
島根大学医学部医の倫理委員会  2019年度臨床研究承認一覧

研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180829-2 3635 胸部CT検診受診者におけるバイオリソースバ
ンクの構築

濱口　愛 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2030/3/31

20180829-2 3636 胸部CT検診受診者におけるバイオリソースバ
ンクの構築

竹下　正幸 JA島根厚
生連

代表理事会
長

医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2030/3/31

20190227-1 3637 術前栄養状態が人工股関節全置換術後の経過
に及ぼす影響

馬庭　壯吉 リハビリ
テーション
医学

教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2021/3/31

20190225-1 3638 腫瘍型人工膝関節置換術の長期成績 馬庭　壯吉 リハビリ
テーション
医学

教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2020/3/31

20190226-1 3639 腸腰筋血腫の病態とリハビリテーションの動
向

馬庭　壯吉 リハビリ
テーション
医学

教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2021/3/31

20190312-1 3649 鎮静剤の副作用及び薬効に関連する遺伝子の
探索

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2022/3/31

20190330-1 3650 進行肺がん患者における分子標的治療薬の止
め時に関する他施設観察研究

梅本　洵朗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2021/3/31

20190329-2 3651 アトピー性皮膚炎の患者及びその養育者の就
労・就学支援を推進するための研究

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2023/3/31

20190320-3 3652 二次性骨髄線維症の実態調査 高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2023/12/31

20190304-1 3653 日本における菌血症由来のメチシリン耐性黄
色ブドウ球菌の遺伝子型による特徴の違い

城　有美 感染制御部 助教 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2020/3/31

20190329-3 3654 遺伝性不整脈疾患の病因解明のための遺伝子
解析ならびに多施設登録研究

安田　謙二 小児科 講師 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2029/3/31

20190328-1 3655 気管支喘息患者における身体活動性の調査　
多施設共同研究

天野　芳宏 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2026/12/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190318-1 3656 小児水頭症に対する脳室腹腔（VP）シャント
の治療効果の評価

秋山　恭彦 脳神経外科
学

教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2029/1/1

20190320-4 3657 W-JHS 
NHL02-A

「再発難治性 末梢T細胞リンパ腫に対するニボル
マブの有効性検討：医師主導臨床第Ⅱ相治験」
附随研究

鈴宮　淳司 先端がん治
療センター

教授 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2022/6/30

20190131-1 3658 健診データを用いた眼及び全身疾患予知アル
ゴリズム構築

朝岡　亮 眼科学 特任講師 医学系研究 実施 2019/4/10 2019/4/10 2024/1/31

20170612-1 3659 DL for MRI 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

小野田　慶
一 

脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2019/4/10 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 3660 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 変更 2019/4/10 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 3661 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

小黒　浩明 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 変更 2019/4/10 2017/7/12 2022/3/31

20181018-5 3662 我が国の若年全身性エリテマトーデス患者の
現状と妊娠転帰を含む長期･短期予後に関す
る前向きコホート研究

森山　繭子 膠原病内科 助教 医学系研究 変更 2019/4/10 2018/11/14 2038/3/31

20170731-3 3663 DIHS重症
度スコア

薬剤性過敏症症候群の重症関連因子解析に関
する研究

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 実施状況 2019/4/10 2017/8/9 2019/3/31

20170731-3 3663 DIHS重症
度スコア

薬剤性過敏症症候群の重症関連因子解析に関
する研究

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/4/10 2017/8/9 2021/3/31

20170828-2 3664 NJLCG160
2/NEJ031

食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異
なる用量のステロイド療法の有効性と安全性
を検討する無作為化第Ⅱ相試験

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 変更 2019/4/10 2017/9/13 2019/6/30



島根大学医学部医の倫理委員会  2019年度臨床研究承認一覧

研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20181009-1 3665 急性期虚血性脳卒中の再開通療法における施
設間医療連携に関する調査研究（Part1, Drip 
& Ship法に関する調査研究）(Part2, MTに関
する調査研究)

神原　瑞樹 脳神経外科
学

助教 医学系研究 変更 2019/4/10 2018/11/14 2020/12/31

20171205-1 3667 National Clinical DatabaseおよびDPC情報を
用いた中四国地区大学病院およびその関連医
療機関における胃癌、大腸癌手術症例の術
中・術後予後、医療費に対する背景リスク調
整による医療機関別・地域 医療圏別解析研究

田島　義証 消化器・総
合外科

教授 医学系研究 変更 2019/4/10 2018/1/11 2021/3/31

20181108-1 3668 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋
ブロックの鎮痛効果に関するランダム化比較
試験

今町　憲貴 麻酔科学 准教授 医学系研究 変更 2019/4/10 2019/1/28 2022/1/31

20171220-8 3669 未治療進行期末梢性T細胞性リンパ腫
（PTCL）に対するdose-adjusted EPOCH療
法の第Ⅱ相臨床試験の長期フォローアップ観
察研究

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2019/4/10 2018/1/11 2020/3/31

20150227-5 3670 Loop mediated-isothermal amplification 
(LAMP)法を用いた疾患感受性特異HLAの検査
法の確立

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/4/10 2015/3/11 2020/8/31

20190303-1 3672 GGN病変を有する多発肺腺癌の術後経過 堀田　尚誠 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2019/4/23 2019/4/23 2020/9/30

20171113-2 3673 スボレキサ
ントせん妄
研究

スボレキサントによるせん妄予防効果に関す
る検討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 変更 2019/4/25 2017/12/13 2020/3/31

20190320-1 3674 切除不能進行肝細胞癌患者におけるレンバチ
ニブ投与に関する調査

矢﨑　友隆 肝臓内科 医科医員 医学系研究 実施 2019/4/25 2019/4/25 2021/3/31

20180920-1 3679 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 変更 2019/4/22 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3680 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

石田　学 株式会社
ERISA

取締役
CEO

医学系研究 変更 2019/4/22 2018/11/5 2020/6/30
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180920-1 3681 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

中本　恭太
郎

メディカル・
ケア・サービ
ス株式会社

認知症戦略
室・室長

医学系研究 変更 2019/4/22 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3682 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

丸目　尚 株式会社島
津製作所

経営戦略室
ヘルスケア
事業戦略ユ
ニット・ユ
ニット長

医学系研究 変更 2019/4/22 2018/11/5 2020/6/30

20140228-1 3683 高脂血症患者におけるロトリガの認知機能改
善効果についての検討

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 実施状況 2019/4/22 2014/3/11 2020/3/31

20140228-1 3683 高脂血症患者におけるロトリガの認知機能改
善効果についての検討

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 変更 2019/4/22 2014/3/11 2022/3/31

20140228-1 3684 高脂血症患者におけるロトリガの認知機能改
善効果についての検討

岡田　和悟 大田シル
バークリニッ
ク

院長 医学系研究 変更 2019/4/22 2014/11/12 2022/3/31

20181018-4 3685 J-TAIL 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/4/25 2018/11/14 2023/3/31

20190327-1 3686 重症救急患者におけるハイブリッド初療室
（ER）の臨床的効果の検討

渡部　広明 Acute Care 
Surgery

教授 医学系研究 実施 2019/4/25 2019/4/25 2019/12/31

20190319-1 3687 SMU-P 
HACB-
CAD 2019

ダニアレルギーを有する小児アトピー性皮膚
炎に対する調湿木炭ベットの効果に関するパ
イロット研究

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施 2019/5/10 2019/5/10 2020/12/31

20170731-3 3688 DIHS重症
度スコア

薬剤性過敏症症候群の重症関連因子解析に関
する研究

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/5/13 2017/8/9 2019/3/31



島根大学医学部医の倫理委員会  2019年度臨床研究承認一覧

研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190202-1 3690 妊娠悪阻と歯科保健に関わる知識に関するアン
ケート調査

