
平成26年度審査課題一覧 

1179 臨床研究 外科手術時に得られた大動脈瘤切除切片を用いた大動脈瘤の発
生・病態におけるphospholipaseA2の役割の解明 内科学第二 久木山清貴

1180 臨床研究 「前立腺がんの語り」ウェブページ更新計画 健康・生活支援看護学 谷口珠実

1181 疫学研究 特定機能病院外来受診における待ち時間の実態と関連要因 看護部 岩下直美

1182 臨床研究 拡散テンソル画像による脊髄病変の研究 整形外科学 波呂浩孝

1183 臨床研究 脊柱変形における脊柱筋の基礎研究 整形外科学 波呂浩孝

1184 臨床研究 新規血小板機能測定法の性能評価 臨床検査医学 尾崎由基男

1185 臨床研究
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　　　　　　　～ケアマネジャーに対するフォーカ
ス・グループ・インタビューの実施～

健康・生活支援看護学 谷口珠実

1186 臨床研究 拡大内視鏡を用いた微細構造計測法の確立と臨床的病態解析への
応用 内科学第一 榎本信幸

1187 臨床研究 頭頸部癌におけるｍｉＲＮＡの診断的および治療効果判定への有
用性 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 増山敬祐

1188 臨床研究
前立腺癌骨転移評価時の骨シンチグラフィにおける骨転移評価指
標Bone Scan Index(BSI)を用いた治療効果、予後予測に関する
研究

泌尿器科学 武田正之

1189 遺伝子解析研究 Ｃａｎｔｕ 症候群の遺伝子解析 小児科学 杉田完爾

1190 臨床研究 血小板 ＣＬＥＣ-２ の関節リウマチにおける役割 臨床検査医学 尾崎由基男

1191 疫学研究 認知症の人は何を「おいしい」と感じているか 健康・生活支援看護学 宮村季浩

1192 疫学研究 在宅認知症高齢者のBPSDおよび身体合併症に対する看護介入に
ついての調査 健康・生活支援看護学 宮村季浩

1193 臨床研究
Ⅰ期非小細胞肺癌に対する定位放射線治療における、FDG
PET/CTおよび非造影 thin-section CT の予後因子としての有用
性の検討

放射線医学 大西　洋

1194 臨床研究 前立腺全摘術を行った患者の術後性機能障害に関する調査 看護部 岩下直美

1195 臨床研究 治験同意説明文書が被験者に与える影響に関する調査研究 看護部 岩下直美

1196 疫学研究 看護師による紙面を使用した検査説明に対する患者の認識 看護部 岩下直美

1197 臨床研究 迅速な感染症起炎菌同定システムの試験運用に関する研究 安全管理部 井上　修

1198 臨床研究 長期入院した子どもが退院後に経験する社会適応のための努力－
思春期にある子どもの経験－ 成育看護学(母子看護学） 石川眞里子

1199 遺伝子解析研究 軽度認知障害およびうつ病から認知症への進行過程に関する臨床
研究︓病態解明と進行予測バイオマーカーの探索 精神神経医学･臨床倫理学 本橋伸高

1200 臨床研究 口蓋扁桃摘出術におけるカメラシステムの意義について 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 増山敬祐

1201 臨床研究 一時的ストーマ保有者の安定した生活に影響を及ぼす要因－永久
的ストーマ保有者の生活状況の比較－ 成育看護学 石川眞里子

1202 遺伝子解析研究 放射線照射による子宮頸癌のエピゲノム変化の解明 放射線医学 大西　洋

1203 臨床研究 体幹部における Computed diffusion weighted imaging につい
ての検討 放射線医学 大西　洋

1205 臨床研究

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシ
タラビン投与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後
早期の微小残存病変の意義を検討する多施設共同シームレス第
Ⅱ-Ⅲ 相臨床試験(AML-12）

小児科学 杉田完爾

1206 臨床研究 ＦＧＦＲ２融合遺伝子陽性胆道癌の臨床病理学的、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試験 内科学第一 榎本信幸

1207 臨床研究 関節リウマチ及び変形性関節症における血小板CLEC-2の役割の
解明 臨床検査医学 尾崎由基男
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1208 臨床研究 先天性表皮水疱症患者の創傷・スキンケア方法に関する観察研究 成育看護学 中込さと子

1209 臨床研究 陰部洗浄における洗浄液の飛散による個人防護具とシーツ 菌
汚染調査

1210 臨床研究
母親の持つ「コミュニケーション能力」と 「母子相互作用」 場
面における読み取りとの関係　―出産後３か月の母子に日本語版
ＮＣＡＴＳ・ＮＡＦＳ を用いて―

