
受付番号 審査区分 課題名 教室名 研究責任者

1320 人を対象とする医学系研究 知覚・認知脳機能の個人差の定量的理解 生理学第二 喜多村和郎

1321 人を対象とする医学系研究
脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究 JASPECT

study
脳神経外科学 木内博之

1322 人を対象とする医学系研究
未破裂脳動脈瘤患者に対するフェルモキシトールを造影剤として使用し
たMRでのマクロファージイメージングの実施可能性の検討

脳神経外科学 木内博之

1323 人を対象とする医学系研究 骨盤臓器脱の保存療法に関する中高年女性の認識 健康・生活支援看護学 谷口珠実

1324 人を対象とする医学系研究 目標管理における目標設定の実態調査-看護師長の目標管理シートから 看護部 岩下直美

1325 人を対象とする医学系研究 重症先天心疾患のある子どもの成長・発達に関する母親の思い 成育看護学 石川眞里子

1326 人を対象とする医学系研究 消化器疾患の経過を決める臨床因子の研究 内科学第一 榎本信幸

1327 人を対象とする医学系研究
大腸癌患者における血清Dkk4（Dickkopf４）濃度と病期・予後との関係
の検討

内科学第一 山口達也

1328 人を対象とする医学系研究 内視鏡的総胆管結石治療における非対称性バルーンの有効性の検討 内科学第一 深澤光晴

1329 人を対象とする医学系研究 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 内科学第一 前川伸哉

1330 人を対象とする医学系研究
難治性間質性膀胱炎に対するDimethyl sulfoxide膀胱内注入治療の有効性
と安全性の検討

泌尿器科学 三井貴彦

平成27年度審査課題一覧



1331 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
甲状腺癌の発生・進展におけるＴＥＲＴプロモーター変異の病因的意義
解明

人体病理学 加藤良平

1332 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 小児・若年者に発生する甲状腺癌における遺伝子異常の解析 人体病理学 加藤良平

1333 人を対象とする医学系研究
小児難治性ネフローゼ症候群患者に対するミコフェノール酸モフェチル
の使用

小児科学 沢登恵美

1334 人を対象とする医学系研究
歯科インプラントとインプラント安定測定器（オステルＩＳＱアナライ
ザ，ぺリオテスト）の予後相関の臨床研究

歯科口腔外科学 諸井明徳

1335 人を対象とする医学系研究
放射線治療衣導入による治療時間効率化と患者に及ぼす影響についての
実態調査

看護部 沼口香織

1336 人を対象とする医学系研究
保険適応外臓器に対する体幹部定位放射線治療に関する全国多施設調査
研究

放射線医学 大西　洋

1337 人を対象とする医学系研究
肝癌術後の予後因子についての検討：Gd-EOB-DTPA　造影　MRI　の役
割について

放射線医学 佐野勝廣

1338 人を対象とする医学系研究
臥床患者の頭側への上方移動の際に生じるズレ力の法則　-看護師２名と
１名での実施による違いの検証-

看護部 長田和子

1339 人を対象とする医学系研究 集中治療室へ配置転換した看護師の困難感-非配置転換看護師との比較- 看護部 谷戸るみ

1340 人を対象とする医学系研究
Gd-EOB-DTPA造影MRIで検出される乏血性肝細胞結節の多血化に関する
検討

放射線医学 佐野勝廣

1341 人を対象とする医学系研究 soluble CLEC-2　の測定に関する広範囲な臨床研究 臨床検査医学 長田　誠

1342 人を対象とする医学系研究 リンパ浮腫減量術（Thompson法）の効果に対する定量的評価 形成外科 小野健太郎



1343 人を対象とする医学系研究
再発・治療抵抗性リンパ芽球リンパ腫StageⅢ/Ⅳに対するDexICE治療の
有効性及び安全性を検証する多施設共同Ⅱ相臨床試験実施計画書（ALB-

R13)

