
平成25年度審査課題⼀覧 

1042 臨床研究 授乳婦に対する乳酸菌含有⾷品の摂取効果の研究 免疫学 中尾篤⼈

1043 臨床研究
⾷事が肝弾性率に与える影響―MR elastographyでの検討― Effects
of postprandial state for hepatic stiffness measured by MR
elastography

放射線医学 荒⽊ ⼒

1044 臨床研究
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 荒⽊ ⼒

1045 臨床研究 新⽣児期から⼊院している⼦どものきょうだいに関する⺟親の思い 看護部 鈴⽊久美子

1046 疫学研究 要介護者の副介護者向けのリーフレット配布の主介護者における効果 基礎・臨床看護学 浅川和美

1047 疫学研究 活動期及び寛解期潰瘍性⼤腸炎における経⼝５－ASA製剤治療に関する実
態調査（観察研究）-OPTIMUM study- 内科学第⼀ 榎本信幸

1048 臨床研究 本邦における肘部管症候群⼿術例の発症因⼦と⿇痺重症度分類 整形外科学 波呂浩孝

1049 臨床研究 慢性肝疾患患者における逐次近似再構成併⽤低管電圧CTの肝癌検出能、
被ばく低減効果、造影剤量に関する検討 放射線医学 荒⽊ ⼒

1050 遺伝⼦解析
研究 家族性⾎⼩板減少症を背景に⽩⾎病を発症した家系におけるゲノム解析 ⼩児科学 杉⽥完爾

1051 臨床研究 緊急帝王切開で出産した⼥性の⺟親役割獲得のプロセス 成育看護学 ⼩林康江

1052 臨床研究 MR elastographyによる⼦宮腺筋症の硬度測定 放射線医学 荒⽊ ⼒

1053 臨床研究 ⼦宮腺筋症に対するMRガイド下収束超⾳波⼿術 放射線医学 荒⽊ ⼒

1054 臨床研究 公衆・公共浴場利⽤に対する⾵呂と障害の意味 〜S地域における住⺠と
オストメイトによる語りの分析〜 成育看護学 ⽯川眞⾥子

1055 臨床研究 腹部ステントグラフト内挿術後のタイプⅡエンドリークに対するＩＶＲ︓
技術的側⾯と予後についての後⽅視野的研究 放射線医学 ⼤⻄ 洋

1056 臨床研究 初発慢性期慢性⾻髄性⽩⾎病に対するダサチニブの分⼦遺伝学的完全寛解
導⼊および根治を⽬指した投薬中⽌試験 ⾎液・腫瘍内科学 桐⼾敬太

1057 疫学研究 連結不可能匿名化試料を⽤いた⾻髄ストローマ細胞の⼩児⽩⾎病における
抗がん剤・細胞障害因⼦への感受性に対する影響の研究 ⼩児科学 杉⽥完爾

1058 臨床研究 ハイリスク消化管間質腫瘍(GIST)に対する完全切除後の治療に関する研
究 外科学第⼀ 藤井秀樹

1059 臨床研究 慢性ウイルス性肝疾患患者におけるEOB-MRIを⽤いた肝癌発達リスクの
検討 内科学第⼀ 榎本信幸

1060 臨床研究 急性期脳梗塞患者を対象としたG-CSF静注による神経保護・再⽣治療に関
する第Ⅱ相臨床研究 脳神経外科学 ⽊内博之

1061 臨床研究 神経難病の脳病態分⼦ネットワークの解明に関する研究 精神神経医学･臨床倫
理学 本橋伸⾼

1062 遺伝⼦解析
研究 Nasu-Hakola病のゲノム遺伝⼦解析 精神神経医学･臨床倫

理学 本橋伸⾼

1063 臨床研究 腹膜透析患者の塩分排斥量の調査〜体液管理について考える〜 看護部 島⽥眞路

1064 臨床研究 ICU看護師による担当患者栄養状態アセスメントツールの活⽤－栄養アセ
ツメントツールを⽤いた学習会実施による効果－ 看護部 島⽥眞路

1065 臨床研究 ⼀般住⺠を対象とした⼦宮頸がん検診における液状化検体細胞診とPHV 
DNA検査との併⽤法の有⽤性を評価する前向き無作為化⽐較研究 産婦⼈科学 平⽥修司

1066 疫学研究 「地域連携型」『継続助産ケア実践研修プログラム」の創成」－⼀次医療
施設における⼤卒新⼈助産師の到達度と卒後教育の前⽅視的評価－ 成育看護学 ⼩林康江