国際交流センター 高田谷久美子

1211 臨床研究 ダウン症を持つ子どものいる家族のレジリエンスを高めるライフ
サイクルに即した支援 国際交流センター 高田谷久美子

1212 臨床研究 新生児の栄養摂取の総和が、体格変化や代謝に及ぼす影響に関す
る検討 小児科学 杉田完爾

1213 臨床研究 慢性腰痛症に対する薬物療法の臨床経済研究 整形外科学 波呂浩孝

1214 臨床研究 プリオン病の自然歴に関する全国調査研究 神経内科学 瀧山嘉久

1215 臨床研究
重症および最重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸腺細胞
グロブリン(サイモングロブリン®）の前方視野ランダム化用量
比較多施設共同研究（APBMT AAWG-01）

小児科学 杉田完爾

1216 臨床研究 悪性リンパ腫細胞表面糖脂質の解析にもとづく抗CD20抗体の有
用性の予測 血液・腫瘍内科学 桐戸敬太

1217 疫学研究 “親役割相補性に対する母親の満足感”に影響を及ぼす個人と家族
のレジリエンス 国際交流センター 高田谷久美子

1218 臨床研究 ＩＣＵ看護師による非経口摂取患者の有効な栄養摂取実施方法
（ＴＰＮ・EN)の検討 基礎・臨床看護学 坂本文子

1219 遺伝子解析研究 メチル化ＤＮＡ分析用ＨＰＬＣカラムを用いたｉＰＳ細胞の品質
管理法の確立 環境遺伝医学 久保田健夫

1220 遺伝子解析研究 環境化学物質によるＡＳＤ等の神経発達障害への影響解明（北海
道スタディ） 環境遺伝医学 久保田健夫

1221 臨床研究 経産婦の分娩進行を判断する助産師の経験知の実証 プライマリー助産ケア講座 渡邉竹美

1222 臨床研究 変形性膝関節症（OA）におけるサイトカインの発現および関節
破壊の新しい機序の解析 整形外科学 波呂浩孝

1223 臨床研究
最新の超高速ＭＲ撮像技術を用いた頸部および腹部非造影ＭＲＡ
の検討　Validation study of rapid non-contrast enhanced MR
angiography using compressed sensing

放射線医学 大西　洋

1224 臨床研究 最新の超高速ＭＲ撮像技術を用いた肝造影ＭＲＩの検討　MR-
based assessment of flow dynamic in the liver 放射線医学 大西　洋

1225 臨床研究 シロスタゾール薬効モニタリングと副作用との関連 臨床検査医学 尾崎由基男

1226 臨床研究
低用量アスピリン服用中の胃腫瘍症例に対する内視鏡的粘膜下層
剥離術における消化管出血リスクについての多施設共同無作為比
較試験

内科学第一 榎本信幸

1227 疫学研究 青年期にある障がい児の自立に対する母親の意識と家族支援の在
り方 国際交流センター 高田谷久美子

1228 臨床研究 「骨粗鬆症を伴った脊椎変形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研究」における統計解析 社会医学 山縣然太朗

1229 疫学研究 看護師の二交代制勤務夜勤における仮眠と眠気の実態―アクチグ
ラフを用いての測定― 基礎・臨床看護学 浅川和美

1230 遺伝子解析研究 胚細胞腫に伴って発症した急性巨核芽性白血病におけるゲノム解
析 小児科学 杉田完爾

1231 遺伝子解析研究 白血病細胞株における一塩基多型（ＳＮＰ）およびＳＮＰ array
解析 小児科学 杉田完爾

1232 臨床研究 非B非C慢性肝疾患患者における肝癌のサーベイランスと生存予
後延長の検討 内科学第一 榎本信幸

1233 疫学研究 アルカリ性ホスファターゼ(ALP)測定試薬の評価 検査部 尾崎由基男

1234 遺伝子解析研究 南方由来の超高度変性試料を対象としたミトコンドリアDNA解析 法医学 安達　登

健康・臨床看護学 田辺文憲



1235 臨床研究 小児心臓・大血管CTにおける低電圧、低用量造影剤の有用性の検
討 小児科学 杉田完爾

1236 臨床研究 免疫学 中尾篤人

1237 臨床研究
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相臨床試験実施計画書（ALL-B12)のプロトコール改
正