松田　悠平 歯科口腔外
科

助教 医学系研究 実施 2019/5/16 2019/5/16 2020/3/31

20190329-1 3691 脂肪酸代謝異常症の代謝クライシスにおける
低体温療法の実施可能性の検討

大澤　好充 小児科 医科医員 医学系研究 実施 2019/5/22 2019/5/22 2020/9/30

20180528-1 3692 硬膜動静脈瘻の発症から診断までの期間に関
する研究

萩原　伸哉 脳神経外科 助教 医学系研究 実施 2019/5/29 2019/5/29 2019/7/31

20190310-1 3693 膵癌患者における亜鉛欠乏の意義 西　健 消化器外科 助教 医学系研究 実施 2019/6/6 2019/6/6 2021/12/31

20190102-1 3694 新しい人工肛門閉鎖法“Gunsight closure”の有
用性

高尾　聡 消化器外科 医科医員 医学系研究 実施 2019/6/11 2019/6/11 2020/3/31

20190426-2 3714 RESTRIC 
trial

重症外傷患者に対する制限輸血戦略クラス
ターランダム化クロスオーバー非劣性試験

室野井　智
博

高度外傷セ
ンター

助教 医学系研究 実施 2019/6/12 2019/6/12 2022/12/31

20170719-1 3722 PM/DM 
with HPS

血球貪食症候群を合併する多発性筋炎／皮膚
筋炎の免疫学的特徴

本田　学 内科学第三 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2017/8/24 2019/3/31

20170719-1 3722 PM/DM 
with HPS

血球貪食症候群を合併する多発性筋炎／皮膚
筋炎の免疫学的特徴

本田　学 内科学第三 医科医員 医学系研究 変更 2019/6/12 2017/8/24 2020/3/31

20171118-1 3723 ALP-TIPE 肝離断術併用経回結腸静脈門脈塞栓術：ALP-
TIPE(Associating liver partition and trans-
ileocecal portal vein embolization)と経回結腸
静脈門脈塞栓術：TIPE (Trans-ileocecal portal 
vein embolization)の残存肝容積増加率につい
て

丸山　光也 放射線科 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2017/12/20 2019/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20171118-1 3723 ALP-TIPE 肝離断術併用経回結腸静脈門脈塞栓術：ALP-
TIPE(Associating liver partition and trans-
ileocecal portal vein embolization)と経回結腸
静脈門脈塞栓術：TIPE (Trans-ileocecal portal 
vein embolization)の残存肝容積増加率につい
て

丸山　光也 放射線科 医科医員 医学系研究 変更 2019/6/12 2017/12/20 2021/3/31

20160530-1 3724 口腔粘膜境界病変の診断におけるラマン分光
法の有用性に関する研究

関根　浄治 歯科口腔外
科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2016/6/8 2020/3/31

20160530-1 3724 口腔粘膜境界病変の診断におけるラマン分光
法の有用性に関する研究

秀島　克巳 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 変更 2019/6/12 2016/6/8 2021/3/31

20171015-1 3725 3次元スペックルトラッキング法を用いた新
しい指標による左室充満圧推定の試み

香川　雄三 循環器内科 助教 医学系研究 変更 2019/6/12 2018/1/19 2020/3/31

20181220-1 3726 日本人成人患者を対象としたリネゾリド母集
団薬物動態モデルの検証

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2019/1/10 2023/1/31

20181220-1 3726 日本人成人患者を対象としたリネゾリド母集
団薬物動態モデルの検証

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2019/6/12 2019/1/10 2023/1/31

20150924-2 3728 JAS Cohort 
Study

Japan Atherosclerosis Society Cohort Study　
脂質異常症を合併した一次予防患者における
動脈硬化性疾患発症に関する観察研究

金沢　一平 内分泌代謝
内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2015/10/14 2023/6/30

20150924-2 3728 JAS Cohort 
Study

Japan Atherosclerosis Society Cohort Study　
脂質異常症を合併した一次予防患者における
動脈硬化性疾患発症に関する観察研究

金沢　一平 内分泌代謝
内科

講師 医学系研究 変更 2019/6/12 2015/10/14 2023/6/30

20180517-1 3729 MG-
Control 
study

原発性悪性脳腫瘍患者に対する標準治療成績
を調査するコホート研究

宮嵜　健史 脳神経外科 講師 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2018/6/13 2023/5/31

20180517-1 3729 MG-
Control 
study

原発性悪性脳腫瘍患者に対する標準治療成績
を調査するコホート研究

宮嵜　健史 脳神経外科 講師 医学系研究 変更 2019/6/12 2018/6/13 2023/5/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20181027-1 3730 ANNA アパシーにおける神経ネットワーク変化 小野田　慶
一

脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2019/6/12 2018/11/14 2021/11/30

20140918-2 3731 ヒト癌細胞の免疫細胞・分子に対する抵抗性
の機序の解明

原田　守 免疫学 教授 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2014/10/28 2024/3/31

20161025-2 3732 腎細胞癌に対するHLA-A2拘束性マルチペプ
チドワクチンの開発

原田　守 免疫学 教授 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2016/11/9 2021/10/10

20160217-1 3733 CEREBs 脳ドックデータを用いた神経疾患の包括的疫
学研究

長井　篤 内科学第三 教授 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2016/3/9 2026/3/31

20160217-1 3733 CEREBs 脳ドックデータを用いた神経疾患の包括的疫
学研究

長井　篤 内科学第三 教授 医学系研究 変更 2019/6/12 2016/3/9 2026/3/31

20160217-1 3734 CEREBs 脳ドックデータを用いた神経疾患の包括的疫
学研究

小黒　浩明 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 変更 2019/6/12 2016/3/9 2026/3/31

20180213-2 3735 経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）と外
科的大動脈弁置換術（SAVR）における術前
身体機能と術後離床に関する関連性

今岡　圭 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2018/3/14 2019/7/31

20180213-2 3735 経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）と外
科的大動脈弁置換術（SAVR）における術前
身体機能と術後離床に関する関連性

今岡　圭 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 変更 2019/6/12 2018/3/14 2020/9/30

20181220-11 3736 遺伝性結合組織疾患の病態解明 松本 健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 変更 2019/6/12 2019/2/13 2023/10/1

20140331-3 3738 島根県における消化器外科手術のPOSSUM 
scoring systemの改良に関する研究

林　彦多 肝・胆・膵
外科

助教 医学系研究 変更 2019/6/12 2014/4/28 2020/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170731-3 3739 DIHS重症
度スコア

薬剤性過敏症症候群の重症関連因子解析に関
する研究

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/6/12 2017/8/9 2021/3/31

20170529-2 3740 CS-
Lung003 
STUDY

肺癌診療の実態及び治療の有用性を明らかに
するための前向き観察研究

津端　由佳
里

呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2017/6/14 2029/3/31

20170529-2 3740 CS-
Lung003 
STUDY

肺癌診療の実態及び治療の有用性を明らかに
するための前向き観察研究

津端　由佳
里

呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 変更 2019/6/12 2017/6/14 2029/3/31

20181010-1 3741 肺がん患者のQOLモニタリング 津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/6/12 2019/2/26 2020/9/30

20180817-1 3743 発達障害
iPS

神経発達症（発達障害）患者家系のiPS細胞
樹立およびその分子細胞生物学的解析

藤谷　昌司 解剖学神経
科学

教授 医学系研究 変更 2019/6/12 2018/10/3 2023/3/31

20180111-1 3745 LC-
SCRUM-
Liquid

Cell free DNAを用いた次世代シーケンサーに
よるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前
向き観察研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2018/2/14 2022/12/1