1067 臨床研究 化学療法を受ける患者の脱⽑の進⾏に伴う⽣活上の困難－婦⼈科がん患者
が看護師に求めること－ 看護部 島⽥眞路
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1068 臨床研究 ⼩型FSASセンサーの⼩児睡眠呼吸障害（SDB)診断に対する有⽤性の評価
と問題点の改善 ⼩児科学 杉⽥完爾

1069 遺伝⼦解析
研究

パーキンソン症候群（ＰＳ）の多施設での遺伝⼦試料収集とその収集・保
存体制整備および解析に関する研究 神経内科学 瀧⼭嘉久

1070 臨床研究 パーキンソン症候群（ＰＳ）の⽣体試料収集とその収集・保存体制整備に
関する研究 神経内科学 瀧⼭嘉久

1071 遺伝⼦解析
研究 ⽣殖細胞系ＤＮＡを⽤いた⼩児急性リンパ性⽩⾎病疫学研究 ⼩児科学 杉⽥完爾

1072 臨床研究 急性リンパ性⽩⾎病の⽇本⼈⼩児におけるチオプリン等の薬物代謝に関す
る薬理学的および分⼦⽣物学的検討 ⼩児科学 杉⽥完爾

1073 臨床研究
多層的オミックス情報に基づく⼩児⽩⾎病の創薬標的候補探索研
究 ゲノム情報に基づく⼩児⽩⾎病の創薬標的
候補探索研究

⼩児科学 杉⽥完爾

1074 臨床研究 IVR症例web登録 放射線医学 ⼤⻄ 洋

1075 疫学研究 回復期リハビリテーション病棟在宅退院者の１ヶ⽉後ＡＤＬ変化の実態調
査と関連因⼦ 社会医学 山縣然太朗

1076 疫学研究 新⼈看護師の看護実践能⼒と他者⽀援との関連 基礎・臨床看護学 浅川和美

1077 臨床研究 ⾔語的コミュニケーションが困難なＩＣＵ患者の痛みアセスメントツール
の開発 基礎・臨床看護学 浅川和美

1078 疫学研究 ⼥⼦⾼⽣の学校ストレスと摂⾷障害傾向、精神健康状態との関連 健康・⽣活⽀援看護学 ⽔野恵理子

1079 疫学研究 中学⽣⼥⼦の初潮前後における摂⾷障害傾向、やせ願望と⾏動変容との関
連 健康・⽣活⽀援看護学 ⽔野恵理子

1080 臨床研究 室内塵ダニアレルゲンエキス標準品候補品を⽤いた⽪内閾値検査 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外
科学 増⼭敬祐

1081 臨床研究 膵腫瘍性病変診断における造影ハーモニック超⾳波内視鏡検査の有⽤性を
検討する多施設共同コホート研究 内科学第⼀ 榎本信幸

1082 臨床研究 内視鏡新洗浄技術評価 光学医療診療部 佐藤 公

1083 臨床研究 トラネキサム酸使⽤時による⾎栓形成モニタリング 整形外科学 波呂浩孝

1084 臨床研究 急性期脳卒中患者に対する,座位保持や清潔ケアの⽅法・時間と睡眠・覚
醒リズムとの関係－昼夜逆転や不穏⾏動の予防を⽬指して－ 看護部 岩下直美

1085 臨床研究 ⾮侵襲的脳機能計測法を⽤いたヒト発達期における認知機能とその障害に
かかわる中枢神経機構の解明 ⼩児科学 杉⽥完爾

1086 疫学研究 ⻑期⼊院した経験のある⼦どもの退院後のQOLと⾃尊感情について 成育看護学 ⽯川眞⾥子

1087 疫学研究 ＡＤ/ＨＤの⼦どもの養育者へのペアレントトレーニングの成果 健康・⽣活⽀援看護学 相原正男

1088 疫学研究 在宅重症⼼⾝障害児（者）の介護者の精神的健康度と介護負担感の調査 地域医療学 佐藤 弥

1089 臨床研究 Macular Slippage After Macular Hole Surgery with Internal Limiting
Membrane Peeling 眼科学 飯島裕幸

