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～2020.03.3125 19-165
ちば総合医療センター
泌尿器科

納谷幸男
本邦における精巣腫瘍患者レジストリの作成およびコホート研究の基
盤創出

2019年10月17日

24 19-164
医療技術学部
看護学科

濱島ちさと 胃内視鏡検診の有効性評価に関する比較対照試験 2019年10月17日

23 19-163
医学部
内科学講座

長瀬洋之
フェノタイプ ・エンドタイプに着目した本邦の喘息患者における3年間
予後の検討

2019年10月17日

22 19-013-3
医学部
外科学講座

川村雅文
転移性肺腫瘍に対する肺切除症例データベース作成のための多施設
共同コホート研究

2019年10月17日

21 19-162
医学部
救急医学講座

坂本哲也
日本救急医学会関東地方会における院外心肺停止患者に対する連
結不可能匿名化を用いた多施設前向き観察研究(2017年)

2019年10月11日

20 19-161
大学院
公衆衛生学研究科

崎坂香屋子 与論島における乳幼児のう歯保有の状況と関連要因に関する研究 2019年10月11日

19 19-160
ちば総合医療センター
外科

清水宏明
大腸癌の癌進展、特に肝転移におけるメタドへリン（MTDH）分子の生
物学的役割の解明

2019年10月11日

18 19-154
医療技術学部
視能矯正学科

広田雅和 網膜走査型光学アイウェア使用時の視覚特性評価 2019年10月11日

17 18-068-2
医学部
外科学講座

川村雅文 転移性肺腫瘍に対する肺切除術の多施設共同コホート研究 2019年10月11日

16 15-016-2
医学部
外科学講座

川村雅文
高齢者肺癌に対する外科治療の安全性と有効性を評価するための多
施設共同前向き調査研究

2019年10月10日

15 19-157
医学部
神経内科学講座

園生雅弘 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の診断基準に関する後ろ向き研究 2019年10月8日

14 17-090-3
医学部
救急医学講座

神田　潤 低体温症患者の医学情報等に関する疫学調査 2019年10月8日

13 19-112
医療技術学部
視能矯正学科

広田雅和
ライトフィールドヘッドマウントディスプレイ使用による視機能への影響
評価

2019年10月7日

12 19-155 薬学部 中木敏夫 講義ビデオ視聴状況と定期試験成績との関係 2019年10月4日

11 18-218-2
医学部
放射線科学講座

白石憲史郎 前立腺におけるmultiparametric MRI（mpMRI）の有用性の検証 2019年10月4日

10 19-156
医学部附属溝口病院
第四内科学講座

鈴木伸明 血管内皮機能異常に影響を及ぼす因子と予後との関連性の検討 2019年10月3日

9 19-153 薬学部 濱　弘太郎
大腸がん患者に対する化学療法の効果と脂質分子種のプロファイリ
ングに関する解析

2019年10月3日

8 19-152
医学部
整形外科学講座

渡部欣忍 人工知能を用いた運動器疾患画像診断支援ツールの開発研究 2019年10月3日

7 19-151
医学部
外科学講座

坂尾幸則
医用画像に基づく仮想現実（Virtual reality）・拡張現実（Augmented 
reality）・複合現実（Mixed reality）技術を用いた外科修練システムの
開発

2019年10月2日

6 19-069
ちば総合医療センター
外科

首藤潔彦 高リスクStage I 胃癌に対する胃局所切除の有用性 2019年10月2日

5 17-108-3
大学院
医療技術学研究科診療放
射線学専攻

古徳純一 放射線画像データを利用した包括的後ろ向き研究 2019年10月2日

4 19-150
医学部
泌尿器科学講座

中川　徹
急性膀胱炎の分離菌と薬剤感受性に関する多施設共同後方視的観
察研究

2019年10月1日

3 19-149
医学部
外科学講座

和田慶太
切除不能膵癌に対する非手術療法奏功後の外科切除の有用性に関
する検討

2019年10月1日

2 18-079-2
医学部
救急医学講座

坂本哲也 救命救急センターにおける診療の質に関する研究 2019年10月1日

1 15-018-3 薬学部 渡部多真紀
小学生に対する薬教育に関する研究-お薬教室による児童の意識変
化-

2019年10月1日
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～2020.12.3143 19-178
医学部附属溝口病院
脳神経外科

山田昌興
マンシェットを使用した非観血的血圧測定および動脈(A)ラインを留置
した観血的血圧測定法での血圧差を検討

2019年10月30日

42 19-177
医療技術学部
スポーツ医療学科

永島昇太郎
陸上競技(投てき)競技者のコントロールテストの値と競技パフォーマン
スの関係性について

2019年10月30日

41 19-176 薬学部 黄倉　崇
高齢者施設における服薬時点変更が与える服薬介助と薬学的管理
への影響

2019年10月30日

40 19-175
医学部
内科学講座

吉野友祐
新規HIV治療薬の治療効果ならびに臨床経過に関する前向き観察研
究

2019年10月29日

39 19-174
医学部
整形外科学講座

河野博隆 整形外科疾患の治療成績・予後に関する後ろ向き研究 2019年10月29日

38 19-058-2
医学部
内科学講座

菊地弘敏
日本人ベーチェット病患者が有する身体的･心理社会的問題に関する
調査

2019年10月25日

37 19-173
医療技術学部
視能矯正学科

広田雅和 オートレフラクトメータの機種による性能差検証 2019年10月24日

36 19-172
医学部
内科学講座

吉野友祐
HIV感染患者における骨密度の長期的変化に関する後ろ向き観察研
究

2019年10月24日

35 19-171
医学部
神経内科学講座

園生雅弘 皮膚筋炎・多発筋炎の針筋電図所見に関する後ろ向き研究 2019年10月24日

34 19-170
医療技術学部
視能矯正学科

中込亮太
シリコーンハイドロゲルソフトコンタクトレンズ装用による角膜内皮細胞
の形態変化

2019年10月24日

33 18-001-2
医学部附属病院
リハビリテーション部

本田　祐士
がん患者の入院前後における運動機能の変化
－ロコモティブシンドロームに着目して－

2019年10月24日

32 16-151-3
医学部
神経内科学講座

園生雅弘
頸椎症性筋萎縮症（CSA）の臨床的筋電図学特徴に関する後ろ向き
研究

2019年10月24日

31 19-169
医学部
救急医学講座

石川秀樹
高齢者救急集中治療に対してフレイルが及ぼす影響についての多施
設共同研究

2019年10月23日

30 19-168 薬学部 中村康宏 薬学部学生に対する模擬服薬体験学習の教育効果   2019年10月23日

29 19-167
医学部
外科学講座

橋口陽二郎 肛門管癌の病態解明とStagingに関する研究 2019年10月23日

28 14-196-2
医学部
内科学講座

渡邊雄介
経カテーテル的大動脈弁置換術の安全性、有用性および予後の多施
設前向き研究

2019年10月23日

27 19-166
医学部
泌尿器科学講座

中川　徹
救援治療を実施した転移性尿路上皮癌の予後因子に関する研究（多
施設共同研究）

2019年10月19日

26 17-123-2
医学部
整形外科学講座

阿部哲士
JCOG1610：病巣掻爬可能骨巨細胞腫に対する術前デノスマブ療法
のランダム化第III相試験

2019年10月19日


