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受付番号 計画名 申請者 所属 承認年月日
3676 高齢者における胃ESD治療に関する検討 日原 優 内科（２） 平成29年4月4日

3679
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 (ZEPHYR) に関する多施設に
よる5年追跡調査

三浦 崇 循環器内科 平成29年4月4日

3658 甲状腺自己抗体陰性の潜在性甲状腺機能低下症合併不妊女性における、自己免疫素因についての検討 大岩 亜子 糖尿病・内分泌代謝内科 平成29年4月4日
3659 子宮頸がんワクチン接種後副反応を訴える女児における臨床学的特徴の検討 池田 修一 難病診療センター 平成29年4月4日
3660 胆管空腸吻合術後症例の総胆管結石に対する内視鏡的治療成績の検討 渡邉 貴之 内科（２） 平成29年4月4日
3661 皮膚脆弱性を伴う患者に対する敷石状小片採皮術の評価 細見 謙登 形成外科 平成29年4月4日
3662 糖尿病外来における肝細胞癌発生の実態把握 佐藤　亜位 内科学（４） 平成29年4月4日
3663 電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に関する研究 山崎　雅則 内科学（４） 平成29年4月4日
3664 特発性側弯症におけるflexibilityの評価 髙橋 淳 運動機能学 平成29年4月4日

3675
異なる種類の運動前後の下肢血流量の変化について
-健常者と透析患者を対象に-

三好 圭 保健学科応用理学療法学 平成29年4月4日

3665 病態別にみた敗血症の転帰に影響を与える因子の検討 望月 勝徳 救急集中治療医学 平成29年4月4日
3666 小児固形腫瘍観察研究 中沢 洋三 小児医学 平成29年4月4日
3667 小児造血幹細胞移植患者におけるタクロリムスによる低マグネシウム血症の関連因子解析 大森 栄 薬剤部 平成29年4月4日
3668 手根管症候群手術例における症状と機能評価　２ 加藤 博之 運動機能学 平成29年4月4日
3670 実質臓器および腫瘤性病変における圧縮センシング法を用いた腹部MRIの有用性に関する研究 藤永 康成 画像医学 平成29年4月4日
3669 婦人科領域臓器および疾患における圧縮センシング法を用いたMRIの有用性についての研究 大彌 歩 画像医学 平成29年4月4日
3671 周術期の間質液グルコース濃度持続測定装置（2機種）の追従性に関する前向き観察研究 杉山 由紀 麻酔蘇生学 平成29年4月4日
3672 抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体測定試薬の性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成29年4月4日
3674 P-FDP W（仮称）測定試薬の基礎性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成29年4月4日

3673
大量免疫グロブリン療法、同追加療法及び初回インフリキシマブ療法に不応である難治性川崎病患者に対する追加インフリキシマ
ブ療法の非対照非盲検探索的臨床試験

蜂谷 明 小児科 平成29年4月4日

3678 手関節疾患による伸筋腱断裂再建後の効果的なリハビリテーション法の開発 加藤 博之 運動機能学 平成29年4月4日
3677 気管挿管された患者に対するビデオ喉頭鏡の有用性 石田 高志 麻酔科蘇生科 平成29年4月4日
3685 口腔外科処置と下口唇知覚鈍麻に関する後ろ向き観察研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年5月2日
3686 再発/転移口腔癌におけるCet + PTX療法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29年5月2日
3681 発達障害児における生活リズムと発達特性の関連 堺 彩夏 リハビリテーション部 平成29年5月2日
3682 爪甲色素線条と基礎疾患との関連性を調べる研究 奥山 隆平 皮膚科学 平成29年5月2日
3686 EBV潜伏感染様式Ⅲ型リンパ系腫瘍における再活性化の検討 立石 文子 医学系研究科 平成29年5月2日
3691 心房細動特異的バイオマーカーの確立および臨床的有用性の評価 平 千明 保健学科病因・病態検査学 平成29年5月2日
3684 骨粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対するインプラント手術におけるＰＴＨの骨形成促進作用の臨床継続研究 髙橋 淳 運動機能学 平成29年5月2日
3687 頸管粘液中の胃型ムチンを検出する「シカHIK胃型ムチン」キット陽性例の病理学的検討 鹿島 大靖 医学部　医学科産科婦人科学 平成29年5月2日
3689 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29年5月2日

3683
国保特定健診における唾液検査システムを用いた歯科検診の有用性に関する検討（標準的な成人歯科健診プログラムとの比較
および全身の健康状態との関連）

栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年5月2日

3680 凍り豆腐の長期摂食によるHbA1c改善効果の検証：無作為割り付け二群間比較試験 田中 直樹 代謝制御学 平成29年5月2日
3690 口唇裂・口蓋裂児出生に関する実態調査 杠 俊介 形成再建外科学 平成29年5月2日
3711 経皮的冠動脈形成術を施行された高齢者の予後調査 加藤 太門 内科学（５） 平成29年5月2日
3693 悪性胸膜中皮腫の前方指摘データベース研究 濱中 一敏 外科（２） 平成29年6月6日
3716 思春期特発性側弯症患者の術後C7 plumb line 偏位遺残はセルフイメージの改善を阻害する 髙橋 淳 運動機能学 平成29年6月6日
3704 健常者における足趾タッピング運動課題に対する両側性練習と片側性練習の違いによる運動学習効果と脳活動の変化の比較 木村 貞治 保健学科基礎理学療法学 平成29年6月6日
3694 McGRATH MAC（ビデオ喉頭鏡）を用いた気管挿管訓練法の有用性 石田 高志 麻酔科蘇生科 平成29年6月6日
3695 McGRATH MAC（ビデオ喉頭鏡）を用いた気管挿管の有用性：研修終了半年後の評価 石田 高志 麻酔科蘇生科 平成29年6月6日
3696 自閉スペクトラム症およびADHDの子どもを対象としたアンガーマネージメントプログラムの探索的研究 公家 里依 子どものこころ診療部 平成29年6月6日
3697 肺癌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後ろ向き観察研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年6月6日
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3698 薬剤関連性顎骨壊死(MRONJ)の治療法と予後に関する後ろ向き観察研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年6月6日
3699 薬剤関連性顎骨壊死(MRONJ)stage Ⅱ/Ⅲに対する外科的治療と予後に関する多施設共同前向き観察研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年6月6日
3713 特発性小脳失調症(idiopathic cerebellar ataxia)の臨床調査研究 吉田 邦広 神経難病学 平成29年6月6日
3707 眼疾患における眼内の酸化還元状態と酸化ストレスの評価 鳥山 佑一 眼科学 平成29年6月6日
3703 長野県における経皮的冠動脈形成術および冠動脈バイパス術施行患者の前向き観察研究 三枝 達也 循環器内科 平成29年6月6日
3712 透明一次ドレッシングごと行う植皮固定 栁澤 大輔 高度救命救急センター 平成29年6月6日
3702 経頭蓋運動誘発電位におけるpeg-screwの有用性について 金谷 康平 脳神経外科 平成29年6月6日