小児科学 杉田完爾

1238 遺伝子解析研究 先天性再生不良性貧血（Diamond-Blackfan)の遺伝要因の研究 小児科学 杉田完爾

1239 臨床研究 脊椎靭帯骨化症患者におけるＣＴを用いた全脊椎骨化巣の検討 整形外科学 波呂浩孝

1240 遺伝子解析研究 次世代シークエンス技術を駆使したウイルスゲノム解析によるＣ
型肝炎の病態解明と臨床応用 内科学第一 榎本信幸

1241 臨床研究 EGFR遺伝子変異を有する根治切除術後再発非小細胞肺癌を対象
としたアファチニブの認容性と有効性の検討 外科学第二 鈴木章司

1242 臨床研究 看護師が精神疾患患者に抱く精神的ストレスによって生じる感情
と看護行為の関係性の検討 健康・生活支援看護学 水野恵理子

1243 臨床研究 筋萎縮生側策硬化症の患者の骨盤底筋訓練は排泄機能維持とＱＯ
Ｌ向上に寄与できるか︖ 健康・生活支援看護学 谷口珠実

1244 臨床研究 骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存的初期治療の指針策定 整形外科学 波呂浩孝

1245 疫学研究 ダウン症を抱える児の摂取エネルギー・消費エネルギー量のバラ
ンスと肥満の関連 国際交流センター 高田谷久美子

1246 臨床研究 腫瘍細胞の核形態　-ＳＢＦ-ＳＥＭによる３次元解析- 人体病理学 加藤良平

1247 臨床研究

初寛解後早期に再発する小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群
患者を対象とした標準治療（再発時プレドニゾロン治療）と標準
治療＋高容量ミゾリビン併用治療の多施設共同オープンランダム
化比較試験（JSKDC05）

小児科学 杉田完爾

1248 臨床研究
頻回再発型小児ネフローゼ症候群を対象としたタクロリムス治療
とシクロスポリン治療の多施設共同非盲検ランダム化比較試験
(JSKDC06)

小児科学 杉田完爾

1249 臨床研究 ラタノプロスト点眼液もしくはトラボプロスト点眼液からタフル
プロスト/チモロール配合点眼液への切替試験 眼科学 飯島裕幸

1250 臨床研究 小児がん患児が初回治療を終了するまでの過程において母親が危
機をのりこえる力を生成するプロセス 成育看護学 石川眞里子

1251 臨床研究
混合型肝癌の画像と病理の対比→　ＷＨＯ2010 新病理分類にて
診断された混合型肝癌を対象としたＣＴ/ＭＲＩの特徴定期画像
所見についての多施設共同研究

放射線医学 大西　洋

1252 臨床研究

脊髄くも膜下麻酔時前後のＩＮＶＯＳの変化とデクスメデトミジ
ンまたはプロポフォール投与前後でのＩＮＶＯＳの変化　→　脊
髄くも膜下麻酔時前後のＩＮＶＯＳの変化とデクスメデトミジン
投与前後でのＩＮＶＯＳの変化

麻酔科学 松川　隆

1253 疫学研究 スモンに関する調査研究 神経内科学 瀧山嘉久

1254 疫学研究 小児科病棟における看護師の口腔ケアの現状と課題→小児科病棟
における患者口腔ケアの現状と課題 看護部 岩下直美

1255 臨床研究 喉頭摘出後の音声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

1257 遺伝子解析研究
C型慢性肝炎に対するインターフェロン非使用抗ウイルス治療の
効果・安全性に関わる宿主およびウイルス因子と治療後発癌抑止
効果の解析

内科学第一 榎本信幸

1258 遺伝子解析研究 肝癌患者検体を用いた病態および治療効果に関与する遺伝子の検
討 内科学第一 榎本信幸

1259 遺伝子解析研究 次世代シーケンシング・ゲノムワイド関連解析を用いたC型肝炎
治療に伴う肝病態進展軽快、肝発癌に関わる宿主因子の解析 内科学第一 榎本信幸