20180111-1 3745 LC-
SCRUM-
Liquid

Cell free DNAを用いた次世代シーケンサーに
よるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前
向き観察研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/6/12 2018/2/14 2022/12/1

20170730-1 3746 SCRUM-
Japan 
Registry

SCRUM-Japan疾患レジストリを活用した新
薬承認審査時と治験対照群データ作成のため
の前向き多施設共同研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2017/8/9 2022/3/31

20170730-1 3746 SCRUM-
Japan 
Registry

SCRUM-Japan疾患レジストリを活用した新
薬承認審査時と治験対照群データ作成のため
の前向き多施設共同研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/6/12 2017/8/9 2022/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20151019-2 3747 LC-
SCRUM-
Japan-
SCLC

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀
な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理
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

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2015/11/11 2022/5/31

20151019-2 3747 LC-
SCRUM-
Japan-
SCLC

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀
な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理
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

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/6/12 2015/11/11 2022/5/31

20151019-3 3748 NEJSG 
021A study

包括的遺伝子変異検査システム(MINtS)構築
研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2015/11/11 2024/9/30

20151019-3 3748 NEJSG 
021A study

包括的遺伝子変異検査システム(MINtS)構築
研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/6/12 2015/11/11 2024/9/30

20131018-1 3754 LC-
SCRUM-
Japan-

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、分子生物学的特徴を明
らかにするための前向き観察研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2013/11/13 2019/8/31

20161219-1 3755 JIPS 
Registry 
(NEJ030)

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観
察研究

津端　由佳
里

呼吸器・科
学療法内科

講師 医学系研究 SAE 2019/6/12 2017/1/11 2022/3/31

20161219-1 3755 JIPS 
Registry 
(NEJ030)

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観
察研究

津端　由佳
里

呼吸器・科
学療法内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/6/12 2017/1/11 2022/3/31

20161219-1 3755 JIPS 
Registry 
(NEJ030)

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観
察研究

津端　由佳
里

呼吸器・科
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/6/12 2017/1/11 2022/3/31

20180702-1 3756 前立腺全摘後鼠径ヘルニアに対する高位腹膜
切開法を用いた腹腔鏡下ヘルニア修復術
（TAPP）の安全性についての検討

山本　徹 消化器・総
合外科学

助教 医学系研究 実施 2019/6/24 2019/6/24 2020/3/31

20190515-2 3757 J-TAIL附随
研究

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探
索研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施 2019/6/27 2019/6/27 2023/12/31

20181124-1 3758 全周隅角画像を使用した新規隅角観察法の確
立と隅角自動判定アルゴリズムの開発 

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 変更 2019/6/27 2018/12/11 2023/9/30
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170331-1 3764 小児患者でのエアウエイスコープを用いた気
管挿管時のパーカー挿管チューブとマリンク
ロット挿管チューブの比較

二階　哲朗 集中治療部 准教授 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2017/5/16 2020/3/31

20170228-4 3765 強皮症患者
の消化器症
状に対する
2種類の薬
の有効性に
関する比較
研究

強皮症患者の消化器症状に対するアコチアミ
ド塩酸塩水和物錠とトリメブチンマレイン酸
塩の有効性に関する研究

村川　洋子 内科学第三 准教授 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2017/3/27 2020/3/31

20170228-4 3765 強皮症患者
の消化器症
状に対する
2種類の薬
の有効性に
関する比較
研究

強皮症患者の消化器症状に対するアコチアミ
ド塩酸塩水和物錠とトリメブチンマレイン酸
塩の有効性に関する研究

村川　洋子 内科学第三 准教授 医学系研究 変更 2019/6/24 2017/3/27 2022/3/31

20171120-10 3766 肥満患者における腹腔鏡手術中の終末呼気圧
が呼吸メカニクス及び換気分布に与える影響
を調べる介入研究

庄野　敦子 麻酔科学 助教 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2017/12/25 2020/12/31

20171120-10 3766 肥満患者における腹腔鏡手術中の終末呼気圧
が呼吸メカニクス及び換気分布に与える影響
を調べる介入研究

庄野　敦子 麻酔科学 助教 医学系研究 変更 2019/6/24 2017/12/25 2020/12/31

20180220-3 3767 肝硬変患者に対する亜鉛製剤投与の評価に関
するパイロット研究

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 SAE 2019/6/24 2018/4/6 2020/12/31

20180220-3 3767 肝硬変患者に対する亜鉛製剤投与の評価に関
するパイロット研究

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2018/4/6 2020/12/31

20180220-3 3767 肝硬変患者に対する亜鉛製剤投与の評価に関
するパイロット研究

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 変更 2019/6/24 2018/4/6 2020/12/31

20170814-1 3768 不眠に対するオレキシン系の寄与に関する検
討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 SAE 2019/6/24 2017/9/13 2019/12/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170814-1 3768 不眠に対するオレキシン系の寄与に関する検
討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 変更 2019/6/24 2017/9/13 2019/12/31

20181108-1 3769 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋
ブロックの鎮痛効果に関するランダム化比較
試験

今町　憲貴 麻酔科学 准教授 医学系研究 信頼性 2019/6/24 2019/1/28 2022/1/31

20181108-1 3769 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋
ブロックの鎮痛効果に関するランダム化比較
試験

今町　憲貴 麻酔科学 准教授 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2019/1/28 2022/1/31

20170725-1 3770 人工股関節全置換術後における持続腰方形筋
ブロックおよび大腿神経ブロックの鎮痛効果
に関する前向き無作為化比較試験

佐倉　伸一 手術部 教授 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2017/8/28 2019/10/31

20170725-1 3770 人工股関節全置換術後における持続腰方形筋
ブロックおよび大腿神経ブロックの鎮痛効果
に関する前向き無作為化比較試験

佐倉　伸一 手術部 教授 医学系研究 変更 2019/6/24 2017/8/28 2019/10/31

20180522-1 3771 食物アレルギーに対する経口免疫療法の有効
性に関する研究

羽根田　泰
宏

小児科 助教 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2018/7/12 2023/3/31

20180522-1 3771 食物アレルギーに対する経口免疫療法の有効
性に関する研究

羽根田　泰
宏

小児科 助教 医学系研究 変更 2019/6/24 2018/7/12 2023/3/31

20170828-2 3772 NJLCG160
2/NEJ031

食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異
なる用量のステロイド療法の有効性と安全性
を検討する無作為化第Ⅱ相試験

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2017/9/13 2019/6/30

20170828-2 3772 NJLCG160
2/NEJ031

食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異
なる用量のステロイド療法の有効性と安全性
を検討する無作為化第Ⅱ相試験

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 変更 2019/6/24 2017/9/13 2022/6/30

20180920-1 3773 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 実施状況 2019/6/24 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3773 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 変更 2019/6/24 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3774 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

石田　学 株式会社
ERISA

取締役
CEO

医学系研究 変更 2019/6/24 2018/11/5 2020/6/30
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180920-1 3775 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

中本　恭太
郎

メディカル・
ケア・サービ
ス株式会社

認知症戦略
室・室長

医学系研究 変更 2019/6/24 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3776 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

丸目　尚 株式会社島
津製作所

経営戦略室
ヘルスケア
事業戦略ユ
ニット・ユ
ニット長

医学系研究 変更 2019/6/24 2018/11/5 2020/6/30

20190120-1 3777 地域住民における測定値自動送信技術を用い
た家庭血圧管理状況と血圧変動要因に関する
探索的研究

神田　秀幸 環境保健医
学

教授 医学系研究 変更 2019/6/28 2019/3/7 2020/3/31

20190520-1 3778 婦人科腫瘍患者におけるベバシズマブの蛋白
尿発現および抗腫瘍効果に対するレニン－ア
ンジオテンシン系阻害薬の併用による影響

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施 2019/6/28 2019/6/28 2020/12/31