3706 コミュニティ形成がインターバル速歩トレーニング定着率に与える効果の検証 増木 静江
先鋭領域融合研究群バイオメ
ディカル研究所

平成29年6月6日

3708 CTEPH質的研究 桑原 宏一郎 内科学（５） 平成29年6月6日
3705 動的肺過膨張における過呼吸時と運動時の比較 川内 翔平 リハビリテーション部 平成29年6月6日
3709 MRI-based assessment of the risk factor for hepatocellular carcinoma of chronic hepatitis type C after anti-viral therapy 山田 哲 放射線科 平成29年6月6日

3715
小児血液腫瘍疾患に対する濃縮置換血小板の
有効性および安全性の検証：クロスオーバー比較試験

柳沢 龍 輸血部 平成29年6月6日

3714 がんと静脈血栓塞症の臨床研究：多施設共同前向き登録研究 花岡 正幸 内科学（１） 平成29年6月6日
3710 C 型肝炎インターフェロンフリー治療の実態と不成功例に対する全国規模の診療指針に関する研究(多施設共同) 松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成29年6月6日
3701 原発性骨粗鬆症および続発性骨粗鬆症患者において、ゾレドロン酸投与に伴う骨代謝に与える影響の検討 中村 幸男 整形外科 平成29年6月6日
3700 原発性骨粗鬆症および続発性骨粗鬆症患者において、ボンビバ錠投与に伴う骨代謝に与える影響の検討 中村 幸男 整形外科 平成29年6月6日
3778 我が国の循環器血管撮影領域における医療被ばくの実態調査 谷口 正洋 放射線部 平成29年6月6日
3717 糖尿病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（延長研 鳥山 佑一 眼科学 平成29年6月6日
3692 慢性腎臓病患者の実態調査 上條 祐司 腎臓内科 平成29年6月6日
3735 日中の過眠を訴える患者の睡眠呼吸障害以外の原因に関する後ろ向き調査研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年7月4日
3736 大学生における日中過眠の原因に関する横断的前向き研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年7月4日
3732 間質性肺炎患者のSPO2Recoveryと肺拡散能は予後予測因子となりうるか？ 酒井 康成 リハビリテーション部 平成29年7月4日
3718 小児造血幹細胞移植患者における長時間心電図心拍変動解析による自律神経機能の評価 元木 倫子 衛生学公衆衛生学 平成29年7月4日
3719 医療系協調学習における相互依存関係尺度の開発研究 清水 郁夫 医療安全管理室 平成29年7月4日

3720 タンパク質コンフォメーション病の異常タンパク質の構造特性に関する解析 矢﨑 正英
先鋭領域融合研究群バイオメ
ディカル研究所

平成29年7月4日

3721 口唇裂症例の赤唇を用いた組織化学的解析 高清水 一慶 形成外科 平成29年7月4日
3722 生体電気インピーダンス法から下肢の最大挙上重量（1 Repetition Maximum）を推定できるか 百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成29年7月4日
3723 大学生におけるデートDVの実態と影響を及ぼすと考えられる要因との関連について 鮫島 敦子 保健学科小児・母性看護学 平成29年7月4日
3728 長野県における胎児・新生児期発症の頻脈性不整脈の発症頻度と予後 山崎 聖子 小児科 平成29年7月4日
3733 当院集中治療部における人工呼吸器離脱の現況調査 清水 彩里 集中治療部 平成29年7月4日
3734 当院集中治療部における人工呼吸器離脱プロトコル導入効果の検討 清水 彩里 集中治療部 平成29年7月4日
3724 「続発性不妊」「分娩後の月経発来、避妊、次子妊娠希望の現状」に関する研究 金井 誠 保健学科小児・母性看護学 平成29年7月4日

3731
精神科看護師の対人援助特性 の構造
－対人円環質問紙の信頼性と妥当性の検証－

木下 愛未 医学系研究科 平成29年7月4日

3746 B型肝炎ウイルス抗原の年齢による標準化とその臨床的有用性の検討 松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成29年7月4日

3739
糖尿病腎症進展予防を目的とした糖尿病透析予防外来の取り組み
～透析予防外来終了後6か月の栄養指導を実施後の検証と今後の課題～

丸山 陽子 臨床栄養部 平成29年7月4日

3725
看護職の多重課題に関する研究
―業務遂行における困難性、卓越性、熟慮性、および自己効力感との関連―

小口 翔平 保健学科 平成29年7月4日

3737 子宮頸部腫瘍における粘液形質の解析 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7月4日

3742 スポーツ観戦と主観的健康感の関連に関する研究 小林 千世 保健学科基礎看護学 平成29年7月4日
3726 椅座位が健康成人の下肢に与える影響及び下肢拳上効果に関する研究 小林 千世 保健学科基礎看護学 平成29年7月4日
3738 内シャントが利き手にあることは血液透析患者のQOL悪化に関連しているか(パイロット研究) 橋本 幸始 内科（２） 平成29年7月4日
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3730 中枢性運動障害における、随意運動の遂行に対する感覚入力の影響に関する研究 森田 洋 総合健康安全センター 平成29年7月4日
3748 新規ウイルス肝炎患者拾い上げとその追跡調査システムの構築に関する研究 松本 晶博 肝疾患診療相談センター 平成29年7月4日
3729 ナノピアTAT 基礎性能検討 菅野 光俊 臨床検査部 平成29年7月4日

