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受付番号 計画名 申請者 所属 承認年月日

4007 左室収縮性が保持された心不全合併高齢2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬カナグリフロジンの有効性・安全性に及ぼす影響 桑原 宏一郎 内科学（５） 平成30年5月8日

3992
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（３） 平成30年4月3日

3996 子宮頸部腫瘍の粘液形質の解析による分子マーカーの探索 井田 耕一 分娩部 平成30年4月3日
3997 子宮頸部腫瘍における細胞間接着分子の発現と悪性度に関する検討 井田 耕一 分娩部 平成30年4月3日
3993 成人脊柱変形患者における矢状面アライメント、脊椎・下肢の関節可動域・筋力、生活の質との関連 齋門 良紀 医学系研究科 平成30年4月3日
3984 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 眼科学 平成30年4月3日
4001 緑内障手術の予後因子に関する後向き研究 今井 章 眼科学 平成30年4月3日
3985 手足における色素性病変の疫学研究 皆川 茜 皮膚科学 平成30年4月3日
3986 加齢黄斑変性の初回治療前視力の推移（多施設共同研究） 村田 敏規 眼科学 平成30年4月3日
3987 地域在住高齢者における転倒リスク・スクリーニングの指標としての膝伸展筋力の立ち上がり率についての検証 木村 貞治 保健学科基礎理学療法学 平成30年4月3日
3988 ALアミロイドーシスに対するレブラミドーデキサメタゾン療法の有効性と安全性に関する後ろ向き観察研究 加藤 修明 内科（３） 平成30年4月3日
3989 急性大動脈解離に対する虚弱性と治療成績の検討 五味淵 俊仁 外科学（２） 平成30年4月3日
4005 造血細胞移植医療の全国調査 中沢 洋三 小児医学 平成30年4月3日
4002 IgG4関連疾患、サルコイドーシスを含む各種間質性肺疾患と健常者の血清中、BAL液中バイオマーカーの比較検討 山本 洋 内科学（１） 平成30年4月3日
3995 肝エラストグラフィー測定の標準化：多施設共同研究 藤永 康成 画像医学 平成30年4月3日
4000 口腔癌の術前術後の好中球/リンパ球比、血小板/リンパ球比およびリンパ球/単球比の推移が予後に与える影響に関する研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成30年4月3日

3990
横紋筋肉腫中間リスク群患者に対する
VAC2.2（ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド2.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効性及び安全
性の評価第II相臨床試験（JRS-II IR）

中沢 洋三 小児医学 平成30年4月3日

3994 当院における内視鏡的止血術を行った薬剤起因性出血性消化性潰瘍の検討 大工原 誠一 内視鏡センター 平成30年4月3日
3991 光学干渉断層血管撮影画像を用いた、眼疾患における眼循環の定量的評価 今井 章 眼科学 平成30年4月3日
4004 地域在住高齢者の転倒予防を目的としたフィールド調査 木村 貞治 保健学科基礎理学療法学 平成30年4月3日

4003
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）
後ろ向きならびに前向き観察研究

栗田 浩 歯科口腔外科学 平成30年4月3日

4008 CT-based navigation systemにおけるナビ精度と椎弓根スクリューの逸脱率の関連 髙橋 淳 運動機能学 平成30年5月8日
4009 双胎一児死亡における生存児の神経学的後遺症と母体凝固異常に関する検討 大平 哲史 産科婦人科 平成30年5月8日
4010 C型肝炎に対する肝移植後長期経過症例に対するIFN-free療法の治療効果に対する研究 細田 清孝 外科（１） 平成30年5月8日
4011 信州大学における大動脈解離の術後予後因子の検討 石田 高志 麻酔科蘇生科 平成30年5月8日
4012 大腿骨全置換術に関する多施設共同レトロスペクティブ研究 鬼頭 宗久 整形外科 平成30年5月8日
4013 びまん型腱滑膜巨細胞腫の長期成績に関する多施設共同研究 鬼頭 宗久 整形外科 平成30年5月8日
4034 高齢頚椎症患者に対する治療成績、治療効果を後方視的に評価し、より安全な外科的治療を検討する研究 伊東 清志 脳神経外科 平成30年5月8日
4014 研修医室の解錠記録で調べた大学病院で働く初期研修医の在院時間 多田 剛 医学教育学 平成30年5月8日
4015 授業外学習の設定による学習意欲と達成感の向上：医学科の必修科目「ヒト生物学」を事例として 多田 剛 医学教育学 平成30年5月8日

4016
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(Chronic thromboembolic Pulmonary Hypertension: CTEPH)に対するBalloon pulmonary angioplasty 
(BPA) の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究

三枝 達也 循環器内科 平成30年5月8日

4017 転移性骨腫瘍に対する放射線照射後の画像変化と臨床経過 吉村 康夫 リハビリテーション部 平成30年5月8日
4018 解剖学的部位、皮膚メラノサイト、真皮マトリックスの定量的解析 皆川 茜 皮膚科学 平成30年5月8日
4019 自己免疫性膵炎の慢性膵炎進展における危険因子とステロイドの有用性に関する検討 倉石 康弘 内視鏡センター 平成30年5月8日
4020 膵管癌と癌幹細胞マーカーLgR5との予後・臨床病理学的特徴における関連性についての検討 倉石 康弘 内視鏡センター 平成30年5月8日
4021 先天性サイトメガロウイルス感染症における海馬形成異常と自閉スペクトラム症の関連 夏目 岳典 小児科 平成30年5月8日
4022 術後静脈血栓塞栓症予防に対する抗凝固薬の適正使用に関する研究 土屋 広行 薬剤部 平成30年5月8日
4023 全国国立大学血液浄化部門協議会アンケートを用いた　診療実態調査 橋本 幸始 内科（２） 平成30年5月8日
4024 キメラ抗原受容体発現T細胞療法のための標的抗原探索と抗腫瘍効果の評価 中沢 洋三 小児医学 平成30年5月8日
4025 当院における膵石症に対する治療成績 芦原 典宏 内視鏡センター 平成30年5月8日
4026 大腸ESDにおける粘膜トラクション方法についての検討 菅 智明 内視鏡センター 平成30年5月8日
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4027
中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する研究
-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30年5月8日