1260 臨床研究 Ｃ型肝炎の病態の解明と肝癌発症制御法の確立に関する研究 微生物学 森石恆司

1261 臨床研究 Ｂ型肝炎ウイルス感染受容体の分離・同定と感染系の樹立及び感
染系による病態機構の解析と新規抗HBV剤の開発 微生物学 森石恆司

スギ花粉症に対する舌下免疫療法の治療効果判定のための免疫学
的パラメーターとなるエピゲノムマーカーの確立



1262 臨床研究 Ｂ型肝炎ウイルスの完全排除等、完治を目指した新規治療法の開
発に関する包括的研究 微生物学 森石恆司

1263 臨床研究 微生物学 森石恆司

1264 臨床研究 肝炎ウイルスの複製増殖および病原性発現機構と薬剤感受性の解
析 微生物学 森石恆司

1265 疫学研究 肝疾患相談センターにおける肝炎患者の就労と支援との両立に関
する相談事例の研究 肝疾患センター 坂本　穣

1266 臨床研究 ガドリニウム造影剤に関連した一過性呼吸困難の調査研究 放射線医学 大西　洋

1267 臨床研究 口腔扁平上皮癌浸潤様式に基づいたデジタル処理下による浸潤能
の識別法 歯科口腔外科学 上木耕一郎

1268 臨床研究 入院中のうつ病患者に対する認知行動療法のアセスメントモデル
の効果研究 健康・生活支援看護学 水野恵理子

1269 臨床研究 新規携帯式尿流量率計の臨床検証 泌尿器科学 武田正之

1270 臨床研究 TaqMan HCV,Version1.0 で検出不能であった HCVジェノタイ
プ2a の解析 検査部 尾崎由基男

1271 臨床研究 転移性肝癌存在診断におけるガドキセト酸ナトリウム肝造影ＭＲ
Ｉ追加施行の有用性に関する後ろ向き研究 放射線医学 大西　洋

1272 臨床研究
重症および最重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸腺細胞
グロブリン（サイモグロブリン®）の前方視野的ランダム化用量
比較多施設共同研究

放射線医学 桐戸敬太

1273 臨床研究 緑内障性視神経障害進行予測モデルの構築 眼科学 飯島裕幸

1274 臨床研究 保険適用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

1275 臨床研究 スキンケア沐浴前後での深部体温の変化についての検討 看護部 岩下直美

1276 臨床研究 人工膝関節置換術における大腿神経ブロック併用群と非併用群の
比較 麻酔科学 松川　隆

1277 臨床研究 Ｃ型慢性肝炎、代償性肝硬変に対するＤａｃｌａｔａｓｖｉｒ＋
Ａｓｕｎａｐｒｅｖｉｒ併用療法の治療効果に関する研究 肝疾患センター 坂本　穣

1278 臨床研究 新しい血清マーカーによる肝炎検診の可能性検証 肝疾患センター 坂本　穣

1279 臨床研究 Ｂ型慢性肝炎またはＢ型肝硬変に対するテノホビル療法の有効
性・安全性に関する検討　－多施設共同研究－ 肝疾患センター 坂本　穣

1280 臨床研究 同種ナチュラルキラー細胞による小児難治性悪性腫瘍による抗腫
瘍効果 小児科学 杉田完爾

1282 疫学研究 児童自立支援施設における職員のメンタルヘルスと、肯定的評価
支援の機能 教育支援科学 尾見康博

1283 疫学研究 妊娠中の妊婦の体重変化に関する実態調査 社会医学 山縣然太朗

1284 疫学研究 テラプレビル/ペグインターフェロン/リバビリン併用療法後の予
後についての検討 肝疾患センター 坂本　穣

1285 臨床研究 精神科病棟入院患者の服薬自己管理に影響する因子の検討－DAI-
10を用いた服薬自己管理前後の比較－ 看護部 岩下直美

1286 臨床研究
婦人科悪性腫瘍手術における硬膜外麻酔の至適切穿刺部位はどこ
か-術後鎮痛に関して硬膜外自己調節鎮痛法薬液投与量による検
討

麻酔科学 松川　隆

1287 臨床研究 肝硬変に関連した乏血性肝結節のＥＯＢ取り込み能とトランスポ
ータ発現の関連 放射線医学 大西　洋

1288 臨床研究 消化器内視鏡に関連した偶発症の後ろ向き全国調査 内科学第一 榎本信幸

1289 臨床研究 成人Ｔ細胞白血病・リンパ腫（ＡＴＬ）の最適な移植タイミング
および移植源決定の為の臨床決断分析に関する研究 血液・腫瘍内科学 桐戸敬太

1290 臨床研究 びまん性突発性骨増殖症における脊椎損傷の研究 整形外科学 波呂浩孝

1291 臨床研究 肝機能障害Child-Pugh分類Ｂ患者の術後死亡率の検討 手術部 石山忠彦

Ｃ型肝炎ウイルスの増殖制御機構解明と創薬開発のための分子基
盤



1292 臨床研究 スギ花粉症患者の舌下免疫療法に対する意識についての質問票調
査 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 増山敬祐