3745
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でのステントグラフトを用いた血管内治療の安
全性と有効性に関する多施設・前向き研究

加藤 太門 医学科　内科学（５） 平成29年7月4日

3727
急性心筋梗塞症例に対する水溶性スタチンと脂溶性スタチンの二次予防効果に関する多施設共同比較試験(ALPS-AMI)遠隔期予
後とその関連因子についての検討

三枝 達也 循環器内科 平成29年7月4日

3744 児童青年期の心理的ストレスを反映する唾液ストレスマーカーの開発 篠山 大明 精神医学 平成29年7月4日
3740 妊婦による絵本の読み聞かせが胎児および妊婦の自律神経機能、妊婦の心理面、胎児の睡眠覚醒状態および胎動に与える影響 町田 明日香 医学系研究科 平成29年7月4日

3743
包括医療における口腔摂食機能支援システムの
開発と効果に関する研究

近藤 英司 特殊歯科・口腔外科 平成29年7月4日

3747 大麦摂取による健康増進効果試験研究 日髙 宏哉 保健学科生体情報検査学 平成29年7月4日

3741
Case Report; Intraoperative detection of inferior vena caval tumor thrombus extending from metastatic lymph node of renal cell 
carcinoma using ultrasonography

皆川 倫範 泌尿器科 平成29年7月4日

3761 糖尿病網膜症に対する汎網膜光凝固術後の中心窩網膜厚変化の検討 村田 敏規 眼科学 平成29年8月8日
3749 胃・腸型形質を発現する化生および腫瘍性病変の臨床病理学的解析 太田 浩良 保健学科生体情報検査学 平成29年8月8日
3750 陰圧閉鎖療法中の局所感染の有無をリアルタイムに評価可能にする新規モニタリング方法の確立 細見 謙登 形成外科 平成29年8月8日
3751 鼻骨骨折術後の変形治癒に対する評価 西岡 宏 形成外科 平成29年8月8日
3752 Outside-In Techniqueを用いた前十字靭帯二重束再建術における大腿骨外側開口部の楕円化の検討 赤岡 裕介 整形外科 平成29年8月8日
3753 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と呼吸器疾患の病態との関係について　－肺コンプライアンスを中心に－ 武市 尚也 臨床検査部 平成29年8月8日

3754
手指変形性関節症患者に対して用いられる疾患特異的患者立脚型評価票 『Functional Index for Hand Osteoarthritis』の日本語版
作成及び妥当性・信頼性の確認

林 正徳 運動機能学 平成29年8月8日

3755 COPDと動脈硬化との関係に関する後ろ向き調査研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年8月8日
3764 圧迫性頚部脊髄症患者のQOLに影響を与える因子の検討：後ろ向き研究 西村 輝 リハビリテーション部 平成29年8月8日
3756 RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 小泉 知展 包括的がん治療学 平成29年8月8日

3757
PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかに
するための前向き観察研究

小泉 知展 包括的がん治療学 平成29年8月8日

3766 間質性膀胱炎の患者登録と診療ガイドラインに関する研究 石塚 修 泌尿器科学 平成29年8月8日
3758 筋萎縮性側索硬化症における既存試料を用いた生化学的、病理学的解析 日根野 晃代 難病診療センター 平成29年8月8日

3772
X線撮影における線量指標値EITの確立に向けた，
ソフトウェア開発と当院におけるEI値の統計的調査

藤井 政博 放射線部 平成29年8月8日

3768 神経難病患者に対するコミュニケーション支援のための脳波刺激度測定装置の開発 日根野 晃代 難病診療センター 平成29年8月8日
3759 ダーモスコピー画像のデータベースを用いた自主学習が皮膚疾患の習熟に及ぼす教育効果についての検討 奥山 隆平 皮膚科学 平成29年8月8日
3763 DMDチーム医療の取り組みの有効性についての意識調査 西澤 公美 保健学科基礎理学療法学 平成29年8月8日
3776 子宮内膜間質肉腫の組織型別予後と治療法に関する調査研究 鹿島 大靖 産科婦人科学 平成29年8月8日
3779 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジストリー研究 加藤 太門 内科学（５） 平成29年9月5日
3769 「がん患者の療養上の意思決定プロセスを支援する共有型看護相談モデルを基盤とした意思決定支援システム」の開発 唐澤 咲子 看護管理部門 平成29年8月8日

3783 運動＋５－アミノレブリン酸摂取の体力向上・生活習慣病改善効果 増木 静江
先鋭領域融合研究群バイオメ
ディカル研究所

平成29年9月5日

3767 COPDと動脈硬化との関係に関する前向き研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年8月8日
3774 慢性呼吸器疾患における睡眠の質低下とその要因分析に関する研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年8月8日

3780
研究計画名：カテーテルアブレーションを施術した非弁膜症性心房細動症例の抗凝固療法の実態とその予後に関する観察研究～
RYOUMA Registry～Real world ablation therapY with anti-cOagUlants in Management of Atrial fibrillation　　　Ver. 090930-3