20190520-2 3779 炎症性腸疾患患者における5-ASA製剤の有効
性と安全性評価

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施 2019/6/28 2019/6/28 2022/3/31

20190326-1 3780 NEJ-042試
験

血液透析療法中の末期腎不全を合併する進行
期肺癌患者の化学療法に関する多施設共同実
態調査

堀田　尚誠 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2019/6/28 2019/6/28 2020/1/31

20190517-3 3781 LC-
SCRUM-
Asia　
NSCLC

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療
の確立を目指した、遺伝子スクリーニングと
モニタリングのための多施設共同前向き観察
研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/6/28 2019/6/28 2029/3/31

20190520-5 3782 アトピー性眼症における遺伝子・タンパク発
現検討

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施 2019/7/2 2019/7/2 2020/8/31

20190510-1 3783 USE 脳神経外科診療での脳波検査の利用状況に関
する後ろ向き調査

永井　秀政 脳神経外科
学

准教授 医学系研究 実施 2019/7/4 2019/7/4 2020/12/30

20190412-1 3784 高齢者(75歳以上）非小細胞肺がん患者に対
する免疫チェックポイント阻害剤の多施設共
同　薬物動態研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施 2019/7/4 2019/7/4 2024/3/31

20180927-1 3792 半導体SPECT装置を用いた心筋血流SPECT
画像の評価

矢田　伸広 放射線部 主任診療放
射線技師

医学系研究 変更 2019/7/9 2019/2/1 2023/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180412-1 3793 J-brothers1 日本における気管支サーモプラスティの有用
性と安全性に関する多施設共同研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/7/9 2018/5/9 2019/12/30

20180619-1 3794 NEJ036A 「特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向
き観察研究（NEJ030）」集積症例を対象と
した遺伝素因に関連するバイオマーカーの研
究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2018/7/11 2022/9/30

20180619-1 3794 NEJ036A 「特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向
き観察研究（NEJ030）」集積症例を対象と
した遺伝素因に関連するバイオマーカーの研
究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2018/7/11 2022/9/30

20170223-2 3795 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血
栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き
観察研究

田邊　一明 内科学第四 教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/3/8 2021/3/31

20170223-2 3795 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血
栓治療後の出血と血栓リスクに関する前向き
観察研究

田邊　一明 内科学第四 教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/3/8 2021/3/31

20100326-4 3796 造血細胞移植医療の全国調査 高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2010/4/13 2020/3/31

20100326-4 3796 造血細胞移植および細胞治療医療の全国調査 高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2019/7/9 2010/4/13 ―

20151113-1 3797 重症薬疹に関する血液・尿中バイオマーカー
開発に関する研究

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2015/12/9 2021/3/31

20170612-1 3798 DL for MRI 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

小野田　慶
一 

脳神経内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 3798 DL for MRI 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

小野田　慶
一 

脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 3799 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 3799 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/7/12 2022/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170612-1 3800 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

小黒　浩明 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 3800 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

長井　篤 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/7/12 2022/3/31

20180619-2 3801 アドレノメデュリンの治験に参加したクロー
ン病患者の追跡調査

石原　俊治 内科学第二 准教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2018/7/11 2020/6/30

20161207-1 3802 神経疾患における自己抗体の検討 小黒　浩明 神経内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/1/11 2020/12/31

20161207-1 3802 神経疾患における自己抗体の検討 三瀧　真悟 脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/1/11 2020/12/31

20181128-2 3803 超音波ガイド下傍脊椎ブロックと脊柱起立筋
面ブロックの鎮痛効果：乳腺手術における後
ろ向き検討

佐倉　伸一 手術部 教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2019/2/7 2019/9/30

20090126-3 3804 J-KDR / J-
RBR

わが国の腎臓病患者における腎生検データベー
ス構築ならびに総合データベース構築に関する
研究

伊藤　孝史 腎臓内科 准教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2009/2/24 2028/12/31

20090126-3 3804 J-KDR / J-
RBR

わが国の腎臓病患者における腎生検データベー
ス構築ならびに総合データベース構築に関する
研究

伊藤　孝史 腎臓内科 准教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2009/2/24 2028/12/31

20171115-1 3805 IgA血管炎の腎予後予測モデル構築のための
国際多施設共同研究

伊藤　孝史 腎臓内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/12/13 2022/3/31

20171115-1 3805 IgA血管炎の腎予後予測モデル構築のための
国際多施設共同研究

伊藤　孝史 腎臓内科 講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/12/13 2022/3/31
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申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20090126-2 3806 JNSCS 日本ネフローゼ症候群コホート研究 伊藤　孝史 腎臓内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2009/2/24 2020/12/31

20090126-2 3806 JNSCS 日本ネフローゼ症候群コホート研究 伊藤　孝史 腎臓内科 講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2009/2/24 2020/12/31

20170224-1 3807 骨盤臓器脱
手術に関す
る検討

骨盤臓器脱手術の有用性に関する後方視的検
討

金崎　春彦 周産期母子
医療セン
ター

准教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/3/10 2022/3/31

20160726-1 3808 経皮的冠動脈インターベンション既往患者の
虚血性心疾患再発に対するリスクファクター
の影響に関する後ろ向き研究

遠藤　昭博 循環器内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/8/10 2021/3/31

20160726-1 3808 経皮的冠動脈インターベンション既往患者の
虚血性心疾患再発に対するリスクファクター
の影響に関する後ろ向き研究

遠藤　昭博 循環器内科 講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2016/8/10 2021/3/31

20160127-2 3809 J-CKD-DB 我が国における慢性腎臓病（Chronic Kidney 
Disease: CKD）患者に関する臨床効果情報の
包括的データベースの構築に関する研究

伊藤　孝史 腎臓内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/2/15 2025/3/31

20170628-1 3810 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個
人識別法の開発

竹下　治男 法医学講座 教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/8/8 2022/3/31

20170628-1 3810 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個
人識別法の開発

竹下　治男 法医学講座 教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/8/8 2022/3/31

20180417-1 3811 内分泌代謝疾患克服の研究基盤としてバイオ
リソースバンクのの構築

田中　賢一
郎

内分泌代謝
内科

助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2018/5/9 2023/5/31

20180417-1 3811 内分泌代謝疾患克服の研究基盤としてバイオ
リソースバンクのの構築

田中　賢一
郎

内分泌代謝
内科

助教 医学系研究 変更 2019/7/9 2018/5/9 2023/5/31

20100521-3 3812 脳血管疾患の再発に対する高脂血症治療薬
HMG-CoA還元酵素阻害薬の予防効果の遺伝
子背景に関する研究

三瀧　真悟 神経内科 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2010/6/9 2028/3/31
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申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20100521-3 3812 脳血管疾患の再発に対する高脂血症治療薬
HMG-CoA還元酵素阻害薬の予防効果の遺伝
子背景に関する研究

三瀧　真悟 神経内科 医科医員 医学系研究 変更 2019/7/9 2010/6/9 2028/3/31

20151207-1 3813 過剰運動＜hypermobility＞症候群類縁疾患に
おける診断基準の確立ならびに病態解明

松本　健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/1/13 2022/10/31

20151207-1 3813 過剰運動＜hypermobility＞症候群類縁疾患に
おける診断基準の確立ならびに病態解明

松本　健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2016/1/13 2022/10/31

20160920-3 3814 皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺
伝子診断システムの構築

松本　健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/10/12 2025/3/31

20160920-3 3814 皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺
伝子診断システムの構築