4028 シニア補聴器外来受診者の遂行機能と社会活動性に注目した検討-補聴器導入前後比較 工 穣 耳鼻咽喉科学 平成30年5月8日
4029 光電式指尖容積脈波形に基づく循環指標の推定 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成30年5月8日
4030 精漿中に存在する抗腫瘍物質の同定 岡 賢二 産科婦人科 平成30年5月8日
4031 日本における成人先天性心疾患患者の通院状況に関する調査（多施設共同後ろ向き観察研究） 元木 博彦 内科学（５） 平成30年5月8日
4037 MOCA作業ばく露者における生物学的モニタリング妥当性についての研究 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成30年5月8日
4035 肺からの二酸化炭素排出メカニズムの解明 石田 高志 麻酔科蘇生科 平成30年5月8日

4038
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30年5月8日

4066 健常人検体を用いた基準範囲算出と多変量解析 菅野 光俊 臨床検査部 平成30年5月8日
4033 デュピュイトラン拘縮患者を対象としたコラゲナーゼ注射治療と腱膜切除術後の上肢機能及び費用効果の前向き観察研究 林 正徳 運動機能学 平成30年5月8日
4032 6Frガイディングシースを使用した前方循環病変に対する橈骨動脈経由脳血管内治療に関する後方視的研究 花岡 吉亀 脳神経外科学 平成30年5月8日
4102 臓器移植における抗体関連拒絶反応の新規治療法の開発に関する研究 三田 篤義 外科学第一 平成30年7月31日

4036
関節リウマチ、変形性関節症患者骨髄由来細胞の増殖、
分化に対する生物学的製剤、JAK阻害剤の薬効検証

中村 幸男 整形外科 平成30年5月8日

4050 特発性小脳失調症（idiopathic cerebellar ataxia, IDCA）の全国調査 吉田 邦広 神経難病学講座 平成30年6月6日
4039 院内がん登録からみた長野県のがん診療の状況調査 小泉 知展 包括的がん治療学 平成30年6月6日
4051 IgG4関連消化管病変・腸間膜病変の実態 上原 剛 病態解析診断学 平成30年6月6日
4057 小児期発症てんかん患者の成人医療移行に関する保護者へのアンケート調査 福山 哲広 新生児学・療育学 平成30年6月6日
4040 医師の認知バイアスに対する意識と診療における心理社会面への意識の相関 清水 郁夫 医療安全管理室 平成30年6月6日
4103 拡大赤唇三角弁の有用性に関する評価 永井 史緒 形成外科 平成30年6月6日
4041 悪性骨軟部腫瘍に対する各種処理骨の長期成績に関する多施設共同研究 鬼頭 宗久 整形外科 平成30年6月6日
4060 骨軟部肉腫肺転移切除後の治療成績の検討 鈴木 周一郎 整形外科 平成30年6月6日
4052 精神科リエゾンチーム発足後の病棟医師・看護師からの評価についての検討 中村 敏範 精神科 平成30年6月6日
4042 気分障害患者に対する服薬量と作業療法の関係 杉山 暢宏 保健学科実践作業療法学 平成30年6月6日
4043 統合失調症患者における抗精神病薬の処方調査 浅井 由佳 医学科　精神医学 平成30年6月6日
4053 多指（趾）症の余剰指（趾）を用いた爪甲研究 高清水 一慶 形成再建外科学 平成30年6月6日
4065 緊張病を呈した慢性期統合失調症患者に対する抗精神病薬の有効性 原田 喜比古 精神科 平成30年6月6日
4062 男性肺MAC症の臨床的特徴 生山 裕一 呼吸器・感染症・アレルギー内 平成30年6月6日
4063 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～ 生山 裕一 呼吸器・感染症・アレルギー内 平成30年6月6日
4054 メタボローム解析によるフォンタン術後単心室患者の代謝特性の解明 元木 倫子 衛生学公衆衛生学 平成30年6月6日

4055
肥厚した脂肪組織によって引き起こされた
prefemoral fat pad impingement syndromeの1例（症例報告）

小山 傑 整形外科 平成30年6月6日

4049 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センターにおけるフォローアップの実態調査 古庄 知己 遺伝医学 平成30年6月6日

4061
出生前遺伝学的検査受検の意思決定における
遺伝カウンセリングの意義に関する検討

古庄 知己 遺伝医学 平成30年6月6日

4044 乳癌におけるLgr5の発現と臨床病理学的特徴 上原 剛 病態解析診断学 平成30年6月6日
4045 IgG4関連疾患におけるIgGサブクラス抗体カクテル染色の有用性の検討 上原 剛 病態解析診断学 平成30年6月6日
4046 橈骨動脈遠位部から大動脈弓までの血管長と体表距離に関する研究 花岡 吉亀 脳神経外科学 平成30年6月6日
4047 双極性障害患者における気分安定薬・抗精神病薬および抗うつ薬の処方調査 長田 亮太 精神科 平成30年6月6日
4048 当院での過去10年間における胃瘻造設の偶発症の頻度や危険因子を明らかにする． 鈴木 宏 医学系研究科 平成30年6月6日
4056 橈骨反回動脈の分岐角度に関する研究 花岡 吉亀 脳神経外科学 平成30年6月6日

4068
トランスサイレチン関連アミロイドーシス治療成績調査（THAOS）：トランスサイレチン（TTR）遺伝子変異または野生型TTR遺伝子を
保有し、確定診断されたアミロイドーシスを有する患者における、国際的、多施設共同、縦断的、観察研究

