調査～遺伝カウンセリングの有用性に関する研究～ 古庄 知己 遺伝子診療部 平成28年8月2日
3485 日常的な健康度を指標とした都市コホート研究：神戸トライアル 沢村 達也 生理学 平成28年8月2日
3496 眼疾患におけるマイクロペリメータによる網膜視感度の定量的評価 鳥山 佑一 眼科学 平成28年8月2日
3474 年齢、性別による歩行の対称性、規則性の変化：健常成人を対象とした横断研究 百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成28年8月2日
3486 Marfan症候群およびその類縁疾患に関する未成年患者の遺伝学的検査受検に関連した実態調査 古庄 知己 遺伝子診療部 平成28年8月2日
3475 終末期がん患者の輸液療法について代理意思決定を行う家族への支援プロセス 渡邉 千春 保健学科成人・老年看護学 平成28年8月2日
3488 がん化学療法により脱毛をきたした乳がん患者の気持ちとソーシャルサポートに関する研究 伊藤 研一 外科学（２） 平成28年8月2日

3491
「トリグリセライド(TG)は遊離グリセライドを含めて測定すべきか」研究における血清中グリセロールおよびアシルグリセロールの質
量分析による検討

日髙 宏哉 保健学科生体情報検査学 平成28年8月2日

3476 精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究 杉山 暢宏 保健学科実践作業療法学 平成28年8月2日
3477 作家・北杜夫の病跡学研究 髙橋 徹 精神科 平成28年8月2日
3487 産婦人科領域における家族性地中海熱症例の集積 岡 賢二 産科婦人科 平成28年8月2日
3478 入院リハビリテーション実施患者における認知障害の特徴と生活支援に関する研究 務臺 均 保健学科基礎作業療法学 平成28年8月2日
3497 ヒト皮膚由来線維芽細胞からの心筋細胞の誘導に関する研究 大野田 秀樹 創薬科学講座 平成28年8月2日
3490 タグリッソ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28年8月2日
3492 未熟児網膜症の治療における血管新生因子阻害薬の有効性及び安全性の評価 村田 敏規 眼科学 平成28年8月2日
3489 運動イメージを用いた外的注意の焦点化が脳卒中片麻痺患者の歩容に及ぼす影響 木村 貞治 保健学科基礎理学療法学 平成28年8月2日
3494 一側性伝音・混合性難聴に対する埋め込み型人工中耳の有効性に関する探索的臨床試験 鈴木 宏明 耳鼻いんこう科 平成28年8月2日
3495 埋め込み型骨導補聴システムの有効性に関する探索的臨床試験 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成28年8月2日
3498 大麦摂取効果のパイロット試験研究 日髙 宏哉 保健学科生体情報検査学 平成28年8月2日
3493 ヒト膵島移植における分離後膵島のβ細胞評価 三田 篤義 外科学（１） 平成28年8月2日
3499 口腔癌術後再発ハイリスク因子を規定する被膜外浸潤の進展度分類に関する研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成28年9月6日
3500 思春期特発性側弯症に対するSkip Pedicle Screw Fixationの中期成績 髙橋 淳 整形外科 平成28年9月6日
3501 若年性皮膚筋炎・若年性多発筋炎における筋炎特異抗体、肺病理および胸部CT所見の検討 小林 法元 小児医学 平成28年9月6日
3502 組織学的所見を考慮した「胃炎の京都分類」の有用性の検討 岡村 卓磨 内科学（２） 平成28年9月6日
3503 信州大学医学部附属病院呼吸器センターを中心とした内科および外科治療例における臨床経過の後方視的検討 椎名 隆之 外科（２） 平成28年9月6日
3504 慢性肝疾患におけるIL-33/ST2の臨床的意義についての検討 城下 智 内科学（２） 平成28年9月6日
3505 中枢気道に対する呼吸器内視鏡的治療前後における強制オシレーション法の有用性に関する検討 安尾 将法 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成28年9月6日
3506 独居高齢者の社協支え合い事業利用頻度と日常生活活動および健康度の関連 横川 吉晴 保健学科基礎理学療法学 平成28年9月6日
3507 未成年者の遺伝学的検査受検の場面における親による子どもへの支援の実態-Marfan症候群およびその類縁疾患を例に- 古庄 知己 遺伝子診療部 平成28年9月6日
3508 生体肝移植後リンパ増殖性疾患の全国調査 大野 康成 外科学（１） 平成28年9月6日
3509 IgA腎症の扁桃摘出ステロイドパルスの反応性の検討 山田 洋輔 内科（２） 平成28年9月6日
3510 松本広域医療圏における新たな周産期医療提供体制の評価 金井 誠 保健学科小児・母性看護学 平成28年9月6日
3511 新規免疫療法開発のための難治性小児急性骨髄性白血病におけるメソセリン発現の検証 柳沢 龍 輸血部 平成28年9月6日
3512 がん免疫療法治療効果予測のための新規バイオマーカーの探索 柳沢 龍 輸血部 平成28年9月6日
3516 Helicobacter heilmannii特異抗体の評価 川久保 雅友 分子病理学 平成28年9月6日
3513 Ciliated muconodular papillary tumor of the peripheral lungにおける細胞分化マーカーの発現に関する研究 池山 環 医学系研究科 平成28年9月6日
3514 胃大腸重複がん症例とリンチ症候群の関連および臨床病理学的特徴の検討 山ノ井 一裕 バイオメディカル研究所 平成28年9月6日
3517 統合失調症患者に対するメタ認知トレーニングの有効性に関する研究 小林 正義 保健学科基礎作業療法学 平成28年9月6日
3515 新規液状プロトロンビン試薬「ラビPT-N」の基礎性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成28年9月6日
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3518
夜間頻尿を伴う過活動膀胱患者に対するオキシブチニンテープとミラベグロン錠の効果に関するランダム化非盲検並行群間比較
探索的臨床試験