松本　健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2016/10/12 2025/3/31

20161125-1 3815 入学時健康
調査

Ｓ大学生の入学時健康調査に関する研究 尾崎  浩一 保健管理セ
ンター（松
江）

センター長 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/1/11 2021/3/31

20161125-1 3815 入学時健康
調査

Ｓ大学生の入学時健康調査に関する研究 尾崎  浩一 保健管理セ
ンター（松
江）

センター長 医学系研究 変更 2019/7/9 2017/1/11 2021/3/31

20151214-2 3816 血清DNA分解酵素I (DNase I)の高感度迅速簡
便定量法開発および臨床実務への応用を目指
した研究

瀧波　慶和 救急医学 准教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/1/13 2021/3/31

20151214-2 3816 血清DNA分解酵素I (DNase I)の高感度迅速簡
便定量法開発および臨床実務への応用を目指
した研究

瀧波　慶和 救急医学 准教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2016/1/13 2021/3/31

20180312-1 3817 胃切除術の安全性と、胃切除術後予防的腹腔
ドレーン留置の意義

藤井　雄介 消化器外科 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2018/4/11 2022/12/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20171117-2 3818 脂肪酸代謝異常症の診断に関わる種々の検査
の提供

山田　健治 小児科 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2017/12/25 2022/12/31

20180420-9 3819 外傷画像のcomputer-aided diagnosisシステ
ムの研究

比良　英司 高度外傷セ
ンター

講師 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2018/5/9 2021/3/31

20131018-1 3820 LC-
SCRUM-
Japan-
NSCLC

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、分子生物学的特徴を明
らかにするための前向き観察研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/7/9 2013/11/13 2019/8/31

20130514-2 3821 認知症とアポリポ蛋白Ｅ遺伝子多型の関連に
関する研究

三瀧　真悟 神経内科 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2013/6/24 2032/3/31

20130514-2 3821 認知症とアポリポ蛋白Ｅ遺伝子多型の関連に
関する研究

三瀧　真悟 神経内科 助教 医学系研究 変更 2019/7/9 2013/6/24 2032/3/31

20140714-3 3822 Bone SPECTの定量解析の研究 山本　泰司 放射線部 技師長 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2014/8/12 2024/3/31

20140714-3 3822 Bone SPECTの定量解析の研究 山本　泰司 放射線部 技師長 医学系研究 変更 2019/7/9 2014/8/12 2024/3/31

20180424-1 3823 死後画像診断、病理組織学、遺伝子多型、髄
液検査を用いた認知症徘徊行動の統合的解析

木村　かお
り

法医学 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2018/5/21 2023/3/31

20160706-1 3824 血清DNA分解酵素IおよびII (DNase I, II) の高
感度迅速簡便定量法開発および解剖実務への
応用を目指した研究

木村　かお
り

法医学 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/8/10 2021/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20160706-1 3824 血清DNA分解酵素IおよびII (DNase I, II) の高
感度迅速簡便定量法開発および解剖実務への
応用を目指した研究

木村　かお
り

法医学 助教 医学系研究 変更 2019/7/9 2016/8/10 2021/3/31

20160630-3 3825 死後における生化学検査値の解析および解剖
実務への応用を目指した研究

木村　かお
り

法医学 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2016/7/11 2021/3/31

20160630-3 3825 死後における生化学検査値の解析および解剖
実務への応用を目指した研究

木村　かお
り

法医学 助教 医学系研究 変更 2019/7/9 2016/7/11 2021/3/31

20070822-1 3826 偽落屑症候群の遺伝子多型解析 髙井　保幸 眼科 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2007/10/1 2021/12/31
20070822-1 3826 偽落屑症候群の遺伝子多型解析 髙井　保幸 眼科 助教 医学系研究 変更 2019/7/9 2007/10/1 2021/12/31
20180419-1 3827 フレイル予

防と歩行能
力

隠岐の島町在住中高齢者のフレイル予防に資す
る歩行能力および生活習慣の相互関係

宮崎　亮 人間科学科 准教授 医学系研究 実施状況 2019/7/9 2018/5/21 2021/3/31

20190515-2 3828 J-TAIL附随
研究

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探
索研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/7/9 2019/6/27 2023/12/31

20190320-4 3829 W-JHS 
NHL02-A

「再発難治性 末梢T細胞リンパ腫に対するニ
ボルマブの有効性検討：医師主導臨床第Ⅱ相
治験」附随研究

鈴宮　淳司 先端がん治
療センター

教授 医学系研究 変更 2019/7/9 2019/4/10 2022/6/30

20190517-1 3830 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損の正確な診
断指標の検討

山田　健治 小児科 助教 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2020/3/31

20190517-2 3831 脂肪酸代謝異常症に対するペマフィブラート
の有効性の評価

山田　健治 小児科 助教 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2021/3/31

20171220-4 3832 下垂体前葉後方のT2強調像低信号域の評価 勝部　敬 放射線医学 助教 医学系研究 変更 2019/7/18 2018/1/11 2022/3/31

20171220-4 3832 下垂体前葉後方のT2強調像低信号域の評価 勝部　敬 放射線医学 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/18 2018/1/11 2022/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20171220-4 3832 下垂体前葉後方のT2強調像低信号域の評価 勝部　敬 放射線医学 助教 医学系研究 変更 2019/7/18 2018/1/11 2022/3/31

20190417-1 3833 ファブリー
病診断にお
ける血漿
lyso-Gb3ア
ナログ測定

ファブリー病診断における血漿lyso-Gb3アナ
ログ測定の有用性の検討

伊藤　孝史 ワーキン
グ・イノ
ベーション
センター

准教授 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2024/3/26

20190515-1 3834 疫学調査「口腔がん登録」 狩野　正明 歯科口腔外
科

講師 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2022/12/31

20190408-1 3835 免疫染色および質量分析によるアミロイドー
シス病理診断に基づいた各アミロイドーシス
病型の臨床情報の集積と解析

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2023/12/31

20190522-1 3836 CoHRE島
根TML研究

コリン代謝物と心血管病との関連の解明 矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2024/3/31

20190520-4 3837 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

神田　秀幸 環境保健医
学

教授 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2021/3/31

20190520-4 3838 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

江角　幸夫 健診普及部 部長 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2021/3/31

20190415-1 3839 通いの場に参加することに寄る地域在住高齢
者の作業遂行度と心身機能の改善効果

石田　修平 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 実施 2019/7/18 2019/7/18 2019/12/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190618-2 3842 Trabectomeに対する、Microhookを用いた線
維柱帯切開術眼内法の眼圧下降効果と安全性
の非劣性を検討する多施設共同ランダム化介
入臨床研究

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施 2019/7/19 2019/7/19 2024/3/31

20181030-1 3848 開頭手術に伴う骨欠損部に対して，コラーゲ
ン使用人工骨を用いた頭蓋形成術の評価

吉金　努 脳神経外科
学

助教 医学系研究 実施状況 2019/7/22 2018/11/29 2022/6/30

20181030-1 3848 開頭手術に伴う骨欠損部に対して，コラーゲ
ン使用人工骨を用いた頭蓋形成術の評価

吉金　努 脳神経外科
学

助教 医学系研究 変更 2019/7/22 2018/11/29 2022/6/30

20180420-5 3849 XP260F内
腔所見

極細径気管支鏡所見による組織学的診断の検
討

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/7/22 2018/5/9 2019/12/31

20150316-1 3850 妊孕性温存の為の配偶子及び卵巣組織凍結保
存

金崎　春彦 婦人科 講師 医学系研究 実施状況 2019/7/22 2015/3/23 2025/3/31

20171116-1 3851 糖尿病患者に対する継続した集団運動指導の
実施が身体機能に与える影響

野口　瑛一 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 実施状況 2019/7/22 2017/12/25 2023/3/31

20171116-1 3851 糖尿病患者に対する継続した集団運動指導の
実施が身体機能に与える影響

野口　瑛一 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 変更 2019/7/22 2017/12/25 2023/3/31