小児科学 犬飼岳史

1344 人を対象とする医学系研究 腎疾患における尿中白血球分画、CD14 と CD3の意義について 小児科学 沢登恵美

1345 人を対象とする医学系研究 一次繊毛の形態形成、機能およびその病態生理に関する研究 解剖学講座細胞生物学 竹田　扇

1346 人を対象とする医学系研究 頚椎前方除圧固定術後の嚥下障害について検討 整形外科学 波呂浩孝

1347 人を対象とする医学系研究 ＢＣＧ治療抵抗性の膀胱上皮内癌に対する放射線外照射治療 泌尿器科学 座光寺秀典

1348 人を対象とする医学系研究
前立腺全摘術後の尿禁制機能の解明：ＭＲＩと尿流動態検査所見との関
連性の検討

泌尿器科学 三井貴彦

1349 人を対象とする医学系研究
下部尿路症状記録・解析のためのスマートフォン対応アプリケーション
の開発と臨床応用

泌尿器科学 武田正之

1352 人を対象とする医学系研究
全自動臨床検査システムＳＴＡＣＩＡを用いた可溶性インターロイキン-

2レセプター（soluble interleukin-2 receptor:sIL-2R)検査の導入検討と臨
床的有用性

臨床検査医学 井上克枝

1353 人を対象とする医学系研究
集中治療室に入室する患者の痛み・不穏・せん妄を予防するためのアセ
スメントモデルの構築

基礎・臨床看護学 山田章子

1354 人を対象とする医学系研究 十二指腸液中のタンパク質濃度測定による膵癌早期発見法の開発 内科学第一 深澤光晴

1355 人を対象とする医学系研究
カンボジア農村の豊かさを回復する：子供の食改善から考える農村機能
向上プログラム

国際交流センター 宮本和子

1356 人を対象とする医学系研究 幼少期から青年期までの家庭環境と精神疾患発病との関連性 健康・生活支援看護学 坂井郁恵



1357 人を対象とする医学系研究 イヤホン型測定器earableによる小児の咀嚼機能測定 小児科学 杉山　剛

1358 人を対象とする医学系研究 小児アレルギー性鼻炎の診断基準作成に向けた実態調査
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
学

松岡伴和

1359 人を対象とする医学系研究 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査（2015） 救急集中治療医学 菅原久徳

1360 人を対象とする医学系研究
出生コホート研究における参加者とのパートナーシップ構築へ向けた基
礎調査

社会医学 山縣然太朗

1361 人を対象とする医学系研究 アルコール関連肝細胞癌の実態と特徴に関する調査 内科学第一 中山康弘

1362 人を対象とする医学系研究 医学部入学者の風疹抗体価の比較－1995年度生まれ前後の比較－ 保健管理センター 和泉恵子

1363 人を対象とする医学系研究 大学教職員の喫煙状況と敷地内禁煙等に関する意識調査 保健管理センター 和泉恵子

1364 人を対象とする医学系研究
加齢黄班変性に対する抗ＶＥＧＦ抗体併用光線力学的療法の視力予後因
子

眼科学講座 櫻田庸一

1365 人を対象とする医学系研究
過潅流症候群高リスク例に対する頸動脈ステント留置術に関する後ろ向
き研究

脳神経外科学 木内博之

1366 人を対象とする医学系研究 iPS細胞を用いたレット症候群の治療のための医薬品候補化合物の探索 環境遺伝医学 久保田健夫

1367 人を対象とする医学系研究
口腔癌に対するDocetaxelとNedaplatinによる外来化学療法の第Ⅰ相臨床
試験

歯科口腔外科学 吉澤邦夫

1368 人を対象とする医学系研究 糖尿病患者の血中プロスタシン濃度の検討 内科学第3 滝澤壮一

1369 人を対象とする医学系研究
尿中の膀胱上皮細胞を用いた下部尿路症状をきたす疾患の新たな診断方
法の開発

泌尿器科学 三井貴彦



1370 人を対象とする医学系研究
輸入・新興感染症に対する防護具の研究－防護具ガイドライン策定に向
けての臨床現場における防護具の実態調査－

基礎・臨床看護学 田辺文憲

1371 人を対象とする医学系研究 心筋梗塞患者の追跡研究 内科学第二 久木山清貴

1372 人を対象とする医学系研究 最少侵襲側方椎体間固定術の合併症調査 整形外科学 波呂浩孝

1373 人を対象とする医学系研究 内視鏡的胃伸展度と改訂Ｆスケール（消化器症状問診票）との関連性 内科学第一 植竹智義

1374 人を対象とする医学系研究 当院における総胆管結石に対する内視鏡的治療の現状 内科学第一 川上　智

1375 人を対象とする医学系研究 裂孔原性網膜剥離術後視野改善に関する研究 眼科学 大城智洋

1376 人を対象とする医学系研究
造血器悪性腫瘍（高度催吐性）化学療法における悪心・嘔吐発現の前向
き観察研究

血液・腫瘍内科学 三森　徹

1377 人を対象とする医学系研究 顎顔面形態と歯牙を応用した年齢推定の確立 歯科口腔外科学 井口　蘭

1390 人を対象とする医学系研究
急性腎障害患者に対する持続的血液浄化療法における新規hemofilter CH-

1.8W®と従来型dialyzer BK-2.1P®との臨床的治療効果の比較検討
救急集中治療医学 原田大希

1391 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
てんかん・高アルカリフォスファターゼ血症・精神運動発達障害等を呈
する患者における遺伝子変異の検索と先天性ＧＰＩ欠損症の病態解析