石塚 修 泌尿器科学 平成28年9月6日

3519 腹腔鏡下膵切除術の安全性に関する検討～前向き観察多施設共同研究～ 横山 隆秀 医療福祉支援センター 平成28年10月4日
3520 頭蓋内胚細胞腫における(1)bifocal tumorの意義、(2)髄液細胞診陽性症例の治療についての後方視的研究 金谷 康平 脳神経外科 平成28年10月4日
3521 新任期保健師向けの個別支援から集団地域支援へと視点を広げる研修会の学習効果に関する研究 奥野 ひろみ 保健学科広域看護学 平成28年10月4日
3522 浸潤性膵管癌切除後の残膵再発に対する再切除の意義の検討 小林 聡 外科学（１） 平成28年10月4日
3523 成人ループス腎炎の予後に関する観察研究（コホート研究） 上條 祐司 血液浄化療法部 平成28年10月4日
3524 長野県における虚血性心疾患患者に対する経皮的冠動脈形成術と冠動脈バイパス術の予後検討 加藤　太門 内科学（５） 平成28年10月4日
3525 大腿膝窩動脈疾患に対する血管内治療の多施設共同実態調査 加藤　太門 内科学（５） 平成28年10月4日
3526 High grade T1膀胱癌のsecond TUR後T0患者に対するBCG膀胱内注入療法と無治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験 石塚 修 泌尿器科学 平成28年10月4日

3527
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコアバリデーションスタディ－多施設共同非介入前向き研究－
Risk EValuation of Acute Exacerbation After pulmonary resection in Lung Cancer Patients with Interstitial Pneumonia（REVEAL-