岡田 綾子
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29年9月5日

3770 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（１） 平成29年8月8日
3777 腎移植後早期に発生した血栓性微小血管症（TMA: thrombotic microangiopathy）患者を対象とした多施設共同後方視的要因解析 上條 祐司 腎臓内科 平成29年8月8日
3771 妊娠高血圧症候群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29年8月8日
3781 日本人2型糖尿病患者におけるエンパグリフロジンの心臓自律神経活動への効果に関する臨床研究 桑原 宏一郎 内科学（５） 平成29年9月5日
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3762 近赤外分光法を用いた前頭葉代謝解析による高齢者の回想想起と想起刺激の効果に関する研究 小林 千世 保健学科基礎看護学 平成29年8月8日
3782 唾液中のサイトカイン測定によるがん治療効果予測因子の探索的研究 小泉 知展 包括的がん治療学 平成29年8月8日
3775 全身性ALアミロイドーシスの多施設共有データベースの構築 加藤 修明 内科（３） 平成29年8月8日
3765 フォンタン術後側弯に対する後方矯正固定術のケースシリーズ 髙橋 淳 運動機能学 平成29年8月8日
3760 ストレステストに手掌部発汗反応を加味して精度を高めるためのヒトでの研究 大橋 俊夫 メディカル・ヘルスイノべーション 平成29年8月8日
3800 大動脈瘤患者におけるびまん性特発性骨増殖症の合併率の調査 髙橋 淳 運動機能学 平成29年9月5日
3815 皮膚の異常細菌叢が乾癬の病態に及ぼす影響の探索 関 智子 皮膚科 平成29年9月5日
3801 思春期特発性側弯症の手術後の腰痛に関する研究 髙橋 淳 運動機能学 平成29年9月5日
3802 大腿骨近位部骨折患者の術後ADL・QOLへの認知障害の影響 吉原 郁子 医学系研究科 平成29年9月5日
3784 細菌感染症診断における好中球左方移動の有用性 本田 孝行 病態解析診断学 平成29年9月5日
3803 糖尿病患者におけるインスリン デグルデクによる治療が夜間低血糖、QOLに及ぼす影響とその安全性に関する観察研究 山崎　雅則 内科学（４） 平成29年9月5日
3785 心エコー検査による左室計測方法の検討 小原 美歌 臨床検査部 平成29年9月5日
3786 心不全患者におけるウォッチパットの有用性の検討 山﨑 春奈 臨床検査部 平成29年9月5日
3787 口腔機能に関する退院時患者アンケート調査 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年9月5日
3788 周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子関する後ろ向き観察研究 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年9月5日
3789 信州大学医学部附属病院における遺伝性結合組織疾患の臨床・ゲノム情報統合データベースの構築 古庄 知己 遺伝子医療研究センター 平成29年9月5日
3790 画像集積を加えた”Enhanced-JED研究” 菅 智明 内視鏡センター 平成29年9月5日
3816 包括的暴力防止プログラム（CVPPP)の有用性と有効性の検証 下里 誠二 保健学科広域看護学 平成29年9月5日
3805 尿中バイオマーカーを用いた造血幹細胞移植におけるAKI／CKDの発症予測因子の検討 松岡 大輔 小児科 平成29年9月5日
3804 小児造血幹細胞移植における急性腎障害と慢性腎臓病の後方視的検討 松岡 大輔 小児科 平成29年9月5日
3791 ループス腎炎に対するリツキシマブ使用実態に関する後ろ向き調査研究 小林 法元 小児医学 平成29年9月5日
3792 難聴児の聴性行動発達および言語発達に影響を及ぼす要因に関する研究 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成29年9月5日
3793 日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究 新田 憲市 高度救命救急センター 平成29年9月5日
3824 消化器疾患における便中エラスターゼを用いた膵外分泌機能評価 渡邉 貴之 内科（２） 平成29年9月5日
3794 持続間質グルコース測定装置の追従性 ～平常時および術式による検討～ 杉山 由紀 麻酔蘇生学 平成29年9月5日
3806 cN0舌癌に対する予防的頸部郭清術の前向き観察研究 END-TC 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年9月5日
3795 骨吸収抑制剤関連顎骨壊死(ARONJ) に対するテリパラチドの有効性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9月5日
3796 習慣性（陳旧性）顎関節脱臼に対する関節結節切除術の有効性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9月5日
3797 口腔外科手術周術期における抗血栓療法患者に対するヘパリンブリッジの有効性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9月5日
3798 抗血栓療法患者における下顎智歯抜去後の後出血発症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9月5日
3799 眼瞼のミュラー筋機械受容器の伸展と散瞳に関する評価 西岡 宏 形成外科 平成29年9月5日
3807 立位および仰臥位の顔貌の変化とその違いに寄与する現象 西岡 宏 形成外科 平成29年9月5日
3808 シート奥行が短くランバーサポートで姿勢を矯正する手術用椅子の座面の体圧分散の検討 栁澤 大輔 高度救命救急センター 平成29年9月5日
3810 超音波検査を用いた前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺核出術後の膀胱・尿道内尿流力学的評価 皆川 倫範 泌尿器科 平成29年9月5日
3809 Vector Flow Mappingを用いた膀胱内尿流の流体力学的評価 皆川 倫範 泌尿器科 平成29年9月5日
3811 快適速度の歩行が定常状態に達するために必要な加速路距離 伊藤 悠紀 医学系研究科 平成29年9月5日
3812 慢性膵炎による難治性疼痛に対する内科的インターベンション治療と外科治療の比較解析　-多施設共同前向き実態調査- 渡邉 貴之 内科学（２） 平成29年9月5日
3813 脳卒中患者における疲労に関連する運動生理学的メカニズムの解明 百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成29年9月5日
3814 大腿内側深部に発生した悪性軟部腫瘍広範切除後の術後合併症の検討 鬼頭 宗久 整形外科 平成29年9月5日
3821 きのこ抽出液等が樹状細胞の成熟化及びその機能に及ぼす影響の検討 樋口 由美子 先端細胞治療センター 平成29年9月5日
3819 術前にエリブリンメシル酸塩を投与した原発性乳癌でのバイオマーカー発現の解析 伊藤 研一 外科学（２） 平成29年9月5日
3823 肺非結核性抗酸菌症に対するリハビリテーションの有効性についての検討　ランダム化比較試験 生山 裕一 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成29年9月5日
3822 日本国内の悪性黒色腫におけるニボルマブ治療後のイピリムマブ逐次治療の臨床研究：多施設後ろ向き観察研究 奥山 隆平 皮膚科学 平成29年9月5日
3817 眼疾患における広角観察眼底撮影装置による網膜所見の比較 今井 章 眼科 平成29年9月5日
3818 拮抗体操課題の難易度と前頭前野の脳血流動態との関係 佐賀里 昭 保健学科基礎作業療法学 平成29年9月5日
3820 人工聴覚器装用のための日本語語音聴取評価検査の標準化に関する研究 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成29年9月5日
3836 質量分析装置を用いた血液培養直接同定法の検討 松本 剛 病態解析診断学 平成29年10月3日
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3837 膵超音波内視鏡所見と膵内外分泌機能に関する検討 渡邉 貴之 内科（２） 平成29年10月3日
3838 MRI T1 mappingと膵内外分泌機能の検討 渡邉 貴之 内科（２） 平成29年10月3日
3825 皮膚悪性黒色腫の臨床統計調査 皆川 茜 皮膚科学 平成29年10月3日
3826 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成29年10月3日
3827 長野県内の小児科医、精神科医を対象とした発達障害診療の実態及び連携に関するアンケート調査 樋端 佑樹 子どものこころ診療部 平成29年10月3日
3828 眼疾患における光干渉断層血管撮影による眼循環の定量的評価 鳥山 佑一 眼科学 平成29年10月3日
3829 信州大学医学部附属病院での肝移植後C型肝炎及びB型肝炎に対する抗ウイルス療法の検討 大野 康成 外科学（１） 平成29年10月3日