1293 疫学研究 小児科学 杉田完爾

1294 疫学研究 17︔19転座および１︔19転座型ＡＬＬのＭＲＤ解析余剰検体を
用いたＡＢＣＢ１遺伝子発現レベルの解析 小児科学 杉田完爾

1295 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に
よる微少循環評価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

1296 臨床研究 山梨大学医学部附属病院における非がん患者に対する緩和ケアの
現状の検討 麻酔科学 松川　隆

1297 臨床研究 肝細胞がんラジオ波焼灼術における電動式ＰＣＡポンプを用いた
鎮痛管理の現状の検討 麻酔科学 松川　隆

1298 臨床研究
ダヴィンチ手術での気腹時と気腹時下の頭低位時での無侵襲混合
血酸素飽和度監視システム（ＩＮＶＯＳ）で測定した脳内酸素飽
和度の変化

麻酔科学 松川　隆

1299 遺伝子解析研究 個人識別のための新規高感度ＤＮＡ多型検出法の開発 法医学 安達　登

1300 臨床研究 肝細胞癌腫瘍マーカーのサーベイランスにおける有用性の構築を
めざした多施設共同研究 内科学第一 榎本信幸

1301 臨床研究 切除不能悪性中下部胆道狭窄に対する胆道ステンティング－
Uncovered, partially covered, fully coveredの選択－ 内科学第一 榎本信幸

1302 臨床研究
妊娠13週の時点で禁煙している妊婦の産後４か月までの動機づけ
面接法ＭＩ（Motivational Interviewing)による禁煙維持への支
援

臨床看護学 小林康江

1303 遺伝子解析研究 遠位関節拘縮症２Ｂ型の遺伝子変異解析 小児科学 杉田完爾

1304 遺伝子解析研究 常染色体劣性遺伝皮膚弛緩症候群の新規原因遺伝子の探索 小児科学 杉田完爾

1305 臨床研究 児童の転倒の実態と関連要因の検討 臨床看護学 浅川和美

1306 臨床研究 腹膜透析の患者予後と治療方法のついての調査（ＰＤＯＰＰＳ） 血液浄化療法部 深澤瑞也

1307 疫学研究 在宅高齢者の初回ケアプラン作成に関する調査 社会医学 山縣然太朗

1308 疫学研究 学童期から成人期における運動療法を受けた脳性麻痺患者の粗大
運動機能への影響因子の検討 社会医学 山縣然太朗

1309 臨床研究 去勢抵抗性前立腺癌に対するエンザルタミドとアビラテロンの有
効性に関するランダム化比較試験 泌尿器科学 武田正之

1310 臨床研究 人工呼吸患者における酸素投与と酸塩基平衡変化に関する多施設
観察研究 救急集中治療医学 松田兼一

1311 臨床研究 慢性腎臓病患者の血中Omentin濃度と心血管病変発症の関連性の
検討 内科学第三 北村健一郎

1312 疫学研究 造血細胞移植医療の全国調査 小児科学 杉田完爾

1313 臨床研究 定期受診時に外来看護師が積極的に支援する患者の特徴 看護部 岩下直美

1314 臨床研究 総胆管結石の内視鏡的治療におけるオフセットバルーンカテーテ
ルの有用性の検討 内科学第一 榎本信幸

1315 臨床研究 再発頭頸部扁平上皮がん患者に対するパクリタキセル+セツキシ
マブ併用化学療法に関する第一相臨床試験 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 増山敬祐

1316 臨床研究 スギ花粉症に対する皮下アレルゲン免疫療法（ＳＣＩＴ）におけ
るバイオマーカーについての横断研究 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 増山敬祐

1317 臨床研究 虚血性心疾患または心不全症例の長期予後に関わる因子の解析研
究 内科学第二 久木山清貴

1318 臨床研究 パーキンソン病患者に対するレビー小体型認知症のスクリーニン
グにおけるＳＤＩ－ＤＬＢの有用性に関する研究 神経内科学 瀧山嘉久

1319 臨床研究 集中治療室における蛋白質投与量に関する多施設観察研究 救急集中治療医学 松田兼一

Ｂ前駆細胞型急性リンパ性白血病のステロイド感受性におけるス
テロイド受容体およびアクチン・フィラメント結合因子の発現レ
ベルの意義に関する研究

https://www.med.yamanashi.ac.jp/rinri/shinsa.html