椎名 隆之 外科（２） 平成28年10月4日

3528 多施設共同研究IgG4関連硬化性胆管炎診断における胆汁検査の有用性 渡邉 貴之 内科学（２） 平成28年10月4日
3529 神経疾患における免疫学的プロフィールの解析 本林 光雄 新生児学 平成28年10月4日
3530 同種骨髄移植における、ドナー骨髄CD3、CD34陽性細胞数とGVHD/予後との関連 妹尾 紀子 内科（２） 平成28年10月4日
3535 就労者の介護、子育ての現状と必要とされる支援解明のための調査研究 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成28年10月4日
3531 発達障害の子どもの支援ニーズの継時的推移に関する多地域調査 本田 秀夫 子どものこころ診療部 平成28年10月4日
3532 キアリ奇形の手術方法の安全性、治療効果を高めるための脊髄硬膜を組織学的に検討する研究 伊東 清志 脳神経外科 平成28年10月4日
3542 運動＋高圧加工米摂取の生活習慣病予防効果 能勢 博 バイオメディカル研究所 平成28年10月4日
3537 可溶性インターロイン-2レセプター測定試薬の基礎性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成28年10月4日

3534
「長野県の低がん死亡率と農作物との関連についての疫学研究」における胃がん大腸がんのリスク要因に関連する遺伝子環境相
互作用などに関する研究―血液中の網羅的サイトカイン測定による大腸がんの特徴の探索的検討―

山口 昌樹
繊維学部　機械・ロボット学科バ
イオエンジニアリングコース

平成28年10月4日

3533 免疫チェックポイント阻害剤の治療効果とFDG-PET集積の関連 五味 大輔 信州がんセンター 平成28年10月4日
3539 ランジオロールの心臓大血管術後の心房細動・粗動に対する予防効果について 瀬戸 達一郎 外科（２） 平成28年10月4日
3567 急性大動脈解離に対する治療成績の検討 瀬戸 達一郎 外科学（２） 平成28年10月4日

3541
トホグリフロジンの安全性及び有効性の検討
－前向き観察研究－

大久保 洋輔 糖尿病・内分泌代謝内科 平成28年10月4日

3538 新しい脳画像データ解析システムの開発 木村 貞治 保健学科基礎理学療法学 平成28年10月4日
3540 特殊組織型婦人科悪性腫瘍の発癌機構に関与する遺伝子の解析 塩沢 丹里 医学部　医学科産科婦人科学 平成28年10月4日
3536 新生児尿中サイトメガロウイルス・スクリーニング 本林 光雄 新生児学 平成28年10月4日
3543 次世代脳組織生検術―ボーリングバイオプシー法の開発― 本郷 一博 脳神経外科 平成28年10月4日
3544 特発性前骨間神経麻痺・後骨間神経麻痺多施設前向き臨床研究－病態の解明と診断・治療体系の確立 加藤 博之 運動機能学 平成28年10月4日
3556 リハビリテーションを受けた重症脳卒中患者の機能回復，入院期間および転帰に関連する要因の検討 佐藤 正彬 保健学科実践作業療法学 平成28年11月8日
3560 黄斑浮腫に対する抗VEGF製剤投与に関する実態調査 平野 隆雄 眼科 平成28年11月8日
3545 腫瘍組織とEnzyme-Linked ImmunoSpot (ELISpot)アッセイを応用したがん免疫療法有効性の後方視的検証 柳沢 龍 輸血部 平成28年11月8日
3546 メラノーマ患者における血清5-S-システイニルドーパ値と臨床動態との関連についての解析 皆川 茜 皮膚科 平成28年11月8日
3547 B型肝炎における遺伝子型分布の変遷および分子生物学的検討 梅村 武司 内科学（２） 平成28年11月8日
3548 成人看護学外来看護実習における学生の学び―実習記録の内容分析による検討― 北條 由美乃 保健学科成人・老年看護学 平成28年11月8日
3549 本邦におけるメルケル細胞癌の発症、病期、治療、予後に関する疫学調査 皆川 茜 皮膚科学 平成28年11月8日
3550 分葉状頸管腺過形成を伴う子宮頸部腺癌の画像所見 大彌 歩 画像医学 平成28年11月8日
3551 1型自己免疫性膵炎患者の標準的ステロイド療法の確立に向けた多施設共同調査 伊藤 哲也 内科学（2） 平成28年11月8日
3552 頭痛患者の広範囲疼痛過敏性の診断と臨床的意義 堀内 哲吉 脳神経外科学 平成28年11月8日
3553 足関節周囲靭帯の解剖学的構造と超音波診断装置による評価法の確立 掛川 晃 人体構造学 平成28年11月8日
3554 2016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28年11月8日
3555 回復期脳卒中患者の活動量と身体機能の関係 保母 孝多 医学系研究科 平成28年11月8日
3557 臨床画像を用いた皮膚病変の色分析 皆川 茜 皮膚科学 平成28年11月8日
3558 生化学自動分析装置JCA-BM6050を用いたLZテスト‘栄研’KL-6の基礎的性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成28年11月8日
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3562 高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象としたアジルサルタンの左室拡張機能改善効果の探索的検討 元木 博彦 循環器内科 平成28年11月8日
3561 非侵襲血糖測定機器の臨床応用～測定技術改良効果の臨床的検証～ 駒津 光久 内科学（４） 平成28年11月8日
3563 造影CT画像と人工知能を用いた脳動脈瘤破裂予測に関する臨床研究 花岡 吉亀 脳神経外科 平成28年11月8日
3564 潜在患者集団におけるライソゾーム酸性リパーゼ欠損症の出現頻度に関する検討 中山 佳子 小児科 平成28年11月8日