小児科学 金村英秋

1392 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 膵神経内分泌腫瘍における治療効果予測を目的とした遺伝子解析研究 内科学第1 高野伸一

1393 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 膵癌および膵管内乳頭粘液性腫瘍の病態解明を目指した遺伝子探索研究 内科学第1 高野伸一



1394 人を対象とする医学系研究
胎児期および幼児期の環境要因が小児期の排尿機能および排便機能に与
える影響

泌尿器科学 三井貴彦

1395 人を対象とする医学系研究 顔面皮膚の構造変化に関する研究 解剖学分子組織学 大野伸彦

1396 人を対象とする医学系研究 脊椎後縦靭帯骨化症の手術成績に関する前向き多施設研究 波呂浩孝 波呂浩孝

1397 人を対象とする医学系研究 新規足圧計を用いた陥入爪発生機序の検討 皮膚科学 小川陽一

1398 人を対象とする医学系研究 思春期の運動習慣形成、及び骨量に影響を及ぼす環境要因の解明 社会医学 山縣然太朗

1399 人を対象とする医学系研究 慢性肝疾患の進行に関連する因子の研究 内科学第一 榎本信幸

1400 人を対象とする医学系研究 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 皮膚科学 川村龍吉

1401 人を対象とする医学系研究 査型電子顕微鏡を用いた糸球体腎炎の３次元構築 解剖分子組織 大野伸彦

1402 人を対象とする医学系研究
顎関節症例における関節円板ＭＲ画像所見と下顎頭骨密度、顎変形の関
連性

歯科口腔外科学 筒井隆光

1403 人を対象とする医学系研究
過活動膀胱におけるメタボロミクス解析を用いた診断バイオマーカー探
索研究

泌尿器科学 武田正之

1404 人を対象とする医学系研究 学習障害における漢字の読み書き能力評価に関する研究 健康・生活支援看護学 相原正男

1405 人を対象とする医学系研究 Ｃ型肝炎患者を対象としたＣ型肝炎の肝炎経路に関する調査研究 肝疾患センター 坂本　穣

1406 人を対象とする医学系研究 愛育会活動に参加した住民の活動意識の実態 健康・生活支援看護学 山﨑洋子



1407 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
運動失調症の患者登録・自然歴研究(Ｊ－ＣＡＴ)(脊髄小脳変性症・遺伝
性痙性対麻痺の新規原因遺伝子の同定，痙性対麻痺におけるITB療法の治
療効果に関する臨床評価尺度の確立)