20180219-3 3852 W-JHS 
AA01

非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリ
ン療法の有用性に関する検討

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施状況 2019/7/22 2018/3/14 2022/3/31

20180219-3 3852 W-JHS 
AA01

非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリ
ン療法の有用性に関する検討

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2019/7/22 2018/3/14 2022/3/31

20180120-2 3853 MAPLE-PD 
trial

浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術に
おけるmesenteric approach vs. conventional 
approachの無作為化比較第III相試験

川畑　康成 肝・胆・膵
外科

講師 医学系研究 SAE 2019/7/22 2018/2/14 2021/11/30



島根大学医学部医の倫理委員会  2019年度臨床研究承認一覧

研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180120-2 3853 MAPLE-PD 
trial

浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術に
おけるmesenteric approach vs. conventional 
approachの無作為化比較第III相試験

川畑　康成 肝・胆・膵
外科

講師 医学系研究 実施状況 2019/7/22 2018/2/14 2021/11/30

20180120-2 3853 MAPLE-PD 
trial

浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術に
おけるmesenteric approach vs. conventional 
approachの無作為化比較第III相試験

川畑　康成 肝・胆・膵
外科

講師 医学系研究 変更 2019/7/22 2018/2/14 2021/11/30

20190520-6 3854 新生児スクリーニングで発見されるプロピオ
ン酸血症患者の臨床像と遺伝子型の相関性に
関する研究

小林　弘典 小児科 助教 医学系研究 実施 2019/7/25 2019/7/25 2025/3/31

20190520-7 3855 先天性甲状腺機能低下症における遺伝的要因
の探索

小林　弘典 小児科 助教 医学系研究 実施 2019/7/25 2019/7/25 2023/3/31

20190401-1 3856 低悪性度膵腫瘍に対する臓器温存術式の有用
性についての検討

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施 2019/7/30 2019/7/30 2019/12/31

20190510-2 3857 山陰地区における胆道腫瘍診療実態に関する
後ろ向き研究

川畑　康成 肝・胆・膵外
科

講師 医学系研究 実施 2019/7/25 2019/7/25 2020/3/31

20190618-1 3858 骨盤領域におけるMR拡散強調像の比較 吉廻　毅 放射線部 准教授 医学系研究 実施 2019/7/30 2019/7/30 2023/3/31

20190327-2 3860 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施 2019/7/30 2019/7/30 2031/9/30

20190513-2 3861 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施 2019/7/30 2019/7/30 2023/9/30

20190619-1 3862 急性心筋梗塞における機械的合併症の予測因
子、頻度と予後の傾向

安田　優 循環器内科 医科医員 医学系研究 実施 2019/8/6 2019/8/6 2024/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190513-1 3863 ETACS2 経頭蓋交流電気刺激が前帯状回の活動と行動
に及ぼす影響

小野田　慶
一

脳神経内科 講師 医学系研究 実施 2019/8/6 2019/8/6 2021/3/31

20190619-2 3865 前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候
群における、同種移植までの橋渡し治療と移
植成績の検討

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施 2019/8/16 2019/8/16 2021/3/31

20190625-1 3867 大学病院入院患者および介護施設ならびに在
宅患者の細菌感受性パターンに関する研究

杉浦　弘明 すぎうら医
院

理事長 医学系研究 実施 2019/8/7 2019/8/30 2020/3/31

20190625-1 3868 大学病院入院患者および介護施設ならびに在
宅患者の細菌感受性パターンに関する研究

藤田　委由 医療法人か
んど会

理事長 医学系研究 実施 2019/8/7 2019/8/30 2020/3/31

20190131-1 3877 健診データを用いた眼及び全身疾患予知アル
ゴリズム構築

柴田　直人  株式会社
Queue

代表取締役 医学系研究 実施 2019/8/7 2019/4/10 2024/1/31

20160229-8 3878 AIM-DB構
築活用研究

人工知能研究基盤としての多施設匿名化臨床
データベース構築と活用研究

津本　周作 医療情報学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/3/9 2019/3/31

20160229-8 3878 AIM-DB構
築活用研究

人工知能研究基盤としての多施設匿名化臨床
データベース構築と活用研究

津本　周作 医療情報学 教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2016/3/9 2024/3/31

20180418-3 3879 FOREST 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関す
る多施設前方視的観察研究

鈴宮　淳司 先端がん治
療センター

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/5/9 2028/2/29
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180418-3 3879 FOREST 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関す
る多施設前方視的観察研究

鈴宮　淳司 先端がん治
療センター

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2018/5/9 2028/2/29

20160720-1 3880 褥瘡の発生
因子の検討

院内褥瘡の有病率と発生率に与える因子の検
討（後ろ向き研究）

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/8/10 2021/3/31

20160720-1 3880 褥瘡の発生
因子の検討

院内褥瘡の有病率と発生率に与える因子の検
討（後ろ向き研究）

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2016/8/10 2021/3/31

20161025-3 3881 皮膚付属器
悪性腫瘍予
後調査

社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚付属器悪
性腫瘍予後調査実施要項

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/11/25 2026/3/31

20161025-3 3881 皮膚付属器
悪性腫瘍予
後調査

社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会皮膚付属器悪
性腫瘍予後調査実施要項

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2016/11/25 2026/3/31

20180209-1 3882 免疫チェックポイント阻害薬の免疫関連有害
作用発現に関連するリスク因子の調査

直良　浩司 薬剤部 准教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/3/14 2020/12/31

20180223-1 3883 敗血症の重症度評価を可能とする新規バイオ
マーカーHRG(Histidine-Rich Glycoprotein)：
敗血症早期治療への応用

二階　哲朗 集中治療部 准教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/1/12 2024/3/31
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申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180223-1 3883 敗血症の重症度評価を可能とする新規バイオ
マーカーHRG(Histidine-Rich Glycoprotein)：
敗血症早期治療への応用

二階　哲朗 集中治療部 准教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2018/1/12 2024/3/31

20171215-3 3884 JND 一般社団法人日本脳神経外科学会データベー
ス研究事業

秋山　恭彦 脳神経外科 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/1/11 2023/9/30

20171215-3 3884 JND 一般社団法人日本脳神経外科学会データベー
ス研究事業

秋山　恭彦 脳神経外科 教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2018/1/11 2023/9/30

20170831-7 3885 IBD患者への薬物治療における薬剤師外来の
有用性評価

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/10/11 2020/12/31

20161226-1 3886 関節症とテネイシンX発現に関する検討 松本　健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/1/11 2020/3/31

20161226-1 3886 関節症とテネイシンX発現に関する検討 松本　健一 総合科学研
究支援セン
ター

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/1/11 2020/3/31

20171114-2 3887 生活習慣管理支援アプリケーションの開発に
おけるアンケート調査

野口　瑛一 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/12/20 2023/3/31

20171114-2 3887 生活習慣管理支援アプリケーションの開発に
おけるアンケート調査

野口　瑛一 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/12/20 2023/3/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180325-1 3891 肝門部胆管癌に対する肝葉切除および肝膵同時
切除の治療成績に関する検討

川畑　康成 肝・胆・膵外
科

講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/4/11 2023/12/31

20180325-2 3892 局所進行膵癌（切除境界、および切除不能）
に対する術前治療の効果に関する検討

川畑　康成 肝・胆・膵外
科

講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/4/11 2023/12/31

20180325-4 3893 胆道癌に対する膵頭十二指腸切除術の治療成
績に関する検討

川畑　康成 肝・胆・膵外
科

講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/4/11 2023/12/31

20180325-3 3894 胆膵疾患患者に対する膵切除術の質と安全性
に関する検討

川畑　康成 肝・胆・膵外
科

講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/4/11 2023/12/31

20080930-1 3895 テネイシンファミリー及び未同定蛋白質の網
羅的発現変動解析による循環器疾患の病態解
明と新規診断・治療法の開発

織田　禎二 循環器・呼
吸器外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2008/10/27 2023/3/31