3568
J-ORCHESTRA Study
J-Open caRdiac aortic arCH disEase replacement Surgical TheRApy Study

岡田 健次 外科学（２） 平成28年11月8日

3565 高齢心不全患者における身体的・社会的フレイルに関する疫学・予後調査～多施設前向きコホート研究～ 山崎 佐枝子 循環器内科 平成28年11月8日
3566 諸疾患の病態生理解析のための基礎研究に用いる変性リポ蛋白質の調製 沢村 達也 生理学 平成28年11月8日
3559 高齢肺炎患者の嚥下機能と呼吸機能の特徴及びその関係性 -健常高齢者との比較- 酒井 康成 医学系研究科 平成28年11月8日
3569 炎症性腸疾患におけるM細胞発現の検討 平山 敦大 内科（２） 平成28年12月6日
3581 原発性硬化性胆管炎を罹患し肝移植を考慮もしくは施行された患者に関する全国調査 三田 篤義 外科学（１） 平成28年12月6日
3570 日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚付属器悪性腫瘍予後調査 皆川 茜 皮膚科学 平成28年12月6日
3571 超音波顕微鏡によるヒト腱、靱帯付着部(Enthesis)の力学的特性評価 大柴 弘行 医学系研究科 平成28年12月6日

3572
 「子宮ポリープ状異型腺筋腫（atypical polypoid adenomyoma, APAM）の治療法確立に向けた臨床病理学的研究」付随研究～追
加予後調査～

鹿島 大靖 産科婦人科学 平成28年12月6日

3573 帯状疱疹後神経痛を有する患者に対する神経ブロックの有効性に関する多施設観察研究 田中 聡 麻酔蘇生学 平成28年12月6日
3574 側弯症手術における椎弓根スクリューのゆるみは頭尾側固定端で生じやすい 髙橋 淳 整形外科 平成28年12月6日
3589 エムラクリーム®を反復して外陰部粘膜に塗布した膀胱がんの外陰部浸潤患者の局所麻酔薬血中濃度の検討 塚原 嘉子 麻酔科蘇生科 平成28年12月6日
3575 自動化学発光酵素免疫分析装置アキュラシードによる活性型レニン濃度及びアルドステロン濃度測定試薬の基礎的性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成28年12月6日

3576
「切除不能なステージIIIB-IV の日本人悪性黒色腫患者を対象としたtalimogene laherparepvec の安全性及び有効性を評価する第I 
相多施設共同非盲検用量漸減試験」の治験に付随する将来の研究のための試料保存と使用の実施計画書