神経内科学 瀧山嘉久

1408 人を対象とする医学系研究
臨床看護実践力を高めるシステムづくり－静脈内注射技術習得に向けて
のトレーニングルームとルーブリック評価表の活用－

基礎・臨床看護学 浅川和美

1409 人を対象とする医学系研究
前立腺肥大症にみられる骨盤内不快感に対するタダラフィルの有効性の
検討

泌尿器科学 三井貴彦

1410 人を対象とする医学系研究 MR elastographyによる肝線維化の定量：ベイズ理論の有用性 放射線医学 本杉宇太郎

1411 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの
構築

小児科学 中根貴弥

1412 人を対象とする医学系研究 膵全摘患者に対する前向き実態調査 外科学第一 川井田博充

1413 人を対象とする医学系研究 インフォームドコンセントの医療者への負荷の実態に関する検討 放射線医学 大西　洋

1414 人を対象とする医学系研究
ポリープ状脈絡膜血管症に対する抗VEGF抗体アフリベルセプト硝子体
注射における、単独治療および光線力学的療法併用治療の比較

眼科学 櫻田庸一

1415 人を対象とする医学系研究
ポリープ状脈絡膜血管症に対する抗VEGF抗体併用光線力学的療法の５
年成績

眼科学 櫻田庸一

1416 人を対象とする医学系研究
腹膜透析患者と家族介護者のＱＯＬと家族機能に焦点を当てた援助モデ
ルの構築

健康・生活支援看護学 水野恵理子

1417 人を対象とする医学系研究 Weight cycling and incidental diabetes in Japan 社会医学 山縣然太朗

1418 人を対象とする医学系研究 糖尿病スクリーニングの最適な測定間隔に関する研究 社会医学 山縣然太朗



1419 人を対象とする医学系研究 血液透析施行時の各種モニタリングによる透析治療の評価方法の検討 救急集中治療医学 松田兼一

1420 人を対象とする医学系研究 表層顆粒の放出に関する研究 発生工学研究センター 若山照彦

1422 人を対象とする医学系研究 外来化学療法室に患者が望むこと―患者満足度調査を実施して― 看護部 磯野絵美

1385 人を対象とする医学系研究 遺伝性パーキンソン病の臨床・分子遺伝学的研究 神経内科 一瀬佑太

921 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
肝胆膵消化管腫瘍の診断精度向上および治療効果予測を目標とした遺伝
子探索研究

内科学第一 高野伸一

1423 人を対象とする医学系研究
一度も退院できずに亡くなった子どもの両親へのグリーフケア　―子ど
もの生涯を知る看護師の役割に関する考察―

看護部 三橋靖子

1424 人を対象とする医学系研究
周産期・新生児領域の看護職者の遺伝看護実践への学習意欲を高める学
習目標と評価基準の設定に関する研究

成育看護学 中込さと子

1425 人を対象とする医学系研究
Ｃ型慢性肝炎・肝硬変におけるダクラタスビル＋アスナプレビル治療不
成功例におけるＣ型肝炎ウイルス薬剤耐性変異の解析

肝疾患センター 坂本　穣

1426 人を対象とする医学系研究
肝線維化マーカーMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(M2BPGi)を利用した一
般肝炎健診における肝線維化評価法の検討

肝疾患センター 坂本　穣

1380 人を対象とする医学系研究 リプレガルを投与されたファブリー病患者を対象としたLyso-Gb3の測定 小児科学 杉田完爾

1095 人を対象とする医学系研究
脊柱側弯、後弯症における抗MRSA薬使用による術後感染予防に関する
臨床研究

整形外科学 波呂浩孝



1427 人を対象とする医学系研究
初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用材および放射線療法併用テ
モゾロミド、ベバシズマブ療法の有効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床
試験

脳神経外科学 木内博之

1428 人を対象とする医学系研究
経鼻的内視鏡用前処置スプレーを用いた着色生理食塩水の鼻腔内分布の
検討

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
学

初鹿恭介

1429 人を対象とする医学系研究 山梨県のＮＩＣＵにおける先天異常 小児科学 小林千尋

1159 人を対象とする医学系研究
JROSG12-2　日本人の頭頸部癌患者におけるCetuximabを含む治療の観
察研究

放射線医学 小宮山貴史

1274 人を対象とする医学系研究 保険適応外臓器に対する体幹部定位放射線治療の観察研究 放射線医学 大西　洋

1430 人を対象とする医学系研究 肝生検後の安静臥床時に自覚する苦痛と体圧の変化 看護部 中込千春

1431 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
B型慢性肝炎の治療における、テノホビルと Peg-IFNα2a 併用の有用性に
関するパイロット試験

肝疾患センター 坂本　穣

1432 人を対象とする医学系研究 在宅精神障害者の家族介護者の有意味感を高める家族支援のモデル検討 健康・生活支援看護学 坂井郁恵

1433 人を対象とする医学系研究
MRI-based assessment of liver stiffness and dysplastic nodules to

investigate the outcome of type C cirrhosis after anti-viral therapy
放射線医学 本杉宇太郎

1434 人を対象とする医学系研究 定量的心イメージング4D flow MRI の有用性 放射線医学 本杉宇太郎

1435 人を対象とする医学系研究 拡散強調を加えた高解像度３次元T２強調像による微小肝転移の検出 放射線医学 本杉宇太郎

1436 人を対象とする医学系研究
冠動脈ステント留置術後12ヵ月超を経た心房細動患者に対する抗凝固薬
単独療法の妥当性を検証する多施設無作為化試験

内科学第二 久木山清貴



1437 人を対象とする医学系研究
腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総合データ
ベース構築に関する研究

内科学第三 古屋文彦

1010 人を対象とする医学系研究
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによ
るLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究（EMPATHY)