1090 疫学研究 ⾼齢者の転倒危険箇所の認識についての記述疫学研究－ギャップを埋める
－ 社会医学 山縣然太朗

1091 臨床研究 B型肝炎創薬研究のための患者意識調査 肝疾患センター 坂本 穣

1092 臨床研究 第１１回ATL全国実態調査 ⾎液・腫瘍内科 桐⼾敬太

1093 臨床研究 くすぶり型（無症候性）⾻髄腫の患者数および臨床経過に関する後⽅視的
観察研究 ⾎液・腫瘍内科 桐⼾敬太

1094 臨床研究 慢性腎臓病患者の⽪膚⾃家蛍光を⽤いた⽪下AGEの定量化と⼼⾎管病変発
症の関連性の検討 内科学第三 ⼩林哲郎

1095 臨床研究 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

1096 臨床研究 低分化型早期胃癌のリンパ節転移リスクの検討 内科学第⼀ 榎本信幸



1097 臨床研究 内科学第⼀ 榎本信幸

1098 臨床研究 慢性ウイルス性肝疾患患者におけるFibroScanを⽤いた肝癌リスクの検討 内科学第⼀ 榎本信幸

1099 臨床研究 肝炎ウイルス感染がんサンプルを⽤いたウイルス発がん組織の解析 微⽣物学 森⽯恆司

1100 遺伝⼦解析
研究 Shprintzen-Goldberg症候群の遺伝⼦解析 ⼩児科学 杉⽥完爾

1101 臨床研究 ⾻粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対する多椎間脊椎インプラント⼿術にお
けるPTHの⾻形成促進作⽤の臨床研究 整形外科学 波呂浩孝

1102 臨床研究 ⼈⼯股関節置換術後の股関節周囲筋と疼痛・脚延⻑の関係性について リハビリテーション部 波呂浩孝

1103 臨床研究 トモセラピー新機能（Tomoedge/VoLO）の効果に関する前向き評価 放射線医学 ⼤⻄ 洋

1104 臨床研究 腹膜透析がもたらす腹膜透析患者の排尿状態への影響の検討 泌尿器科学 武⽥正之

1105 疫学研究 本邦に於ける加齢⻩斑変性症の発症と治療法の変遷に関する研究 眼科学 飯島裕幸

1106 臨床研究 CT画像を⽤いた⼩児正常⾻盤形態の検討 整形外科学 波呂浩孝

1107 臨床研究 疾患ｉＰＳ細胞を⽤いた難治性⾎液疾患の病態解析 ⼩児科学 杉⽥莞爾

1108 疫学研究 バイオ・バンクジャパンに収集された臨床研究データの解析 社会医学 山縣然太朗

1109 疫学研究 院内がん登録とＤＰＣを使ったＱＩ研究（データ提供） 地域医療学 佐藤 弥

1110 遺伝⼦解析
研究 ヒト疾患特異的ｉＰＳ細胞を⽤いた遺伝⼦解析 ⼩児科学 杉⽥完爾

1111 遺伝⼦解析
研究 ⼩児科期発症１型糖尿病における遺伝学的要因の検索 ⼩児科学 杉⽥完爾

1112 疫学研究 【平成２５年度原⼦⼒災害影響調査等事業(甲状腺結節性疾患追跡調査事
業）】⼭梨県調査 内科学第三 ⼩林哲郎

1113 臨床研究 ⼈⼯膝関節置換術後における⼤腿神経ブロックの鎮痛効果の検討 ⿇酔科学 松川 隆

1114 疫学研究 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

1115 遺伝⼦解析
研究

虚⾎性⼼疾患、⼼不全、⾼⾎圧症に関連する遺伝的素因の探索に関する研
究 内科学第⼆ 久木山清貴

1116 臨床研究 医師を対象としたアレルゲン⾆下免疫療法に関するアンケート調査 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外
科学 増⼭敬祐