3830
EGFR遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するゲフィチニブ単剤療法とゲフィチニブにシスプラチン＋ペメトレキセド
を 途中挿入する治療とのランダム化比較試験

小泉 知展 包括的がん治療学 平成29年10月3日

3831 ガスクロマトグラフ質量分析装置による中性脂肪の測定法の基礎検討 川崎 健治 臨床検査部 平成29年10月3日
3832 舌再建手術後の嚥下障害発生割合を検討する多施設共同前向き観察研究 柳澤　大輔 形成再建外科学 平成29年10月3日
3833 子育てをしている母親の就業継続、社会復帰および第2子出生に影響する要因に関する研究 米山 美希 医学系研究科 平成29年10月3日
3834 高度救命救急センター入院患者のせん妄発症過程及び看護介入に関する実態調査研究 寺内 英真 保健学科成人・老年看護学 平成29年10月3日
3835 思春期特発性側弯症の手術成績ー思春期特発性側弯症手術に対する3大学データベースの構築ー 髙橋 淳 運動機能学 平成29年10月3日

3840
NSAIDs内服患者における消化性潰瘍・びらんに対する
ボノプラザンとエソメプラゾールの有用性の無作為比較試験

中村 幸男 整形外科 平成29年10月3日

3849 うつ病のバイオマーカー探索 由井 寿美江 精神科 平成29年10月3日
3839 光電式容積脈波を利用した光バイタルサインセンサによる血圧推定に関する研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年10月3日
3847 幼児を対象としたラクトフェリン配合ミルク摂取による感染症に対する効果のランダム化二重盲検プラセボ対象並行群間比較試験 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成29年10月17日
3845 がんと静脈血栓塞症 静脈血栓塞症の臨床研究： 多施設共同前向き登録研究 伊藤 研一 外科学（２） 平成29年10月3日

3843
術前化学療法後臨床的腋窩リンパ節陰性乳癌における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
る腋窩リンパ節郭清省略の可能性に関する検討

伊藤 研一 外科学（２） 平成29年10月3日

3846 肝動脈塞栓術における術前訪問導入の効果 曽根田 美樹 放射線部 平成29年10月3日
3848 マルチポイントペーシング市販後臨床研究 小林 秀樹 循環器内科 平成29年10月3日
3844 自動化学発光酵素免疫分析装置アキュラシードによる採血管の転倒混和不足によって生じた感染症検査の異常反応の検証 菅野 光俊 臨床検査部 平成29年10月3日
3841 疫学調査「口腔がん登録」 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年10月3日
3842 新生児尿中サイトメガロウイルス・スクリーニング 柳沢 俊光 小児科 平成29年10月3日
3850 思春期特発性側弯症に対する後方矯正固定術後の最下端固定椎と脊柱可動性との相関 髙橋 淳 運動機能学 平成29年11月7日
3851 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様式に関する研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成29年11月7日
3878 心房細動カテーテルアブレーション前後における右房容積の変化についての検討 井口 純子 先端心臓血管病センター 平成29年11月7日
3852 WEAN-SAFE study(人工換気からの離脱における関連する事項の観察研究) 新田 憲市 高度救命救急センター 平成29年11月7日

3853
「JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML症例に対して施行された治療方法と患者側因子が5年生存率
に及ぼす影響を検討する観察研究（前向き臨床観察研究）」
—JALSG AML/MDS/CMML Clinical Observational Study (JALSG-CS)-17—

中澤 英之 内科（２） 平成29年11月7日

3854 ポリープ状脈絡膜症に対する光線力学的療法の10年成績 村田 敏規 眼科学 平成29年11月7日
3855 卵巣甲状腺腫におけるホルモン受容体の発現状況に関する研究 安藤 大史 産科婦人科 平成29年11月7日

3856 カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジストリ） 岡田 綾子
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29年11月7日

3857 自己免疫性膵炎の未治療例における臨床経過の検証 小澤 真希子 医学系研究科 平成29年11月7日
3876 子宮収縮抑制剤の新生児への影響調査検討 菊地 範彦 産科婦人科 平成29年11月7日

3858
高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+エトポシド併用療法(CE療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI療法)
のランダム化比較第II/III相試験

小泉 知展 包括的がん治療学 平成29年11月7日

3859 早期発症側弯症に対する低侵襲矯正固定術のための固定範囲決定手法 髙橋 淳 運動機能学 平成29年11月7日
3860 3Dプリンタを用いた脊椎内視鏡手術の術前シミュレーションと手術手技の最適化 二木 俊匡 整形外科 平成29年11月7日
3861 EGFR遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌におけるEGFR-TKI投与を行った患者の予後に関する後方視的解析 曽根原 圭 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成29年11月7日
3862 当院における褐色細胞腫の臨床的特徴と内分泌機能検査の診断精度の検討 熊谷 美恵子 総合診療科 平成29年11月7日
3863 IgG4関連疾患の動脈病変を診断するための基準作成を目的とした多施設共同研究 伊澤 淳 保健学科成人・老年看護学 平成29年11月7日
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3864 脊柱アライメント不良者の動的バランス評価：一般住民対象スクリーニング法の開発 池上 章太 リハビリテーション部 平成29年11月7日
3865 心不全患者における睡眠と認知機能に関する観察研究 佐藤 正彬 リハビリテーション部 平成29年11月7日
3869 睡眠時無呼吸症候群患者と健常者における･侵襲的な呼吸抵抗･気流制限の測定 町田 良亮 医学系研究科 平成29年11月7日
3866 2017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29年11月7日
3867 基礎自治体における発達障害および知的障害の支援体制に関するアンケート調査 本田 秀夫 子どものこころ診療部 平成29年11月7日