関島 良樹 内科学（３） 平成30年6月6日

4058 胸腺上皮性腫瘍の前方視的データベース研究 小泉 知展 包括的がん治療学 平成30年6月6日
4059 在宅における慢性閉塞性肺疾患患者の増悪に対するクラウドシステムを用いた包括的呼吸リハビリテーションの効果 川内 翔平 リハビリテーション部 平成30年6月6日
4064 上腹部手術における腰方形筋持続ブロック（QLB）は、硬膜外持続ブロック（EPI）の代替手段となりうるか 坂本 明之 麻酔科蘇生科 平成30年6月6日
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4067 各種術中医療機器情報の統合を実現するミドルウェアを用いた脳神経外科手術 本郷 一博 脳神経外科学 平成30年6月6日
4133 通常人工内耳症例に対する残存聴力活用型人工内耳オーディオプロセッサーの有効性に関する探索的臨床研究 北野 友裕 耳鼻いんこう科 平成30年8月30日
4069 CT画像を用いた大腿骨病変の骨強度評価 髙沢 彰 リハビリテーション部 平成30年7月3日
4070 信州大学医学部附属病院における早期肺癌に対する定位放射線治療に関する検討 小岩井 慶一郎 放射線部 平成30年7月3日
4071 信州大学医学部附属病院における90歳以上の超高齢がん患者に対する放射線治療の実態調査 小岩井 慶一郎 放射線部 平成30年7月3日
4072 頭頸部癌に対する放射線治療における前胸部へのPositioning Markingの有用性に関する研究 小岩井 慶一郎 放射線部 平成30年7月3日
4073 特発性後天性全身性無汗症の原因検索 佐野 健司 臨床検査部 平成30年7月3日
4074 骨肉腫の増殖・転移における凝固・線溶系と血小板の役割と治療への応用 青木 薫 保健学科　応用理学療法学 平成30年7月3日
4075 口腔扁平上皮癌における術後補助療法の適応となるMinor risk factorの同定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30年7月3日
4076 口腔扁平上皮癌の両側リンパ節転移症例に関する臨床的研究 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成30年7月3日

4077
術前化学療法(NAC)を施行した乳癌患者における
栄養状態の変化と予後との関連の解析

伊藤 研一 外科学（２） 平成30年7月3日

4100 看護職の自己教育力と他者支援に関する研究 松永 保子 保健学科基礎看護学 平成30年7月3日
4078 我が国における子宮および卵巣原発の悪性黒色腫の現状に関する調査研究 小原 久典 医学科産科婦人科学 平成30年7月3日

4079
長野県内における血液透析受療中の要支援・要介護高齢者の通院・介護の実態および家族介護者の介護負担，通院・介護ニー
ズに関する研究

松井 瞳 保健学科成人・老年看護学 平成30年7月3日

4080 胆道系腫瘍における粘液形質の解析 山ノ井 一裕 その他 平成30年7月3日
4081 献体を用いた赤唇類似組織の探索と組織学的解析 高清水 一慶 形成再建外科学 平成30年7月3日
4082 下肢切断後の組織を用いた創傷治癒に関する組織学的解析 高清水 一慶 形成再建外科学 平成30年7月3日
4083 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センターにおける長期フォローアップ患者への質問紙調査 古庄 知己 遺伝医学 平成30年7月3日
4099 糖尿病黄斑浮腫患者に対する治療実態の疫学調査 平野 隆雄 眼科 平成30年7月3日
4084 北信地域におけるがん医療の実態を把握するデータベース構築 小泉 知展 包括的がん治療学 平成30年7月3日
4085 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテ−ション手術患者の前向き登録調査 髙橋 淳 運動機能学 平成30年7月3日
4086 筋拘縮型エーラス・ダンロス症候群に対するデスモプレシン点鼻療法の有用性 古庄 知己 遺伝医学 平成30年7月3日
4087 対人円環モデルの円環性の検証に関する研究 木下 愛未 保健学科広域看護学 平成30年7月3日
4088 消化器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30年7月3日
4089 エーラス・ダンロス症候群を有する女性の妊娠、出産、育児についての実態調査 古庄 知己 遺伝医学 平成30年7月3日
4090 抗血栓療法患者の外来での抜歯の可否を判断する基準となる評価シートの作成とその有用性の検討 横関 麻里 特殊歯科・口腔外科 平成30年7月3日
4091 乳腺線維腺腫および葉状腫瘍における5-hydroxymethylcytosine発現解析 伊藤 研一 外科学（２） 平成30年7月3日
4097 筋拘縮型エーラス・ダンロス症候群における聴覚特性に関する研究 古庄 知己 遺伝医学 平成30年7月3日
4098 血液透析導入前後における糖尿病黄斑浮腫の変化と関連因子の多施設前向き研究 平野 隆雄 眼科 平成30年7月3日
4092 日本における「性差医学」教育導入効果の後向き解析と課題–信州大学医学部の実績から 片井 みゆき 医学教育センター 平成30年7月3日

4093
第1・第2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置を用い
た同種移植の安全性・有効性についての臨床試験 AML-SCT15

中沢 洋三 小児医学 平成30年7月3日

4132 健常者を対象としたサラシア摂取による便臭・便性に対する効果検討のランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験 野見山 哲生 衛生学公衆衛生学 平成30年7月2日
4094 神経筋疾患患者を対象としたパーソナルコンピュータへの文字入力における視線入力装置に関する探索的研究 務臺 均 保健学科基礎作業療法学 平成30年7月3日

4095
原発性胆汁性胆管炎合併骨粗鬆症に対するデノスマブ治療の
有効性ならびに安全性の検討：ゾレドロン酸との無作為化比較試験（DELTA Study）

城下 智 内科学（２） 平成30年7月3日

4096
AMED「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業（再生医療の産業化に向けた細胞製造・加工システムの開発）ヒト多能
性幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開発（心筋・神経）」におけるヒトiPS細胞分化心筋細胞のモデル動物を用いた有効

柴 祐司 バイオメディカル研究所 平成30年7月3日

4101 歯科インプラントシステム（Octafix II®）の有用性に関する研究 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成30年7月3日
4119 関節リウマチ患者におけるsFrp5とスクレロスチンの発現解析 中村 幸男 整形外科 平成30年7月3日

4219
デノスマブ2年投与後、【SERM＋エルデカルシトール併用群】、【BP＋エルデカルシトール併用群】、【エルデカルシトール単独群】の
各治療法の有効性および安全性の検証

中村 幸男 整形外科 平成30年11月20日

4121 発達障がいのある人の趣味とQOLとの関連に関する研究 本田 秀夫 子どものこころの発達医学 平成30年8月7日
4104 我が国の若年全身性エリテマトーデス患者の現状と妊娠転帰を含む長期･短期予後に関する前向きコホート研究 下島 恭弘 医学科内科学（３） 平成30年8月7日
4105 トランスサイレチン関連アミロイドーシス患者における詳細な組織沈着アミロイドの生化学的解析：臓器内アミロイド蛋白の多様性 矢﨑 正英 バイオメディカル研究所 平成30年8月7日
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4123
再発および寛解導入不能小児 ALL に対する前方視的観察研究および再発および寛解導入不能小児 ALL 試料を用いた基礎研
究（ALL-R14）