1117 臨床研究 肝胆膵疾患に合併する汎発性⾎管内凝固症（ＤＩＣ)おけるトロンボモジ
ュリンの投与効果に関する検討 外科学第⼀ 藤井秀樹

1118 臨床研究 夜間頻尿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

1119 疫学研究 「健やか親⼦２１」の最終評価・課題分析及び次期国⺠健康運動の推進に
関する研究 社会医学 山縣然太朗

1120 臨床研究 ３次元シネ位相コントラスト法による⽣体内⾎流動態の評価 放射線部 市川智章

1121 遺伝⼦解析
研究

グルパール19S（旧茶のしずく抗原)によるアレルギー反応に関連する遺
伝⼦マーカーの探索 ⽪膚科学 柴垣直孝

1122 臨床研究 アルカリ加熱処理を施したチタン製⻭科インプラントの臨床応⽤ ⻭科⼝腔外科学 上木耕一郎

1123 臨床研究 顎変形症患者に対する顎矯正⼿術後における知覚神経⿇痺の発⽣要因に関
する臨床的研究 ⻭科⼝腔外科学 上木耕一郎

1124 疫学研究 DPCデータを利⽤した破裂脳動脈瘤によるくも膜下出⾎患者における脳⾎
管攣縮の実態調査 脳神経外科学 ⽊内博之

1125 臨床研究 顎変形症術前後の顎⾻形態及び顎運動機能への影響の臨床研究 ⻭科⼝腔外科学 上木耕一郎

1126 臨床研究 ⾃⼰免疫性膵炎診断における顎下腺エコーの有⽤性評価 内科学第⼀ 榎本信幸

切除不能悪性肝⾨部胆管狭窄に対する胆道ステンティング－CTボリュー
ムメトリーを⽤いたステント留置法の選択－



1127 臨床研究 家庭内HLA半合致⾎縁ドナーからの同種造⾎幹細胞移植における安全性と
有効性の検討

⼩児科学 杉⽥莞爾

1128 臨床研究 ⼩児フィラデルフィア染⾊体陽性急性リンパ性⽩⾎病（Ph+ALL)に対す
るチロシンキナーゼ阻害剤併⽤化学療法の第Ⅱ相臨床試験（ALL-Ph13） ⼩児科学 杉⽥完爾

1129 疫学研究 産後のボディイメージの変化と体重減少 成育看護学 ⼩林康江

1130 疫学研究 病原性微⽣物と免疫性因⼦の挙動解析 薬剤部 ⼩⼝敏夫

1131 疫学研究 アイサートマイクロ２５５挿⼊後の安全性を前向きに調査する多施設共同
の疫学研究 眼科学 飯島裕幸

1132 臨床研究 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 内科学第⼆ 久木山清貴

1133 臨床研究 Heart Failure Management Registry 内科学第⼆ 久木山清貴

1134 臨床研究 ⾃閉症児のMRI検査時の鎮静におけるDexmedetomidineの有効性および
安全性の検討 ⼩児科学 杉⽥完爾

1135 臨床研究 DPP4阻害剤テネリグリプチンの動脈硬化進展抑制作⽤に関する2型糖尿
病患者を対象にした臨床試験 外科学第⼆ 松本雅彦

1136 臨床研究 スペクトラルドメイン光⼲渉断層計による結膜厚の計測 眼科学 飯島裕幸

1137 疫学研究 発達障害児に関連する因⼦の縦断的検討－⽣活習慣に着⽬して－ 社会医学 山縣然太朗

1138 臨床研究 頚頭蓋直流刺激の認知機能と気分に与える影響︓電極配置の検討 精神神経医学･臨床倫
理学 本橋伸⾼

1139 臨床研究 低電圧CTにおける低濃度造影剤の有⽤性の検討 放射線部 市川智章

1140 臨床研究 ＭＤＣＴを⽤いた⼤腸癌肝転移診断における⾄適造影剤量の検討 放射線部 市川智章

1141 疫学研究 連携ノートを利⽤した要介護⾼齢者の終末期医療・介護への意思表⽰の実
態 健康・⽣活⽀援看護学 ⾕⼝珠実

1142 臨床研究 スギ花粉症患者を対象としたフルチカゾンフランカルボン酸エルテルを⽤
いた初期療法投与開始時期に関する2重盲検ランダム化並⾏群間⽐較試験

⽿⿐咽喉科・頭頸部外
科学 増⼭敬祐

1143 疫学研究 住⺠を継続⽀援する市町村保健師の保健指導技術の解明 健康・⽣活⽀援看護学 ⼭﨑洋⼦

1144 臨床研究 ⼊院糖尿病患者に対するテネリグリプチン（テネリア錠）の有⽤性の検討 内科学第三 ⼩林哲郎

1145 臨床研究 アジルサルタンの⾼⾎圧合併腹膜透析患者に対する安全性と有⽤性の検討 ⾎液浄化療法部 深澤瑞也

1146 疫学研究 市町村保健師の統合失調症者への地域⽣活を継続する為の⽀援内容 健康・⽣活⽀援看護学 ⼭﨑洋⼦

1147 疫学研究 スギ・ヒノキ花粉症患者における⿐噴霧⽤ステロイド薬に関する患者調査 ⽿⿐咽喉科・頭頸部外
科学 増⼭敬祐

1148 疫学研究
助産師基礎教育における産婦ケア能⼒の獲得に関する研
究                                
―免許取得後(卒後)の産婦ケア能⼒の縦断調査からの分析―