古賀 弘志 皮膚科 平成28年12月6日

3587 実用型表在性皮膚腫瘍非侵襲診断装置（ハイパースペクトラルイメージャー）の臨床評価 古賀 弘志 皮膚科 平成28年12月6日
3578 EGFR 遺伝･変異陽性75 歳以上未治療進行扁平上皮非小細胞肺癌に対するアファチニブの第Ⅱ相臨床試験（NEJ027） 小泉 知展 包括的がん治療学 平成28年12月6日
3579 間質液グルコース濃度持続測定装置を用いた術中血糖値管理の有用性に関するランダム化比較試験 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成28年12月6日
3577 骨髄輸液のための骨髄穿刺に関する解剖学的研究 川岸 久太郎 人体構造学 平成28年12月6日
3582 胎児発育不全に対するタダラフィル母体経口投与の有効性・安全性に関する臨床試験  第II相 多施設共同研究 塩沢 丹里 産科婦人科学 平成28年12月6日
3588 大うつ病の診断指標となるバイオマーカーの探索 篠山 大明 精神医学 平成28年12月6日
3583 電気生理学的手法を用いた小径末梢神経障害の診断、病態解明 小平 農 内科（３） 平成28年12月6日
3584 運動療法の大腿膝窩動脈ステント再狭窄予防効果の検討 加藤　太門 内科学（５） 平成28年12月6日
3585 腹水中の蛋白濃度と癌転移部位の関係 山田 洋輔 内科（２） 平成28年12月6日
3586 手術中の持続間質液グルコースモニタリングの追従性に関する前向き観察研究 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成28年12月6日
3580 中心静脈カテーテル挿入時のガイドワイヤー視認における経食道心臓超音波画像診断装置の有用性に関する前向き観察研究 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成28年12月6日
3591 多施設共同によるサルベージ手術についての後方視的検討 濱中 一敏 外科（２） 平成29年1月17日
3592 2型糖尿病治療に関する断面調査および観察研究 山崎　雅則 内科学（４） 平成29年1月17日
3609 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 古庄 知己 遺伝子医療研究センター 平成29年1月17日
3593 肺がんにおける粘液形質と臨床病理学的因子の関連の検討 山ノ井 一裕 バイオメディカル研究所 平成29年1月17日
3594 スニチニブ投与による腎障害の発生とその危険因子に関する後方視的研究 藤田 識志 内科（２） 平成29年1月17日
3595 若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用 Bu + Flu + L-PAM 前処置法による同種造血幹細胞移植第 II 相臨床試験 中沢 洋三 医学科小児医学 平成29年1月17日
3607 小児神経発達症と消化器病の関連性についてのアンケート調査 加藤 沢子 小児科 平成29年1月17日
3596 自己免疫性膵炎(AIP：autoimmune pancreatitis)に対する経口ステロイド維持療法3年以後の再燃予測因子について 中村 晃 内科（２） 平成29年1月17日
3597 IgG4関連疾患における動脈疾患の頻度、分布、発症因子 伊藤 哲也 内科（２） 平成29年1月17日
3634 初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施設共同臨床第Ⅱ相試験（JPLT3-S, JPLT3-I） 中沢 洋三 小児医学 平成29年1月17日
3610 グルコースモニタシステム自己検査用グルコース測定器FreeStyleリブレの臨床的検証 竹重 恵子 内科学（４） 平成29年1月17日
3598 口腔癌術後再発高リスク患者に対する術後補助放射線化学療法の効果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29年1月17日
3599 プラチナ不適の進行再発・転移口腔癌に対すS-1/Cetuximab併用療法の第Ⅱ相試験 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年1月17日
3600 急性膵炎の前向き多施設観察研究 渡邉 貴之 内科学（２） 平成29年1月17日
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3601 血糖自己測定値を利用した夜間 低血糖値の予測 山崎 雅則
創薬科学 / 附属病院　糖尿病・
内分泌代謝内科

平成29年1月17日

3608
歯科X線撮影法を統合し患者被ばくを低減するオールインワンCT(断層撮影)の開発・事業化に関する臨床研究
1:既存の製品（CBCT：cone beam CT)との画像比較

栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年1月17日

3602 高感度湿度センサを用いた、周術期呼吸気湿度モニタリングの有用性 井出 進 麻酔蘇生学 平成29年1月17日
3611 頭部functional MRI/プロトンMR spectroscopyを利用した、発達障害の有無によるうつ病患者の脳機能/脳代謝の差異についての 金子 智喜 放射線科 平成29年1月17日
3612 頭部MRI安静時脳機能画像検査を利用した、発達障害の有無による、うつ病のデフォルトモードネットワークの差異についての研究 中村 敏範 精神科 平成29年1月17日
3603 既治療進行胸腺がんに対するネダプラチン＋ゲムシタビンの第Ⅱ相臨床試験 小泉 知展 包括的がん治療学 平成29年1月17日
3604 コールドスネアポリペクトーの検体回収方法の検討 伊東 哲宏 内科（2） 平成29年1月17日
3605 手術中の間質液グルコース濃度持続測定装置の追従性に関する前向き観察研究 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成29年1月17日
3606 FBG(Fiber Bragg Grating)センサを用いた新たな胎動・胎児心拍測定法の開発 金井 誠 保健学科小児・母性看護学 平成29年1月17日
3590 慢性虚血性心疾患による重症心不全研究対象者に関する前向き研究 元木 博彦 内科学（５） 平成29年1月17日

3626 膵管内乳頭粘液産生腫瘍における糖鎖の発現解析 山ノ井 一裕
バイオメディカル研究所・分子病
理学教室

平成29年2月7日

3627 腎癌における治療標的分子ならびに悪性化を規定する分子の分子病理学的検討 山ノ井 一裕
バイオメディカル研究所・分子病
理学

平成29年2月7日

3630 子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研究 山田 靖 産科婦人科 平成29年2月7日

3613
 看護師の情動知能に関する研究
－看護基礎教育課程別での検討－

松永 保子 保健学科基礎看護学 平成29年2月7日

3614 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29年2月7日
3615 トルバプタン治療を受けた非代償性肝硬変患者における炎症性マーカーIL-6/IL-10の変化と腎機能への影響について 杉浦 亜弓 医学系研究科 平成29年2月7日
3616 JGOG1078S: 本邦における外陰腟悪性黒色腫に関する調査研究 古賀 弘志 皮膚科 平成29年2月7日
3617 パテンシーカプセルの体外排出とカプセル内視鏡の全小腸観察に影響する因子の検討 齊藤 博美 医学系研究科 平成29年2月7日
3618 診療参加型臨床実習における到達目標策定faculty developmentのための至適手法の検討 清水 郁夫 医学教育研修センター 平成29年2月7日
3619 骨軟部腫瘍切除後のＡＤＬ評価 岡本 正則 整形外科 平成29年2月7日
3632 周術期における抗血栓薬の適切な休薬および再開時期に関する検討 土屋 広行 薬剤部 平成29年2月7日
3620 子宮頸がんワクチン接種後副反応が疑われる女児の予後調査 池田 修一 難病診療センター 平成29年2月7日
3633 保育園におけるスギ花粉曝露がアレルギー性鼻炎発症に与える影響評価に関する研究 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成29年2月7日

3621
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mFOLFOX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