中沢 洋三 小児医学 平成30年8月7日

4106 人工膝関節置換術後のposterior condylar offsetの変化と膝屈曲角度の関係 小山 傑 整形外科 平成30年8月7日
4107 人工膝関節における非対称脛骨コンポーネントの骨被覆率の検討 小山 傑 整形外科 平成30年8月7日
4108 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 伊藤 研一 外科学（２） 平成30年8月7日
4109 胞状奇胎の掻把回数と続発症頻度に関する調査研究 小原 久典 医学科産科婦人科学 平成30年8月7日
4110 中小企業雇用者のワーク・ファミリー･コンフリクトとリカバリー経験および首尾一貫感覚との関連について 五十嵐 久人 保健学科広域看護学 平成30年8月7日
4122 小児リウマチ性疾患登録（レジストリ）研究　PRICURE 小林 法元 小児医学 平成30年8月7日
4111 ANCA関連血管炎における血小板減少と血栓性微小血管障害 上條 祐司 血液浄化療法部 平成30年8月7日
4112 複雑型子宮内膜異型増殖症と診断された子宮内膜生検標本におけるARID1A発現パターンの評価：多施設共同研究 塩沢 丹里 産科婦人科学 平成30年8月7日
4125 健常成人の歩行中の体幹加速度から得られる変動性・対称性指標の絶対信頼性 百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成30年8月7日
4126 リウマチ頚椎病変に対するコンピュータ支援頸椎再建術の長期成績 髙橋 淳 運動機能学 平成30年8月7日
4113 思春期特発性側弯症のSelf-imageに関する研究 髙橋 淳 運動機能学 平成30年8月7日
4131 長野県での直接型抗ウイルス薬(DAA)治療における効果及び治療後の変化 杉浦 亜弓 内科（２） 平成30年8月7日
4120 唾液中乳酸値を測定するための測定機器の精度の検証 西澤 公美 保健学科基礎理学療法学 平成30年8月7日
4114 長野県の介護老人保健施設に勤務する女性介護・看護職員の感情労働に関する研究　－自己効力感と職業継続意向との関連－ 會田 信子 保健学科成人・老年看護学 平成30年8月7日
4115 転移における癌関連炎症性因子の探求 平塚 佐千枝 分子医化学 平成30年8月7日
4116 局所疾患の影響による血中炎症性物質の研究 平塚 佐千枝 分子医化学 平成30年8月7日

4117
自動化学発光酵素免疫分析装置Accuraseed®の
ACTH測定試薬（開発試作品）の臨床検体を用いた性能評価

菅野 光俊 臨床検査部 平成30年8月7日

4118 多項目自動血球分析装置XN-9000を用いた左方移動フラッギング(LS-NEUT)の性能評価 本田 孝行 臨床検査部 平成30年8月7日
4128 子宮頸がんワクチン接種後副反応における抗神経伝達物質受容体抗体の測定 池田 修一 難病診療センター 平成30年8月7日

4124
FBG(Fiber Bragg Grating)センサを用いたウェアラブルバイタルサイン測定システムによる血圧、脈拍数、血糖値測定の原理の解明
と連続測定の検証

藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成30年8月7日

4129 スマートサイバーユーザーインターフェースの術中ユーザビリティ評価 本郷 一博 脳神経外科学 平成30年8月7日
4130 原発性悪性脳腫瘍患者に対する標準治療成績を調査するコホート研究（MG-Control study） 本郷 一博 脳神経外科学 平成30年8月7日
4127 冠動脈病変に対する次世代シロリムス溶出性ステント（Orsiro）の血管早期反応に関する検討 千田 啓介 循環器内科 平成30年8月7日

4135
信州大学医学部附属病院入職時オリエンテーション（医療倫理講習）受講前後での、参加者の医のプロフェッショナリズムに対する
意識変化の調査

増田 雄一 卒後臨床研修センター 平成30年9月4日

4159 細胞免疫療法確立にむけた標的抗原と抗腫瘍効果の評価方法の探索 柳沢 龍 輸血部 平成30年9月4日
4160 抗腫瘍免疫の検証にむけた標的細胞樹立に関する研究 柳沢 龍 輸血部 平成30年9月4日

4136
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会：本邦における子宮頸癌に対する妊孕性温存手術（単純子宮頸部摘出術、準広汎子宮頸
部摘出術、広汎子宮頸部摘出術）の実態調査