内科学第三 金重勝博

1438 人を対象とする医学系研究 山梨県におけるスモン患者の病態 神経内科学 瀧山嘉久

760 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関す
る観察研究

血液・腫瘍内科学 桐戸敬太

1439 人を対象とする医学系研究 骨粗鬆症患者に対する週１投与PTHの臨床研究 整形外科学 波呂浩孝

1441 人を対象とする医学系研究 ベイズ理論を用いた肝実質へのガドキセト酸取り込み低下症例の予測 放射線医学 清水辰哉

1442 人を対象とする医学系研究 脳腫瘍の造影MRIと非造影灌流MRIの対比による組織型の推定について 放射線医学 清水辰哉

1443 人を対象とする医学系研究 網膜静脈分枝閉塞症における網膜無灌流野と視野感度 眼科学 飯島裕幸

1114 人を対象とする医学系研究
山梨県峡東地区で２歳以下の子どもを育てる母親の孤独感、自己効力
感、ソーシャルサポートに関する実態調査

成育看護学 中込さと子

1444 人を対象とする医学系研究
エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板剤２剤併
用療法（DAPT）期間を１カ月に短縮することの安全性を評価する研究

内科学第二 久木山清貴

1445 人を対象とする医学系研究
プラダー・ウィリー症候群の支援のためのガイドライン作成に関する研
究

成育看護学 中込さと子



1446 人を対象とする医学系研究 スギ花粉症患者を対象とした花粉症治療に対する満足度調査
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
学

松岡伴和

1447 人を対象とする医学系研究 高齢過活動膀胱患者に対するミラベグロンの有効性と安全性の検討 泌尿器科学 中込宙史

1448 人を対象とする医学系研究 全国肺癌登録調査：２０１０年肺癌手術症例に対する登録研究 外科学第二 松原寛知

1132 人を対象とする医学系研究
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
生物学特徴を明らかにするための前向き観察研究（Ver.1.7）

内科学第二 石原　裕

1380 人を対象とする医学系研究 リプレガルを投与されたファブリー病患者を対象としたLyso-Gb3の測定 小児科学 杉田完爾

1044 人を対象とする医学系研究
HCC診断におけるEOB造影MRI所見の最適な組み合わせに関する検討
Japanese multi institutional study of Primovist-enhanced MRI for non-

invasive diagnosis of HCC(JAMP-HCC study)

放射線医学 大西　洋

1450 人を対象とする医学系研究 急性肺障害（ＡＬＩ）/急性呼吸窮迫症(ARDS)の疫学的研究 救急集中治療医学 松田兼一

1451 人を対象とする医学系研究 肺炎球菌・レンサ球菌・黄色ブドウ球菌による重症敗血症の疫学的研究 救急集中治療医学 松田兼一

1452 人を対象とする医学系研究 重症敗血症の疫学的研究 救急集中治療医学 松田兼一

1427 人を対象とする医学系研究
初発膠芽腫に対するカルムスチン脳内留置用材および放射線療法併用テ
モゾロミド、ベバシズマブ療法の有効性・安全性を検討する第Ⅱ相臨床
試験

脳神経外科学 木内博之

919 ヒトゲノム・遺伝子解析研究
非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関与する
遺伝子多型の研究

放射線医学 大西　洋



1455 人を対象とする医学系研究 外来因子のヒト卵管上皮細胞の繊毛動態へ与える影響の解析 解剖学細胞生物 竹田　扇

1184 人を対象とする医学系研究 新規血小板機能測定法の性能評価 臨床検査医学 井上克枝

1457 人を対象とする医学系研究
子宮頸癌術後再発高リスク例に対する三次元放射線治療（3DRT）を用い
た同時化学放射線療法の多施設後ろ向き観察研究

放射線医学 大西　洋

1458 人を対象とする医学系研究
前頭葉てんかん児の行動異常における臨床的特徴としての関連因子の検
討

小児科学 金村英秋

1459 人を対象とする医学系研究
臨床病期IA期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診断された３
ｃｍ以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否例）に対する体幹部定
位放射線治療のランダム化比較試験

放射線医学 大西　洋

1460 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 放射線医学 大西　洋

1461 人を対象とする医学系研究 HSPのネットワーク・データベースに関する研究 神経内科学 瀧山嘉久

1348 人を対象とする医学系研究
前立腺全摘術後の尿禁制機能の解明：ＭＲＩと尿流動態検査所見との関
連性の検討

泌尿器科学 三井貴彦

1468 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の診断・全国調査研究 血液・腫瘍内科学 大石沙織