成育看護学 ⼩林康江

1149 臨床研究 急性胆道炎のベストプラクティス探究に関する⽇本台湾国際共同研究︓急
性胆管炎 内科学第⼀ 榎本信幸

1150 臨床研究 急性胆道炎のベストプラクティス探究に関する⽇本台湾国際共同研究︓急
性胆嚢炎 内科学第⼀ 榎本信幸

1151 臨床研究 VSRAD advance による変性性認知症と⼤うつ病の鑑別に関する研究 精神神経医学･臨床倫
理学 本橋伸⾼

1152 疫学研究 臨床看護師の⾷品・栄養素摂取量測定体験・学習による⾷⽣活指導⼒の強
化 基礎・臨床看護学 中村美知子

1153 臨床研究 脳神経⾎管領域ＩＶＲにおける術者⽔晶体への放射線被曝線量の実態調査 放射線部 ⼤⻄ 洋

1154 遺伝⼦解析
研究 ＳＨＯＸ異常症の病態解明 ⼩児科学 杉⽥莞爾

1155 遺伝⼦解析
研究 成⻑障害における遺伝的要因の探索 ⼩児科学 杉⽥莞爾



1156 臨床研究 先天性⾼インスリン⾎症に対するオクトレオチド持続⽪下注射療法の有効
性・安全性に関する臨床試験（SCORCH study) ⼩児科学 杉⽥莞爾

1157 臨床研究 放射線医学 ⼤⻄ 洋

1158 疫学研究 配偶者と死別した⾼齢者に対する⽣活の再構築に向けた⾏政保健師の⽀援 健康・⽣活⽀援看護学 ⼭﨑洋⼦

1159 臨床研究 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 ⼤⻄ 洋

1160 遺伝⼦解析
研究 テラプレビルによる薬疹における遺伝⼦多型解析研究 肝疾患センター 坂本 穣

1161 臨床研究 腸管型ベーチェット病におけるアダリムマブとステロイドの前向き無作為
化⽐較試験研究(Castle Study) 内科学第⼀ 榎本信幸

1162 臨床研究 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)の前向き追跡調査（多施設共同研
究） 内科学第⼀ 榎本信幸

1163 臨床研究 内視鏡的⼗⼆指腸ステントの有⽤性の検討（多施設共同試験） 内科学第⼀ 榎本信幸

1164 疫学研究 成⼈期のプラダー・ウィリー症候群患者の基本的ニードを充⾜するための
対処法に関する記述研究 成育看護学 中込さと子

1165 疫学研究 看護⼤学⽣の外来実習指導を⾏った看護師の実態調査 健康・⽣活⽀援看護学 ⾕⼝珠実

1166 遺伝⼦解析
研究 遺伝性⽪膚疾患の遺伝⼦解析研究 ⽪膚科学 柴垣直孝

1167 臨床研究 １ヶ⽉健診受診児の⽪膚トラブルに対するスキンケア指導の有効性の検討 ⼩児科学 杉⽥完爾

1168 臨床研究 Ｃ型肝炎ウイルスの遺伝⼦変異とその混在に関する研究 内科学第⼀ 榎本信幸

1169 遺伝⼦解析
研究

⽇本では新しいＦＵＳ遺伝⼦変異が認められた家族性筋萎縮性側索硬化症
の遺伝⼦解析研究 神経内科学 瀧⼭嘉久

1170 臨床研究 とまらない院内感染は防⽌できるか︖ＭＲＳＡ撲滅に向けての清掃ガイド
ライン作成 基礎・臨床看護学 ⽥辺⽂憲

1171 臨床研究 体内時計がヒト好塩基球機能に与える影響についての研究 免疫学 中尾篤⼈

1172 臨床研究 ⽗親アイデンティティの獲得に関する研究 留学⽣センター ⾼⽥⾕久美子

1173 臨床研究 弾性ストッキング着⽤に関する看護師の指導とケアの実態と課題 看護部 岩下直美

1174 臨床研究 冷えのある中年期⼥性の指尖部⾎管反応の特徴および影響要因の抽出と構
造化 成育看護学 ⼩林康江

1175 遺伝⼦解析
研究 ⼩児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝⼦診断体制の構築 Ⅰ．隋芽腫、上⾐腫 脳神経外科学 ⽊内博之

1176 疫学研究 救急・集中治療領域患者における病原性微⽣物と免疫性因⼦の挙動解析 薬剤部 ⼩⼝敏夫

1177 遺伝⼦解析
研究 慢性⾻髄性⽩⾎病の臨床効果とBIM deletion 遺伝⼦多型に関する研究 ⾎液・腫瘍内科学 桐⼾敬太

1178 遺伝⼦解析
研究

Ｃ型慢性肝炎患者に対するシメプレビル＋Peg-IFN/Ribavirin 3剤併⽤
療法の有⽤性に関わる宿主およびウイルス遺伝⼦の解析 内科学第⼀ 榎本信幸

胃静脈瘤に対するバルーン閉塞下逆⾏性経静脈塞栓術(balloon-occluded 
retrograde transvenous obliteration:B-RTO):予後についての後⽅視野
的研究