山田 靖 産科婦人科 平成30年9月4日

4137 特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の後方視的検討 中澤 英之 内科（２） 平成30年9月4日
4138 頚椎人工椎間板の有効性を検討する市販後調査について 伊東 清志 脳神経外科 平成30年9月4日
4139 末端黒子型黒色腫における抗PD-1抗体の臨床効果に関する多施設（JCOG皮膚腫瘍グループ）後ろ向き共同研究 木庭 幸子 皮膚科 平成30年9月4日
4140 成人科移行期における若年性特発性炎症性筋疾患患者の現状に関する調査 小林 法元 小児医学 平成30年9月4日
4157 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 中沢 洋三 小児医学 平成30年9月4日
4161 高度救命救急センターに入室したSepsis患者における早期リハビリテーションの効果(退院時ADL，在院日数，合併症，費用対効 酒井 康成 リハビリテーション部 平成30年9月4日
4134 看護職の社会人基礎力と他者支援との関連性 松永 保子 保健学科基礎看護学 平成30年9月4日
4189 発達遅滞・てんかんをきたす疾患遺伝子の解析および病態研究 中嶌 岳郎 代謝制御学 平成30年10月3日
4145 看護職の感情労働が看護実践能力におよぼす影響 松永 保子 保健学科基礎看護学 平成30年9月4日
4141 子宮体癌IA期に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の治療成績に関する後ろ向き観察研究 宮本 強 産科婦人科学 平成30年9月4日
4142 子宮体癌および卵巣癌におけるPIM1発現の検討 竹内 穂高 産科婦人科 平成30年9月4日
4149 当院におけるAcute-On-Chronic-Liver Failure（ACLF）を含めた肝不全の成因実態 高橋 芳之 医学系研究科 平成30年9月4日
4143 大腿膝窩動脈病変を有する症候性閉塞性動脈硬化症患者に対する薬剤溶出性バルーンを用いた血管内治療に関する多施設前 加藤 太門 内科学（５） 平成30年9月4日
4150 子宮頸がんワクチン接種後副反応における抗神経伝達物質受容体抗体の研究に用いる正常対照例の血清採取と抗体測定 池田 修一 難病診療センター 平成30年9月4日
4144 固形がん患者の歯周状態とがん免疫監視機構との関連性に関する検討 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成30年9月4日
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4191 テリパラチドの投与期間がテリパラチドとデノスマブの逐次療法に与える影響の検証 中村 幸男 整形外科 平成30年10月3日
4151 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−ランダム化比較試験− 小林 正義 保健学科基礎作業療法学 平成30年9月4日
4195 ロコモティブシンドローム該当者に対する起立・歩行・着座支援システムの開発に向けた運動計測 塚原 淳 繊維学部 平成30年10月11日
4162 頭部病変を有する尋常性乾癬患者における各種外用療法に対する治療実態調査 小川 英作 皮膚科学 平成30年9月4日
4146 プロカルシトニン測定キットに関する基礎的性能評価及び臨床有用性の評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成30年9月4日
4156 児童・思春期の神経性やせ症を対象とした家族で行う認知機能改善療法の実施可能性の検討：非対照介入研究 公家 里依 子どものこころ診療部 平成30年9月4日
4152 FDP測定試薬「ヘキサメイトP-FDP hs」とD-ダイマー測定試薬「ヘキサメイトD-ダイマー」の基礎性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成30年9月4日
4153 異常フィブリノゲン症患者のスクリーニングを目的とした全自動凝固分析装置CS-2400の凝固波形解析アルゴリズムの作成と評価 奥村 伸生 保健学科病因・病態検査学 平成30年9月4日
4147 緑色脈波センサー（スリープテスタLS-330G）を用いた推定胸腔内圧の評価 山﨑 春奈 臨床検査部 平成30年9月4日
4154 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糖値推定に関する研究 藤本 圭作 保健学科生体情報検査学 平成30年9月4日

4158
Strategic MAnagement to Optimize Response To Cardiac Resynchronization Therapy, （心臓再同期療法へのレスポンス（治療反
応）至適化のための戦略的管理）, SMART CRT

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

平成30年9月11日

4155 心血管疾患既発症者のリハビリテーション向けインターバル速歩検証研究 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30年9月4日

4148 中高年者の体力と下部尿路症状に関する研究 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30年9月4日

4163 統合失調症患者の入院治療における認知機能改善効果に関する研究 小林 正義 保健学科基礎作業療法学 平成30年10月2日
4164 エーラス・ダンロス症候群を有する女性の妊娠、出産、子育てに関するアンケート調査 古庄 知己 遺伝医学 平成30年10月2日

4165
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（３） 平成30年10月2日

4166 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センターにおけるダウン症候群に関連した遺伝カウンセリングの実態 古庄 知己 遺伝子医療研究センター 平成30年10月2日
4167 救急患者におけるたこつぼ型心筋症の研究 今村 浩 救急集中治療医学 平成30年10月2日
4168 退縮後乳児血管腫痕切除形成手術に関する評価 杠 俊介 形成再建外科学 平成30年10月2日
4169 早発型妊娠高血圧腎症の 適な妊娠週数区切り値の検討：多施設後向きコホート研究 安藤 大史 産科婦人科学 平成30年10月2日
4170 早発型妊娠高血圧腎症の3歳時発達指数への影響：多施設後向きコホート研究 安藤 大史 産科婦人科学 平成30年10月2日
4171 骨形成不全症の臨床的・分子遺伝学的研究 古庄 知己 遺伝医学 平成30年10月2日
4172 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追跡調査 本田 秀夫 子どものこころの発達医学 平成30年10月2日
4173 長野県内の保健師の地域診断の実施状況に関する実態調査 五十嵐 久人 保健学科広域看護学 平成30年10月2日
4174 自己免疫性膵炎に合併した炎症性膵嚢胞症例の全国調査 渡邉 貴之 内科学（２） 平成30年10月2日
4175 低悪性度B細胞性悪性腫瘍の病態および臨床像の検討 中澤 英之 内科（２） 平成30年10月2日
4176 心臓腫瘍におけるWntシグナル系の解析 和田 有子 外科（２） 平成30年10月2日
4190 Cancer Fatigue Scaleを用いたエンザルタミド導入後全身倦怠感の評価 皆川 倫範 泌尿器科 平成30年10月2日
4177 全身麻酔患者の脳波に対するヒドロキシジンの影響 田中 竜介 麻酔科蘇生科 平成30年10月2日
4178 特別児童扶養手当（知的障害・精神の障害用）認定診断書の改定検討調査 篠山 大明 精神医学 平成30年10月2日
4179 入院中の急性期脳卒中患者における生活場面での麻痺側上肢の使用状況についての検討 務臺 均 保健学科基礎作業療法学 平成30年10月2日
4180 信州大学医学部附属病院における産後うつ病に対するスクリーニングの実施状況に関する調査 牧野内 理子 産科婦人科 平成30年10月2日

4181 リード抜去症例の実態調査（J-LEX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

平成30年10月2日

4194 医療観察法の普及啓発活動と、受講者の意識 小野木 和昭 医学系研究科 平成30年10月2日
4264 口腔乾燥と動脈硬化の関連についての研究 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成31年1月21日
4182 口腔扁平上皮癌におけるサージカルバイオマーカーの探索 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成30年10月2日

4183 心房細動のカテーテルアブレーションにおける再発予測因子の検討 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

平成30年10月2日

4184 巣状分節性糸球体硬化症のvariantの予後についての二次調査 上條 祐司 血液浄化療法部 平成30年10月2日

4185
日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象としたVEGFR-TKI治療後のアキシチニブの安全性と有効性に関する多施
設共同後方視的観察研究