3879
高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン+シスプラチン療法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比較試
験 (JCOG1205/1206)

小泉 知展
医学部　医学科包括的がん治療
学

平成29年11月7日

3868 思春期特発性側弯症腰椎カーブに対する選択後方矯正固定時に手術範囲の傾きが術後代償性カーブの増大に与える影響の評 大場 悠己 医学系研究科 平成29年11月7日
3873 遅発性膵液瘻発症に関連する周術期因子の検討 増尾 仁志 外科（１） 平成29年11月7日
3875 腕時計型ウェアラブルによる睡眠の質と日常生活活動性との関連に関する研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成29年11月7日
3870 心臓植込み型デバイス遠隔モニタリング送受信とQOLに関する研究 田畑 裕章 循環器内科 平成29年11月7日
3872 オセルタミビル（タミフル®）3日間投与によるインフルエンザ曝露後予防に関する多施設・前向き単群試験 金井 信一郎 感染制御室 平成29年11月7日
3871 自己免疫性膵炎と膵癌の鑑別診断に関する後ろ向き研究 角谷 眞澄 画像医学 平成29年11月7日

3874 IoTを活用した大規模個別運動処方のための携帯端末アプリの開発 増木 静江
先鋭領域融合研究群バイオメ
ディカル研究所

平成29年11月7日

3880 貼付型骨導補聴器の有効性に関する探索的臨床研究 鬼頭 良輔 耳鼻咽喉科学 平成29年11月7日

3877
低頻度反復経頭蓋磁気刺激療法と作業療法を実施する慢性期脳卒中患者における上肢機能および日常生活活動改善に対する
末梢神経電気刺激療法併用の効果

務臺 均 保健学科基礎作業療法学 平成29年11月7日

3890 プレクリニカル期におけるアルツハイマー病に対する客観的画像診断・評価法の確立を目指す臨床研究 鷲塚 伸介 精神医学 平成29年11月7日
3892 アオコ毒ミクロシスチンによる新たな溺死診断手法の開発に関する研究 林 德多郎 法医学 平成29年12月5日
3950 好酸球性胃炎におけるIL-33の役割 奥村 征大 医学系研究科 平成29年12月5日
3882 日本人における軟部肉腫に対するトラベクテジンの有効性と安全性 - 骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究 – 鬼頭 宗久 整形外科 平成29年12月5日
3883 周術期口腔機能管理による食道がん術後肺炎予防効果の検討 盛岡 昌史 特殊歯科・口腔外科 平成29年12月5日
3884 早期発症側彎症に対する二期的後方矯正固定術のケースレポート 加藤 博之 運動機能学 平成29年12月5日
3885 性格傾向と腹膜透析関連腹膜炎の関係 パイロット研究 山田 洋輔 内科（２） 平成29年12月5日
3886 閉塞性換気障害における疾患による呼吸機能・QOLの相違―末梢気道と中枢気道の障害の相違点― 安尾 将法 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成29年12月5日
3887 肝細胞癌診断におけるMRI T2*強調像と造影dynamic MRIの有用性に関する検討 塚原 嘉典 画像医学 平成29年12月5日
3888 未破裂大型近位部内頚動脈瘤の治療法に関する全国実態調査 本郷 一博 脳神経外科学 平成29年12月5日
3889 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29年12月5日
3899 早産児の出生後の体温保持のための研究 柳沢 俊光 小児科 平成29年12月5日
3896 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関する研究および組織／データバンクの構築 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年12月5日
3897 気分障害患者に対するグループ心理教育の有効性に関する研究 杉山 暢宏 保健学科実践作業療法学 平成29年12月5日
3900 IgG4関連疾患の長期経過における再燃予測に有用な血清マーカーを探索する多施設共同研究 渡邉 貴之 内科学（２） 平成29年12月5日
3901 バージャー病に対する自家骨髄単核球細胞を用いた下肢血管再生治療 福井 大祐 外科学（２） 平成29年12月5日
3894 自動車運転による手掌部発汗反応，皮膚電位反射，前頭前野脳血流動態の変化 小林 正義 保健学科基礎作業療法学 平成29年12月5日
3891 修正大血管転位症に対してdouble-switch 術後の自己弁温存大動脈基部置換術を施行した一例 五味淵 俊仁 外科学（２） 平成29年12月5日
3895 髄液中sIL-2Rの臨床的意義の解明 菅野 光俊 臨床検査部 平成29年12月5日
3893 超高分子ポリエチレン縫合糸を補強に用いた前十字靱帯再建術の治療成績 天正 恵治 整形外科 平成29年12月5日
3938 網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫(CRVO-ME)に対するアフリベルセプトを用いたTreat and Extend Regimenの検討 村田 敏規 眼科学 平成30年3月12日