20080930-1 3895 テネイシンファミリー及び未同定蛋白質の網
羅的発現変動解析による循環器疾患の病態解
明と新規診断・治療法の開発

織田　禎二 循環器・呼
吸器外科学

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2008/10/27 2023/3/31

20171116-2 3896 自己心膜による大動脈弁再建術の多施設共同
研究体制とデータベースの確立

織田　禎二 循環器・呼
吸器外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/12/13 2033/12/31

20171116-3 3897 自己心膜を用いた大動脈弁再建術の安全性と
有効性に関する多施設共同遠隔研究

織田　禎二 循環器・呼
吸器外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/12/13 2020/12/31

20131216-1 3898 眼房水酸化
ストレス計
測

眼内組織における脂肪酸および酸化ストレス
計測

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2014/1/27 2023/3/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20171114-1 3899 Ultrasound micro-flow imagingを用いた頸動脈
プラークの新生血管血流のドプラ解析

中川　史生 脳神経外科 助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/12/13 2022/12/30

20171114-1 3899 Ultrasound micro-flow imagingを用いた頸動脈
プラークの新生血管血流のドプラ解析

永井　秀政 脳神経外科 助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/12/13 2022/12/30

20161206-1 3900 好酸球性食道炎患者のCYP2C19遺伝子多型
と治療効果に関する研究

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/1/11 2022/1/31

20161206-1 3900 好酸球性食道炎患者のCYP2C19遺伝子多型
と治療効果に関する研究

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/1/11 2022/1/31

20160823-1 3901 バレット食道の臨床的特徴と長期経過に関す
る検討

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/9/14 2022/3/31

20160823-1 3901 バレット食道の臨床的特徴と長期経過に関す
る検討

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2016/9/14 2022/3/31

20161027-1 3902 ANAFIE 
Registry

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対
象とした前向き観察研究

小黒　浩明 脳神経内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/11/9 2020/9/30

20161027-1 3902 ANAFIE 
Registry

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対
象とした前向き観察研究

三瀧　真悟 脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2016/11/9 2020/9/30

20151113-1 3903 重症薬疹に関する血液・尿中バイオマーカー
開発に関する研究

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2015/12/9 2021/3/31
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20160823-2 3904 EoE生活習
慣調査

男性好酸球性食道炎患者の生活習慣に関する
調査

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/9/14 2021/9/30

20160823-2 3904 EoE生活習
慣調査

男性好酸球性食道炎患者の生活習慣に関する
調査

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2016/9/14 2021/9/30

20151105-1 3905 驚愕病様症状を呈する症例における神経伝達
系ならびに神経イオンチャネルの遺伝子解析

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2015/12/9 2022/3/31

20151105-1 3905 驚愕病様症状を呈する症例における神経伝達
系ならびに神経イオンチャネルの遺伝子解析

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2015/12/9 2022/3/31

20130924-1 3906 臍帯血・臍帯由来間葉系幹細胞(MSC)を用いた
骨・軟骨再生医療の基盤研究

竹谷　健 輸血部 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2013/10/9 2021/3/31

20130924-1 3906 臍帯血・臍帯由来間葉系幹細胞(MSC)を用いた
骨・軟骨再生医療の基盤研究

竹谷　健 輸血部 講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2013/10/9 2021/3/31

20151117-1 3907 Investigation of human neurological ion 
channel or episodic neurological disorders

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2015/12/9 2022/3/31

20160708-1 3908 驚愕病における疫学調査ならびに診断・治療
ガイドラインの作成

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/8/10 2022/3/31

20171010-3 3909 JRSC 小児救急重篤疾患登録調査 竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/11/8 2021/12/31

20180301-1 3910 Polymorphisms of genes involved in the 
response and toxicity of 6-mercaptopurine 
and methotrexate in Thai child with acute 
lymphoblastic leukemia

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/4/11 2024/1/21
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通知日 開始日 終了予定日

20170831-6 3911 子どもの発育発達・健康リスクの地域格差及
びその要因の検討

安部　孝文 地域包括ケ
ア教育研究
センター

助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/9/22 2025/3/31

20180420-2 3912 AKN 
Project

地域の医療従事者と連携した健康・要介護リ
スクに関する地域差の解明：CoHREデータの
２次利用による解析

安部　孝文 地域包括ケ
ア教育研究
センター

助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/5/9 2023/3/31

20170131-1 3913 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバ
ンク

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/2/8 2021/12/31

20170131-1 3913 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバ
ンク

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/2/8 2021/12/31

20170329-1 3914 JCOG1001
A1

深達度SS/SE胃癌患者における遺伝子変異の
臨床的有用性を評価する大規模バイオマー
カー研究

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/4/12 2022/12/31

20170329-1 3914 JCOG1001
A1

深達度SS/SE胃癌患者における遺伝子変異の
臨床的有用性を評価する大規模バイオマー
カー研究

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/4/12 2022/12/31

20170616-1 3915 アジア人中腸NETの臨床病理学的特性に関す
る多施設共同研究

田島　義証 消化器・総
合外科

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/7/12 2022/3/31

20170616-1 3915 アジア人中腸NETの臨床病理学的特性に関す
る多施設共同研究

田島　義証 消化器・総
合外科

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/7/12 2022/3/31

20171205-1 3916 National Clinical DatabaseおよびDPC情報を
用いた中四国地区大学病院およびその関連医
療機関における胃癌、大腸癌手術症例の術
中・術後予後、医療費に対する背景リスク調
整による医療機関別・地域 医療圏別解析研究

田島　義証 消化器・総
合外科

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/1/11 2021/3/31
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20160330-2 3917 JNBSG 
JN-L-16

初診時血清診断による、神経芽腫の無治療経過
観察研究

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/4/13 2022/3/31

20161011-1 3918 NB with 
SCI

脊柱管浸潤（SCI）を呈する神経芽腫患者の
前方視的研究

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2016/11/9 2029/10/31

20170219-3 3919 腎細胞癌に
よるインス
リン必要量
の変化

腎細胞癌を合併した2型糖尿病患者における
腫瘍随伴徴候とインスリン必要量増加の関連
についての検討

野津　雅和 内科学第一 助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/3/8 2022/3/31

20140331-5 3920 HPV感染による口腔扁平癌発症のリスクに関
する研究

秀島　克己 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2014/4/28 2021/3/31

20140331-5 3920 HPV感染による口腔扁平癌発症のリスクに関
する研究

秀島　克己 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2014/4/28 2021/3/31

20141127-3 3921 口腔細胞診における液状検体細胞診の有用性
に関する研究

秀島　克己 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2014/12/8 2021/3/31

20141127-3 3921 口腔細胞診における液状検体細胞診の有用性
に関する研究

秀島　克己 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2014/12/8 2021/3/31

20150225-1 3922 口腔癌と口腔癌に伴って上部消化管に発生する
多重癌との関連についての臨床病理学的研究

秀島　克己 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2015/3/11 2021/3/31

20150225-1 3922 口腔癌と口腔癌に伴って上部消化管に発生する
多重癌との関連についての臨床病理学的研究

秀島　克己 歯科口腔外
科学

助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2015/3/11 2021/3/31
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20190412-1 3923 高齢者(75歳以上）非小細胞肺がん患者に対
する免疫チェックポイント阻害剤の多施設共
同　薬物動態研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2019/7/4 2024/3/31