石塚 修 泌尿器科学 平成30年10月2日

4186 大腿膝窩動脈領域病変におけるシロスタゾール併用下薬剤溶出性ステント(Zilver PTX)の血管内治療の検討 加藤 太門 内科学（５） 平成30年10月2日
4187 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30年10月2日
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4188 特殊型胃腫瘍における分化形質の解析 山ノ井 一裕 バイオメディカル研究所 平成30年10月2日
4196 脂質異常症合併非アルコール性脂肪肝疾患に対するパルモデイアの有用性・安全性の検証－非対照・非盲検・検証的臨床研究 田中 直樹 代謝制御学 平成30年10月23日
4193 C.Diff選択増菌半流動培地の性能評価 菅野 光俊 臨床検査部 平成30年10月2日
4192 臨床皮膚画像を用いた診断制度の測定と診断補助システムの有効活用法の確立 皆川 茜 皮膚科学 平成30年10月2日
4197 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30年10月2日
4198 フルダラビン、ブスルファン、メルファランを用いた移植前処置に関する検討 中澤 英之 内科（２） 平成30年11月6日
4199 カテーテルアブレーション後の心房細動再発と血管内皮機能との関係 小林 秀樹 循環器内科 平成30年11月6日
4213 長野県内の5施設における非HIV患者におけるニューモシスチス肺炎の予後予測因子の検討 赤羽 順平 呼吸器・感染症・アレルギー内 平成30年11月6日
4200 当科における乳頭切開術後出血への対応 渡邉 貴之 内科学（２） 平成30年11月6日
4201 傍大動脈リンパ節郭清術における従来法と腹膜腹壁固定（PF）法の治療成績に関する観察研究 宮本 強 産科婦人科学 平成30年11月6日
4202 「上皮性卵巣癌における妊孕性温存の適応と限界に関する調査研究」における妊娠症例に対する周産期予後に関する検討 鹿島 大靖 産科婦人科 平成30年11月6日

4203
地域連携に基づく妊娠期から育児期への切れ目ない父親への子育て支援教育プログラムの開発～子育て講座の評価及び受講後
の育児の実態調査～

芳賀 亜紀子 保健学科小児・母性看護学 平成30年11月6日

4204 再発・再燃卵巣明細胞腺癌における予後に関する検討ーJGOG3017付随研究ー 宮本 強 産科婦人科学 平成30年11月6日

4205
本邦の特発性間質性肺炎（Idiopathic interstitial pneumonias: IIPs）における肺組織へのIgG4陽性細胞浸潤の実態と臨床データと
の関連についての検討

山本 洋 内科学（１） 平成30年11月6日

4206 呼気一酸化窒素(FeNO) の推移と肺機能検査の関係についての検討 蜂谷 侑加 臨床検査部 平成30年11月6日
4215 脂肪性腫瘍に対するステロイド製剤の作用・効果の検討 鬼頭 宗久 整形外科 平成30年11月6日
4207 本邦における若年子宮体がんの妊孕性温存治療について調査研究 小原 久典 産科婦人科学 平成30年11月6日
4214 超音波検査装置の機種間における測定精度の比較検討 武市 尚也 臨床検査部 平成30年11月6日
4208 皮膚疾患画像ナショナルデータベースの構築とAI活用診療支援システムの開発 奥山 隆平 皮膚科学 平成30年11月6日
4209 県内の医療機関看護管理者および看護師を対象とした退院支援・在宅支援に関する実態調査（２） 坂口 けさみ 保健学科　小児・母性看護学 平成30年11月6日
4220 若年女性がん、免疫疾患における妊孕性温存を目的とした卵子・受精卵凍結保存 岡 賢二 産科婦人科 平成30年11月28日
4210 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（１） 平成30年11月6日
4211 早期口唇裂手術の術後瘢痕は目立たないか 杠 俊介 形成再建外科学 平成30年11月6日
4239 小児がん経験者及び造血幹細胞移植後患者の晩期合併症に関する調査 中沢 洋三 小児医学 平成30年11月6日
4241 脳卒中患者を対象とした体幹加速度による歩行分析から得られる歩行指標の相対・絶対信頼性の検討 百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成30年12月27日
4218 運動中の乳蛋白質＋糖質摂取が脳血流量と排尿機能に与える影響 増木 静江 バイオメディカル研究所 平成30年11月20日
4212 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究：（J-TAIL） 立石 一成 内科学（１） 平成30年11月6日
4217 生物学的製剤およびJAK阻害剤（トファシチニブ）に対してのオルミエント錠使用に伴う関節リウマチの疾患活動性評価 中村 幸男 整形外科 平成30年11月6日
4238 生物学的皮下注製剤（Non-TNF）使用に伴う関節リウマチの疾患活動性評価 中村 幸男 整形外科 平成30年12月10日
4216 Easy Angle®を用いた関節可動域測定の信頼性・妥当性の検証 大野 智貴 リハビリテーション部 平成30年11月6日
4221 低ホスファターゼ症における血液・髄液中ビタミンB6の診断・治療マーカーとしての意義の検討と新規バイオマーカー探索 髙野 亨子 遺伝子医療研究センター 平成30年12月4日
4222 心臓大血管手術後の急性腎障害に対する高クロール血症の影響 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成30年12月4日
4223 本邦における婦人科悪性腫瘍合併妊娠の調査 大平 哲史 産科婦人科 平成30年12月4日
4224 卵巣奇形腫を伴う抗NMDA受容体抗体脳炎における卵巣奇形腫の手術時期および術式と脳炎の短期的転機との関連をみる調査 小原 久典 産科婦人科学 平成30年12月4日
4225 アミロイドーシス診断センターにおける解析依頼症例の臨床病理学的情報の後方視的解析 関島 良樹 内科学（３） 平成30年12月4日
4226 デュラグルチド使用2型糖尿病患者の治療効果に関する後ろ向き観察研究 北原 順一郎 糖尿病・内分泌代謝内科 平成30年12月4日
4227 子宮神経内分泌癌のMRI所見の検討－多施設共同研究 大彌 歩 画像医学 平成30年12月4日