3898
家族性アミロイドポリニューロパチー（FAP）患者のトランスサイレチン（TTR）型脳アミロイドアンギオパチーに対するトルカポンを用
いた治療研究

関島 良樹 内科学（３） 平成29年12月5日

3927
脳転移を有するEGFR遺伝子変異陽性再発・進行非小細胞肺がん患者に対するアファチニブの治療効果の評価に向けた多施設共
同介入研究

花岡 正幸 内科学（１） 平成29年12月5日

3881
歯科保健サービスの効果実証事業（基礎疾患重症化予防等）
１．後ろ向き観察研究

栗田 浩 歯科口腔外科学 平成29年12月5日

3902 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（１） 平成30年1月16日
3903 眼瞼のミュラー筋機械受容器の伸展と散瞳に関する評価 西岡 宏 形成外科 平成30年1月16日
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3904 腹水排液治療における、濃縮濾過腹水再静注の血清アルブミン上昇効果の検証〜過去起点コホート研究〜 山田 洋輔 内科(2) 平成30年1月16日
3905 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30年1月16日
3906 大腿膝窩動脈領域における血管内治療後再狭窄病変に対する血管内治療に関する多施設共同実態調査 加藤 太門 内科学（５） 平成30年1月16日
3907 末梢神経・骨格筋徴候を初発症状とする全身性血管炎の臨床研究 下島 恭弘 医学科内科学（３） 平成30年1月16日
3908 ベッカー型筋ジストロフィーの自然歴調査研究（筋ジストロフィー臨床試験ネットワーク加盟多施設共同研究） 宮﨑 大吾 難病診療センター 平成30年1月16日
3909 心臓血管外科術後の肺炎発症に影響する要因の検討 小口 和津子 リハビリテーション部 平成30年1月16日
3910 妊娠と薬情報センターならびに虎の門病院における相談症例データベースを利用したリスク評価 大森 栄 薬剤部 平成30年1月16日
3911 慢性閉塞性肺疾患患者における肺気腫および気管支壁肥厚所見の客観的解析と呼吸機能との関連 和田 洋典 内科学第一教室 平成30年1月16日
3912 長野県における肝硬変の成因実態 杉浦 亜弓 医学系研究科 平成30年1月16日
3913 IgG4関連硬化性胆管炎ステロイド治療例に対する内視鏡的胆道ステント留置術の安全性と効果判定/ステント抜去の適正な時期 倉石 康弘 内科（２） 平成30年1月16日
3921 免疫抑制下における、ウイルスおよび真菌に対する細胞性免疫能の解析 田中 美幸 小児医学 平成30年1月16日
3914 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（ALL-B12） 中沢 洋三 小児医学 平成30年1月16日
3915 口腔顎顔面領域における肉腫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30年1月16日
3916 同種造血幹細胞移植を受けた骨髄異形成症候群の予後予測の検討 中澤 英之 内科（２） 平成30年1月16日
3917 男性訪問看護師が職場環境に希望すること 上原 文恵 保健学科基礎看護学 平成30年1月16日
3918 臍帯血移植後の輸血関連サイトメガロウイルス血症の検討 重村 倫成 小児科 平成30年1月16日
3922 早産児における晩期循環不全のリスク因子の解析 中村 千鶴子 医学系研究科 平成30年1月16日

3919
限局型自己免疫性膵炎(AIP)3切除例の後方視的検討
により、限局型AIPと膵悪性腫瘍との鑑別点を検討する

近藤 翔平 内科（２） 平成30年1月16日

3923 超音波検査による四肢循環動態評価の検者内信頼性 横川 吉晴 保健学科基礎理学療法学 平成30年1月16日
3924 筋拘縮型エーラス・ダンロス症候群（Musculocontractural Ehlers-Danlos Syndrome; mcEDS）のレジストリおよびバイオリポジトリ構 古庄 知己 遺伝子医療研究センター 平成30年1月16日

3920
「新規生理活性ステロイド血中濃度が抑うつ症状に
及ぼす影響について　」月経周期ならびに男女差の検討

杉山 暢宏 保健学科実践作業療法学 平成30年1月16日

3925 全身麻酔患者において殺菌剤配合製品による口腔内洗浄が口腔内の細菌叢に及ぼす影響について:２製剤の比較に関する探索 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成30年1月16日
3937 嚥下筋活動のセンシングによる簡易嚥下評価法の開発～健常者と嚥下障害者の比較～ 小山 吉人 歯科口腔外科学教室 平成30年1月16日
3951 病理解析および位相コントラストCTを用いたステントグラフト後の大動脈瘤壁の構造研究 山本 高照 集中治療部 平成30年1月16日
3926 本邦における高用量スタチンを用いた心血管カテーテル検査後の造影剤腎症予防効果に関する臨床研究 桑原 宏一郎 内科学（５） 平成30年1月16日
3928 シトルリン化フィブリノーゲンの炎症時における動態の検討 樋口 由美子 保健学科生体情報検査学 平成30年2月6日
3940 肝細胞癌に対するリピオドールを用いた肝動脈化学塞栓療法と薬剤溶出性ビーズを用いた肝動脈化学塞栓療法との比較検討 塚原 嘉典 画像医学 平成30年2月6日
3929 当院での間質性肺疾患の治療と予後の後方視的検討 市山 崇史 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成30年2月6日

3930
肝細胞癌に対する肝切除またはラジオ波焼灼療法施行後の再発治療・長期予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究：SURF 
trial付随研究

藤森 尚之 医学系研究科 平成30年2月6日

3944 Hurler症候群における側彎症に対する後方矯正固定術 加藤 博之 運動機能学 平成30年2月6日
3945 術後放射線療法が有効であった胸椎血管腫の再発例 加藤 博之 運動機能学 平成30年2月6日
3931 電気けいれん療法(ECT)に関する多施設共同による後方視観察研究 田名部 はるか精神科 平成30年2月6日
3949 長野県における超高齢糖尿病患者のプロファイル 西尾 真一 糖尿病・内分泌代謝内科 平成30年2月6日
3932 間質性肺炎に合併した肺癌の術後症例における予後予測指標について 上野 史香 医学系研究科 平成30年2月6日
3941 救命救急センター入院症例の臨床的特徴と経過、予後に関する登録観察研究 嘉嶋 勇一郎 救急科 平成30年2月6日
3933 ヒト大網及び内臓組織を用いた微小血管組織の精製方法の確立及び、それ用いた血管新性能の検討 小山 誠 外科（１） 平成30年2月6日
3934 一般財団法人日本脳神経外科学会　データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database) 本郷 一博 脳神経外科学 平成30年2月6日
3948 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 樋口 正太郎 産科婦人科 平成30年2月6日
3952 長野県におけるスモン検診結果、検診のあり方に関する研究 小平 農 内科（３） 平成30年2月6日
3935  ステロイドホルモンがうつ病と肥満に及ぼす影響 田名部 はるか精神科 平成30年2月6日

