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1 羽金　裕也 博士3年 MMNによる軽度認知機能障害とパーキンソン病の横断的研究 7月19日（火） 神経精神医学講座

2 髙橋　雄一 博士3年
Impaired mismatch negativity reflects the inability to perceive beat interval in
patients with schizophrenia

7月19日（火） 神経精神医学講座

3 本田　香織 博士3年 脳血管性障害患者家族の不確実性：QOLおよび背景特性との関連性 7月19日（火） 総合科学教育研究センター

4 末永　博紀 博士2年 Quantitative analysis of bone-uptake  on stand-alone SPECT using GI-BONE 7月19日（火） 放射線医学講座

5 原　純子 博士2年
Changes in locations and angles of the right adrenal vein between inspiratory and
expiratory CT versus catheter venography

7月19日（火） 放射線医学講座

6 五十嵐　菜央 医学部6年 死体血の心臓血と末梢血における心筋トロポニンT検査の信頼性の検討 7月19日（火） 法医学講座

7 阿達　里美 修士2年 日本における乳児死亡の社会的リスク因子に関する現状の知見について 7月19日（火） 公衆衛生学講座

8 荷山　美紅 医学部4年 乳酸菌によるマウス加齢性難聴の抑制 7月20日（水） 微生物学講座

9 茂村　碧 医学部5年 細胞間接着分子Claudin-16に対するモノクローナル抗体の開発 7月20日（水） 基礎病理学

10 谷　哲矢 博士4年
Nerve growth factor/tropomyosin receptor kinase A axis plays a pivotal role in
breast cancer progression after myocardial infarction.

7月20日（水） 循環器内科学講座

11 橋本　理奈 医学部5年 白金-銀ナノ粒子の消毒効果 7月20日（水） 微生物学講座

12 横地　正伸 博士2年 足関節骨折患者の歩行・階段昇降時の筋活動に関する研究 7月20日（水） リハビリテーション医学講座

13 山崎　剛毅 医学部4年 11/19-B1乳酸菌のアレルギー性鼻炎の抑制 7月20日（水） 微生物学講座

14 河俣　貴也 博士4年 ヒトサイトメガロウイルスglycoprotein N の感染における機能の検討 7月20日（水） 微生物学講座

15 佐久間　椋子 修士2年 地域における家族計画支援の実態と課題に関するインタビュー調査研究 7月21日（木） 公衆衛生学講座

16 赤間　沙彩 修士2年 マウス胚における頸部運動神経細胞群の早期PCDはどの運動神経サブグループに起こるか 7月21日（木） 神経解剖・発生学講座

17 小林　賢司 博士3年 腰椎椎間板に先行した椎間関節変性に関連する 背景因子の検討 7月21日（木） 整形外科学講座

18 長井　健一郎 博士4年 PTPRZ is a potential therapeutic target for malignant gliomas 7月21日（木） 脳神経外科学講座

19 會田　哲朗 博士2年
Non-negligible seroprevalence of murine typhus and its predictors in Japan: A
large-scale seroepidemiological study

7月21日（木） 臨床研究教育推進部

20 佐藤　竜太 博士4年
日本における膝蓋腱炎患者に対するVictorian Institute of Sports Assessment-Patella 質
問票の適合と妥当性

7月21日（木） リハビリテーション医学講座
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21 奥井　佑布子 医学部5年 睡眠時無呼吸におけるCheyne-Stokes呼吸と心拍変動の相関解析 7月22日（金） システム神経科学講座

22 古矢　野々香 医学部6年 AP-1-γ2を標識する抗体の有効性と局在の検討 7月22日（金） 解剖組織学講座

23 佐藤　孝洋 博士4年 ARID1A欠損胃癌に対するAKT-Inhibitorの有用性 7月22日（金） 消化管外科学講座

24 本田　瑠璃子 博士4年
Association between the presence of bacteria in prostate and benign prostatic
hyperplasia in asymptomatic patients

7月22日（金） 泌尿器科学講座

25 高松　克守 修士2年
東日本大震災後の透析患者避難時対応と問題点及び対策を明らかにするための職員を対象とし
たインタビュー調査

7月22日（金） 放射線健康管理学講座

26 奥津　美穂 修士2年 造血幹細胞凍結産物の解凍作業効率化と品質の検討 7月22日（金） 輸血移植免疫学講座

27 本田　潤 博士4年 呼吸数計測モニターによる急速な呼吸変動の感知について 7月22日（金） 麻酔科学講座

28 野崎貴宏 修士3年 脊柱後弯変形と呼吸機能及び随意的咳嗽能力に関する研究 7月25日（月） リハビリテーション医学講座

29 本庄　純一郎 博士3年 緑内障合併滲出型加齢黄斑変性に対する抗VEGF硝子体腔内注射後の眼圧変動 7月25日（月） 眼科学講座

30 深井　智司 博士3年 HER2陽性胃癌におけるcGAS-STING経路の役割 7月25日（月） 消化管外科学講座

31 片方　雅紀 博士4年 癌間質におけるTGF-βの発現と腫瘍浸潤免疫細胞でのTIM３の発現との関連について 7月25日（月） 消化管外科学講座

32 入江　絹子 博士4年 Effects of decanoic acid on imiquimod-induced psoriasis-like dermatitis in mice 7月25日（月） 皮膚科学講座

33 趙　天辰 修士2年 透析患者における新型コロナウイルスワクチン接種後の抗体価調査 7月25日（月） 放射線健康管理学講座

34 阿部　暁樹 修士2年 頭頸部がん患者における放射線治療・放射線化学療法中の身体活動量変化についての臨床研究 7月25日（月） 放射線健康管理学講座
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