4228
脊柱変形手術における2017年の合併症調査 
ー日本側彎症学会による報告ー

髙橋 淳 運動機能学 平成30年12月4日

4237 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 内科学（５） 平成30年12月4日
4229 乾燥ろ紙を用いた母乳中薬剤移行性測定に関する多施設共同研究 大平 哲史 産科婦人科 平成30年12月4日
4230 2018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30年12月4日
4231 原発性アルドステロン症の病型診断のための生理食塩水負荷試験、迅速ACTH負荷試験の診断研究 北原 順一郎 糖尿病・内分泌代謝内科 平成30年12月4日
4232 ハイスピードカメラによる男性尿道から排出された尿線渦流観察の試み 皆川 倫範 泌尿器科 平成30年12月4日
4233 脳卒中後疲労と自律神経機能の関係: 脳卒中後疲労の治療手段確立に向けた基盤研究 百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成30年12月4日
4234 新規乾癬患者の疫学調査 小川 英作 皮膚科 平成30年12月4日
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4235 「ベバシズマブ10mg/kg/2週間間隔投与」に対する使用実態調査 小原 久典 産科婦人科学 平成30年12月4日
4236 歩行可能なデュシェンヌ型筋ジストロフィーの自然歴研究 宮﨑 大吾 難病診療センター 平成30年12月4日

4240
がん薬物療法による末梢神経障害に対する介入研究
足底部への青竹踏みの効果について

吉田 美恵子 看護管理部門 平成30年12月4日

4242 特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の後方視的検討 中澤 英之 内科（２） 平成31年1月8日
4243 臍帯血移植に対するタクロリムス/ソルメドロールとタクロリムス/メソトレキセートによるGVHD予防法の比較 重村 倫成 小児科 平成31年1月8日
4244 家族性アミロイドポリニューロパチー患者におけるlow-cut filter設定が遠位部複合筋活動電位の持続時間へ与える影響の検討 小平 農 内科（３） 平成31年1月8日
4245 経カテーテル大動脈弁留置術における高頻度ペーシングの脳波への影響 田中 竜介 麻酔科蘇生科 平成31年1月8日
4246 本邦における卵巣癌（上皮性腫瘍）に対する妊孕性温存治療に関する実態調査実態調査 小原 久典 産科婦人科学 平成31年1月8日
4247 がん治療施設における妊孕性温存がん治療、がん・生殖医療連携に関する実態調査、子宮頸がんにおける卵巣移動術に関わる 小原 久典 産科婦人科学 平成31年1月8日
4248 免疫染色および質量分析によるアミロイドーシス病理診断に基づいた各アミロイドーシス病型の臨床情報の集積と解析 関島 良樹 内科学（３） 平成31年1月8日
4249 小児期発症の萎縮性甲状腺炎における阻害型TSH受容体抗体の関与の検討 原 洋祐 小児医学 平成31年1月8日
4250 MPFL再建術後に内側滑膜ひだ障害を認めた1例（症例報告） 岩浅 智哉 整形外科 平成31年1月8日
4251 有機水銀中毒症の脳病変は二次的セレン欠乏に起因するのか 山田 光則 神経難病学 平成31年1月8日
4252 肝門部領域胆管癌に対する術前内視鏡的経鼻胆管ドレナージの成績と問題点 小澤 真希子 医学系研究科 平成31年1月8日
4253 医学生及び初期研修医のワークライフバランスに対する考え方に関する調査 島田 奈緒 外科（１） 平成31年1月8日
4254 希少転移乳癌の局所および全身療法に関する国際共同後向きコホート研究（OLIGO-BC1) 伊藤 研一 外科学（２） 平成31年1月8日
4255 わが国における甲状腺未分化癌臨床情報データベースの作成 伊藤 研一 外科学（２） 平成31年1月8日
4256 精神科における当事者との協働に基づく攻撃行動のアセスメント・マネジメントツールの開発に関する予備的研究 下里 誠二 医学部　保健学科広域看護学 平成31年1月8日
4257 原発性胆汁性胆管炎におけるUDCA response scoreの有用性の検討 城下 智 内科学（２） 平成31年1月8日
4258 乳癌における針生検標本および手術標本におけるKi67 labeling indexの比較とPET/CTにおけるSUVmaxとの関連性に関する解析 伊藤 研一 外科学（２） 平成31年1月8日
4259 SGLT2阻害薬の血糖降下作用に影響する因子の探索 山折 大 薬剤部 平成31年1月8日
4260 小児の小腸カプセル内視鏡検査における適切な前処置の検討 中山 佳子 小児科 平成31年1月8日
4261 新規人工股関節開発に向けた股関節CT画像の解析 青木 薫 保健学科　応用理学療法学 平成31年1月8日
4262 近赤外線装置を用いた2次元マップによる皮膚軟部組織血流評価検査法を確立するための研究 常川 主裕 形成再建外科学 平成31年1月8日

4266
日本の実臨床における成人2型糖尿病患者を対象とした、インスリン グラルギンからライゾデグⓇ（インスリン デグルデク／インス
リン アスパルト）に切り替えたときの治療効果を検討する前向き、非介入研究

佐藤 亜位 糖尿病・内分泌代謝内科 平成31年1月8日

4265 遺伝子改変T細胞の製法検討 中沢 洋三 小児医学 平成31年1月8日
4263 大麦摂取による栄養素代謝研究 日髙 宏哉 保健学科生体情報検査学 平成31年1月11日
4267 関節リウマチのバイオマーカーとしてのペリオスチンの性能解析 山本 洋 内科学（１） 平成31年2月5日
4268 劇症型A群溶連菌感染症による妊産婦死亡低減に向けた早期医療介入のための多施設共同・後方視的観察研究 菊地 範彦 産科婦人科 平成31年2月5日
4269 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 菅 智明 内視鏡センター 平成31年2月5日
4270 前置血管の形態および画像所見に関する後方視的検討 上條 恭佑 産科婦人科 平成31年2月5日
4271 複数周波数加振MREによる肝の粘弾性測定 山田 哲 放射線科 平成31年2月5日
4281 軽症膵炎に対して迅速に低脂肪の固形食を開始することの有効性の検討：多施設ランダム化比較試験 渡邉 貴之 内科学（２） 平成31年2月5日

4272
慢性閉塞性肺疾患(COPD：Chronic obstructive pulmonary disease)、睡眠時無呼吸症候群(SAS：Sleep apnea syndrome)、COPDと
SASのオーバーラップ症候群の臥位呼吸抵抗の検討