3936 シトリン欠損症におけるアンモニア上昇機構の解明 矢﨑 正英
先鋭領域融合研究群バイオメ
ディカル研究所

平成30年2月6日

3947 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き観察研究 千田 啓介
近未来医療推進センター　寄附
講座部門　血管内治療学講座

平成30年2月6日
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3953 コンピュータ解析による皮膚病変の画像診断研究 古賀 弘志 皮膚科 平成30年2月6日
3939 臨床用iPS細胞を用いた心筋再生実用化研究 小林 秀樹 循環器内科 平成30年2月6日
3946 作業療法士による軽度認知障害のある高齢者生活支援プログラム「日常生活を自分で続けるための方法と工夫」の予備的研究 上村 智子 保健学科実践作業療法学 平成30年2月6日
3942 本邦における胸腺がんの発症頻度および治療法選択の実態把握 小泉 知展 包括的がん治療学 平成30年2月6日
3954 IgG4関連疾患およびその類似疾患における脂質分析と評価 上原 剛 病態解析診断学 平成30年2月6日
3943 パーソナルコンピュータへの文字入力における２種類の視線入力装置に関する比較研究 務臺 均 保健学科基礎作業療法学 平成30年2月6日
3955 自己免疫性膵炎合併膵嚢胞に対するステロイド治療と嚢胞関連合併症の検討 倉石 康弘 内科（２） 平成30年3月6日
3983 陣痛発来と妊娠合併症の新規予知マーカーとしての唾液中サイトカインの網羅的解析 大平 哲史 産科婦人科 平成30年3月6日

3956
妊娠期からの切れ目ない支援の連携体制の構築
－現状の分析と課題の抽出－

平林 優子 保健学科小児・母性看護学 平成30年3月6日

3957 前立腺MRI撮像時に腸管蠕動によるアーチファクト軽減目的に使用されるグルカゴンの有用性に関する検討 吉澤 恵理子 放射線科 平成30年3月6日
3958 当科における内分泌関連疾患の実態把握 大岩 亜子 糖尿病・内分泌代謝内科 平成30年3月6日
3959 病理検体のアミロイドーシス病型診断コンサルテーション体制の構築 関島 良樹 内科学（３） 平成30年3月6日
3960 眼科外来における視覚障害の方へのサポート状況の調査 黒川 徹 眼科 平成30年3月6日
3961 当院における小腸カプセル内視鏡検査の全小腸観察率および終末回腸洗浄度に影響する因子の検討 大工原 誠一 内科学（２） 平成30年3月6日
3962 肺癌症例における骨転移の疼痛の有無とFDG-PET検査のSUVmaxの関連性の検討 五味 大輔 信州がんセンター 平成30年3月6日
3963 御嶽山噴火災害対応に従事した警察職員のPTSDの実態調査および重症度への関連因子の検討 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成30年3月6日
4006 去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロンの有効性の検討 齊藤 徹一 泌尿器科 平成30年3月6日
3976 皮膚疾患国際画像データベースへの提供に関する研究 古賀 弘志 皮膚科 平成30年3月6日
3964 EUS-FNAによる1型自己免疫性膵炎の病理組織診断についての多施設共同研究 倉石 康弘 内科（２） 平成30年3月6日
3965 リンパ浮腫に対するリンパ管細静脈吻合術（LVA）の効果の定量的評価 安永 能周 形成再建外科学 平成30年3月6日
3966 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5コホート） 原 洋祐 小児医学 平成30年3月6日

3978
妊娠・分娩・産褥期におけるオキシトシン・コルチゾール値に
関連する因子の検討

鮫島 敦子 保健学科小児・母性看護学 平成30年3月6日

3967 小児におけるカプセル内視鏡挿入補助器具の有効性および安全性に関する後方視的研究 本間 仁 小児科 平成30年3月6日
3968 渡航前相談レジストリの多施設ネットワーク構築と診療支援ツールの開発・利用 金井 信一郎 感染制御室 平成30年3月6日
3969 異なる洗浄液を用いた洗浄血小板の臨床的有効性の比較検討 小嶋 俊介 輸血部 平成30年3月6日
3970 破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究 和田 有子 外科（２） 平成30年3月6日
3971 肝移植後胆管吻合部狭窄に対する未処置乳頭下・内視鏡的胆管ステント胆管内留置法におけるトラブルシューティング 渡邉 貴之 消化器内科 平成30年3月6日
3972 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2 加藤 博之 運動機能学 平成30年3月6日
3977 山岳診療所における重症高山病等の登録研究 小林 信光 呼吸器・感染症・アレルギー内科 平成30年3月6日
3973 全国国立大学附属病院におけるCT撮影線量調査 谷口 正洋 放射線部 平成30年3月6日
3980 重症下肢虚血患者に対するアンギオサムに基づいた血行再建術の有効性に関する多施設・前向き観察研究 加藤 太門 循環器内科 平成30年3月6日
3998 脳卒中、神経難病患者に対するロボティックウエア（衣服一体型）curara®の実用化研究　part 1：脳卒中 吉田 邦広 神経難病学講座 平成30年3月6日
3999 脳卒中、神経難病患者に対するロボティックウエア（衣服一体型）curara®の実用化研究　part 2：脊髄小脳変性症 吉田 邦広 神経難病学講座 平成30年3月6日
3974 がん登録からみた長野県の肺がんの特徴についての考察 小泉 知展 信州がんセンター 平成30年3月6日
3975 インスリン依存状態糖尿病に対する膵島移植 宮川 眞一 外科学（１） 平成30年3月6日
3979 既治療進行非小細胞肺癌におけるFDG-PET/CTの抗PD-1抗体療法の効果予測に関する多施設共同臨床研究 小泉 知展 包括的がん治療学 平成30年3月6日
3982 中学生のピロリ菌検査事業における感染率と感染検査の精度に関する検討 中山 佳子 小児科 平成30年3月6日
3981 中学生のピロリ菌検査事業の精査対象者の健康状態と除菌治療に関する検討 中山 佳子 小児科 平成30年3月6日