宮川 雄輔 外科学（１） 平成29年2月7日

3622 家族性アミロイドポリニューロパチー患者が慢性炎症性脱髄性多発根神経炎と診断される臨床的、電気生理学的要因についての 小平 農 内科（３） 平成29年2月7日
3629 神経内視鏡手術にiArmSを 大限活用するための内視鏡用アタッチメントの開発 本郷 一博 脳神経外科 平成29年2月7日
3625 分化型甲状腺癌を対象としたレンバチニブの治療効果探索のためのコホート研究 伊藤 研一 外科学（２） 平成29年2月7日
3623 小児免疫性神経筋疾患の日常生活管理に関する実態調査 稲葉 雄二 小児医学 平成29年2月7日
3624 膵島移植における人工膵臓を用いた血糖安定化 佐藤　亜位 内科学（４） 平成29年2月7日
3628 自発筋電図モニタリング装置の開発 後藤 哲哉 脳神経外科 平成29年2月7日
3635 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観察研究　All Nippon AF In Elderly Registry　－ANAFIE Registry 桑原 宏一郎 内科学（５） 平成29年2月7日
3631 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンクへの試料提供について 駒津 光久 医学部 平成29年2月7日
3647 肺悪性腫瘍手術および膝関節置換術後の遷延性術後痛前向き調査 川眞田 樹人 麻酔蘇生学 平成29年3月7日
3648 中枢神経障害を主要徴候とする全身性血管炎の病態解明 下島 恭弘 内科学（３） 平成29年3月7日
3636 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 ALL-T11 中沢 洋三 小児医学 平成29年3月7日
3637 造血幹細胞移植におけるガンシクロビル誘導型骨髄抑制のリスク因子の探索 大森 栄 薬剤部 平成29年3月7日

3638
大動脈疾患ならびに末梢動脈疾患の診療に関する多施設共同実態調査
REtrospective multicentre AnaLysis of patients With aORtic and peripheraL arterial Disease (REAL-WORLD)

加藤　太門 内科学（５） 平成29年3月7日

3639 癌患者の口腔機能管理の基準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29年3月7日
3640 鼻腔底口輪筋固定縫合の有用性に関する評価 中嶋 優太 形成外科 平成29年3月7日
3641 肩回旋筋腱板・関節唇に関わる解剖学的構造 掛川 晃 人体構造学 平成29年3月7日
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3642 特発性間質肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 山本 洋 内科学（１） 平成29年3月7日
3643 腹膜透析カテーテル、出口部管理に関する多施設共同患者アンケート調査 橋本 幸始 内科（２） 平成29年3月7日
3644 悪性腫瘍と鑑別困難な異型性病変・境界病変の診断を目的とした画像特徴量抽出研究 木村 文一 保健学科　病因・病態検査学 平成29年3月7日
3645 非B非C型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法、予後に関する後ろ向き多施設共同コホート研究 梅村 武司 内科学（２） 平成29年3月7日
3646 小線源療法を施行された前立腺癌患者の排尿障害に対するタダラフィルの臨床的検討 石塚 修 泌尿器科学 平成29年3月7日
3649 超音波検査を用いた前立腺全摘除術後における尿道括約筋機能障害の評価 皆川 倫範 泌尿器科 平成29年3月7日
3650 小児造血幹細胞移植後の女児における性腺機能に関する検討 小森 一寿 小児科 平成29年3月7日
3654 動的肺過膨張に対する長時間作用型抗コリン薬(LAMA)と長時間作用型β2刺激薬(LABA)合剤の効果 川内 翔平 リハビリテーション部 平成29年3月7日
3652 白血球解析および血液凝固能解析によるアナフィラキシー症例の病態解明と診断法の開発 杉山 由紀 麻酔蘇生学 平成29年3月7日
3651 信州大学医学部附属病院および関連病院における周術期アナフィラキシー症例の調査と症例登録 杉山 由紀 麻酔蘇生学 平成29年3月7日
3653 ドセタキセルによる味覚異常に対するクライオセラピーの有効性に関する比較試験 大森 栄 薬剤部 平成29年3月7日

3656
塗抹標本評価後の教育利用の研究
～e-ラーニング細胞鑑別ソフトウェア構築と大学実習での使用～

菅野 光俊 臨床検査部 平成29年3月7日

3657 肺MAC症に対するエリスロマイシン（EM）単剤投与におけるクラリスロマイシン（CAM）との耐性獲得の有無及び臨床効果の検討 生山 裕一 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成29年3月7日
3655 気管チューブ抜管時の循環動態の変動や術後の咽頭痛を軽減する方法の検討 石田 公美子 麻酔蘇生学 平成29年3月7日