野沢 修平
呼吸器・感染症・アレルギー内
科

平成31年2月5日

4282 1型自己免疫性膵炎における悪性腫瘍合併の検討 芦原 典宏 内視鏡センター 平成31年2月5日
4273 キャッスルマン病の疫学診療実態調査に関する研究 山本 洋 内科学（１） 平成31年2月5日
4274 Japan Septic Disseminated Intravascular Coagulation (J-SEPTIC DIC) study 公開データセットの解析 望月 勝徳 救急集中治療医学 平成31年2月5日
4275 小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性の検証に関する全国版後方視的調査(2014-2016年) 福山 哲広 新生児学・療育学 平成31年2月5日
4279 網膜色素変性における暗所視支援眼鏡の有効性 黒川 徹 眼科 平成31年2月5日
4276 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31年2月5日
4277 周術期アナフィラキシーの疫学的調査と全国診断支援システム構築 杉山 由紀 麻酔科蘇生科 平成31年2月5日
4278 子宮内膜癌におけるPIM1の分子学的研究 竹内 穂高 産科婦人科 平成31年2月5日
4280 脂質メタボローム解析のための臨床検査法の構築とその臨床応用 日髙 宏哉 保健学科生体情報検査学 平成31年2月5日

4290 介護予防学習会参加者の主観的年齢と関連要因 寺島 努
南長野医療センター新町病院
リハビリテーション科

平成31年2月7日



平成３０年度　信州大学医学部医倫理委員会承認案件リスト
4287 健常女性における骨密度アップ体操に伴う血清スクレロスチン濃度と骨代謝の検証 中村 幸男 整形外科 平成31年2月5日
4288 ステロイド性骨粗鬆症に対するデノスマブ、ゾレドロン酸の有効性、安全性の検証 中村 幸男 整形外科 平成31年2月5日
4289 筋疲労回復の指標としての血中乳酸値の妥当性の検証 西澤 公美 保健学科基礎理学療法学 平成31年2月5日
4283 運動イメージ能力とミラーセラピー実施時の皮質脊髄路の興奮性の関係 岩波 潤 保健学科実践作業療法学 平成31年2月5日
4284 脂肪肝疾患の新たなバイオマーカーの探索：前向き観察研究 田中 直樹 代謝制御学 平成31年2月5日
4285 保存血清・血漿を用いた脂肪肝疾患の新たなバイオマーカーの探索：後ろ向き観察研究 田中 直樹 代謝制御学 平成31年2月5日
4286 難治性静脈奇形及びクリッペル・トレノネー症候群を対象とした前向き観察研究 杠 俊介 形成再建外科学 平成31年2月5日
4292 口腔癌患者の唾液中に存在する特異的免疫複合体抗原の探索 山田 慎一 特殊歯科・口腔外科 平成31年3月5日
4293 全身性エリテマトーデス患者の疾患レジストリー構築 下島 恭弘 内科学（３） 平成31年3月5日
4294 成人スチル病の再発・重症化に関わる臨床背景の解明研究 下島 恭弘 内科学（３） 平成31年3月5日
4295 isolated proximal IgG4-関連硬化性胆管炎の診断と長期予後の多施設研究 渡邉 貴之 内科学（２） 平成31年3月5日

4296
新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査
- New Japan Cardiac Device Treatment Registry（New DTR）-

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

平成31年3月5日

4297
力‐速度の関係を用いたホリゾンタルレッグプレスの
１Repetition Maximumの推定

百瀬 公人 保健学科基礎理学療法学 平成31年3月5日

4298 研究者倫理教育における倫理的判断力の測定と効果的な教育方法の探索 野内 玲 学部長付 平成31年3月5日
4299 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する1次治療としてafatinib投与を行った症例の臨床的検討 曽根原 圭 呼吸器・感染症・アレルギー内 平成31年3月5日
4300 原発性胆汁性胆管炎の治療反応性を規定するバイオマーカーに関する後ろ向き研究 梅村 武司 内科学（２） 平成31年3月5日
4301 膵臓がん患者の上腹部痛に対する腹腔神経叢ブロックは、患者QOLを改善するか 坂本 明之 麻酔科蘇生科 平成31年3月5日
4302 腎摘出術における末梢神経ブロックの効果比較 坂本 明之 麻酔科蘇生科 平成31年3月5日
4303 病理デジタル画像を用いた慢性胃炎のArtificial Intelligence (AI)による研究 岩谷 舞 臨床検査部 平成31年3月5日
4315 大学生向けウェブサイト版「包括的性の健康」学習支援ツールの開発と評価 山﨑 明美 保健学科広域看護学 平成31年3月28日
4304 脳灌流障害を有する急性大動脈解離に対する治療成績の検討 五味淵 俊仁 外科（２） 平成31年3月5日
4305 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価（JIPAD事業） 三田 篤義 集中治療部 平成31年3月5日
4306 口腔カンジダ菌と宿主の健康状態変化との関連 栗田 浩 歯科口腔外科学 平成31年3月5日
4307 新生児に対する血液製剤の 適条件の検討 柳沢 龍 輸血部 平成31年3月5日

4308
親がメンタルヘルス上の問題を持つ病児への支援の現状
ー看護師の調査からー

平林 優子 保健学科小児・母性看護学 平成31年3月5日

4309 頚椎人工椎間板の治療成績に関する多施設共同研究 伊東 清志 脳神経外科 平成31年3月5日
4310 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有効性－前後比較試験－ 鷲塚 伸介 精神医学 平成31年3月6日
4311 自動車運転認知行動評価装置を使った模擬運転テストの開発研究 小林 正義 保健学科基礎作業療法学 平成31年3月6日

4291
拮抗体操課題の認知的負荷量の相違が
事象関連電位P300に及ぼす影響

佐賀里 昭 保健学科基礎作業療法学 平成31年3月5日

4312 全身麻酔中における経皮的迷走神経電気刺激の安全性および有効性の検討 若林 諒 麻酔科蘇生科 平成31年3月14日
4313 先天性サイトメガロウイルス感染による難聴の診断 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成31年3月15日
4314 難治性聴覚障害に関する調査研究 宇佐美 真一 耳鼻咽喉科学 平成31年3月15日