20071227-1 3924 眼科手術により摘出された眼部組織・細胞の
ライブラリー構築

兒玉　達夫 先端がん治
療センター

准教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2008/1/29 2023/3/10

20071227-1 3924 眼科手術により摘出された眼部組織・細胞の
ライブラリー構築

兒玉　達夫 先端がん治
療センター

准教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2008/1/29 2023/3/10

20180518-2 3925 個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝子
パネル検査研究

中山　健太
郎

がんゲノム
医療セン
ター

副センター
長

医学系研究 変更 2019/8/7 2018/7/11 2020/9/30

20170130-3 3926 HBs抗原陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ
腫患者における、リツキシマブ併用化学療法
後のB型肝炎ウイルス再活性化関連肝障害に
関する多施設共同後方視的観察研究

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/2/8 2018/12/31

20170130-3 3926 HBs抗原陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ
腫患者における、リツキシマブ併用化学療法
後のB型肝炎ウイルス再活性化関連肝障害に
関する多施設共同後方視的観察研究

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/2/8 2020/3/31

20171108-2 3927 自己免疫介在性脳炎・脳症に関する多施設共
同研究

三瀧　真悟 脳神経内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2017/12/13 2027/3/31

20171108-2 3927 自己免疫介在性脳炎・脳症に関する多施設共
同研究

三瀧　真悟 脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2019/8/7 2017/12/13 2027/3/31
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20130531-3 3928 Extended deltoid-splitting approachにおける
腋窩神経の解剖学的検討

山上　信生 整形外科 助教 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2013/7/23 2021/3/31

20130531-3 3928 Extended deltoid-splitting approachにおける
腋窩神経の解剖学的検討

山上　信生 整形外科 助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2013/7/23 2021/3/31

20180111-1 3929 LC-
SCRUM-
Liquid

Cell free DNAを用いた次世代シーケンサーに
よるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前
向き観察研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/8/7 2018/2/14 2027/12/1

20190520-4 3930 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

久松　隆史 環境保健医
学

准教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2019/7/18 2021/3/31

20190520-4 3931 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

江角　幸夫 健診普及部 部長 医学系研究 変更 2019/8/7 2019/7/18 2021/3/31

20190120-1 3933 地域住民における測定値自動送信技術を用い
た家庭血圧管理状況と血圧変動要因に関する
探索的研究

久松　隆史 環境保健医
学

准教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2019/3/7 2020/3/31

20180620-2 3934 インターネット依存における頸性うつをター
ゲットとした身体的精神的影響に関する疫学
研究

神田　秀幸 環境保健医
学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/7 2018/7/24 2021/3/31
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20180620-2 3934 インターネット依存における頸性うつをター
ゲットとした身体的精神的影響に関する疫学
研究

福田　茉莉 環境保健医
学

助教 医学系研究 変更 2019/8/7 2018/7/24 2021/3/31

20180817-1 3935 発達障害
iPS

神経発達症（発達障害）患者家系のiPS細胞
樹立およびその分子細胞生物学的解析

藤谷　昌司 解剖学神経
科学

教授 医学系研究 変更 2019/8/7 2018/10/3 2023/3/31

20190626-1 3937 JUOG-UC-
1901-BCG

本邦における BCG unresponsive 症例の実態
調査

安本　博晃 泌尿器科学 准教授 医学系研究 実施 2019/8/20 2019/8/20 2023/3/31

20190614-1 3938 高齢IPF患者に対する抗線維化薬の忍容性に
関する検討

梅本　洵朗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/8/20 2019/8/20 2022/12/31

20190621-1 3939 経カテーテル大動脈弁植込み術症例における
大動脈弁狭窄症の病型ならびにその予後に関
する調査

田邊　一明 内科学第四 教授 医学系研究 実施 2019/8/20 2019/8/20 2024/3/31

20190524-2 3940 アスペルギルス感染を指標とした無菌治療
室・無菌病棟の排気設備清掃基準の確立

城　有美 感染制御部 助教 医学系研究 実施 2019/8/27 2019/8/27 2023/3/31

20180120-3 3942 JUMBO 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象と
した多施設共同前向き観察研究

椎名　浩昭 泌尿器科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2018/2/14 2020/12/31

20180120-3 3942 JUMBO 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象と
した多施設共同前向き観察研究

椎名　浩昭 泌尿器科学 教授 医学系研究 変更 2019/8/26 2018/2/14 2021/12/31

20091119-1 3943 緑内障と酸
化ストレス

緑内障患者における酸化ストレス計測 谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2009/12/22 2023/3/31

20130606-1 3944 低フォスファターゼ症患者由来のiPS細胞樹
立、病態解明および治療法の開発

竹谷　健 輸血部 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2013/7/23 2021/3/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20130606-1 3944 低フォスファターゼ症患者由来のiPS細胞樹
立、病態解明および治療法の開発

竹谷　健 小児科 教授 医学系研究 変更 2019/8/26 2013/7/23 2021/3/31

20131116-1 3945 小児遺伝性疾患のiPS細胞樹立、病態解明お
よび治療法の開発

竹谷　健 輸血部 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2013/12/19 2023/3/31

20131116-1 3945 小児遺伝性疾患のiPS細胞樹立、病態解明お
よび治療法の開発

竹谷　健 輸血部 教授 医学系研究 変更 2019/8/26 2013/12/19 2023/3/31

20180409-2 3946 MONET 
Trial(JCOG
1409)

臨床病期I/II/III食道癌（T4を除く）に対する胸
腔鏡下手術と開胸手術のランダム化比較第III
相試験

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2018/5/9 2027/5/31

20150818-1 3948 酸分泌抑制
薬と血中ク
ロモグラニ
ンA

各種酸分泌抑制薬投与前後の血中クロモグラ
ニンAの推移に関する検討

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2015/9/28 2020/9/30

20150818-1 3948 酸分泌抑制
薬と血中ク
ロモグラニ
ンA

各種酸分泌抑制薬投与前後の血中クロモグラ
ニンAの推移に関する検討

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/8/26 2015/9/28 2020/9/30

20150227-1 3949 NEJ022A EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者におけるMUC4
遺伝子多型とEGFR-TKIによるILD発症との相関
性を検証するためのコホート内ケースコントロー
ルスタディ

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2015/3/11 2024/8/31

20150227-1 3949 NEJ022A EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者におけるMUC4
遺伝子多型とEGFR-TKIによるILD発症との相関
性を検証するためのコホート内ケースコントロー
ルスタディ

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/8/26 2015/3/11 2024/8/31

20170830-5 3950 未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に
対するペムブロリズマブの単群検証的試験

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2017/9/13 2022/8/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170830-5 3950 未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に
対するペムブロリズマブの単群検証的試験

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/8/26 2017/9/13 2022/8/31

20160624-1 3951 狭小大動脈
弁輪症例に
対する尾崎
手術

自己心膜を用いた大動脈弁形成術(尾崎手術)
の有用性に関する研究

織田　禎二 循環器・呼
吸器外科学

教授 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2016/8/29 2025/12/31

20180920-1 3952 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

長井　篤 臨床検査医
学

教授 医学系研究 変更 2019/8/26 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3953 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 変更 2019/8/26 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3954 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

中本　恭太
郎

メディカル・
ケア・サービ
ス株式会社

認知症戦略
室・室長

医学系研究 変更 2019/8/26 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 3955 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

丸目　尚 株式会社島
津製作所

経営戦略室
ヘルスケア
事業戦略ユ
ニット・ユ
ニット長

医学系研究 変更 2019/8/26 2018/11/5 2020/6/30

20150129-2 3957 Nationwide 
NET 
registry

膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫
瘍の患者悉皆登録研究

川畑　康成 消化器外科 助教 医学系研究 実施状況 2019/8/26 2015/2/13 2024/11/30

20150129-2 3957 Nationwide 
NET 
registry

膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫
瘍の患者悉皆登録研究

川畑　康成 消化器外科 講師 医学系研究 信頼性 2019/8/26 2015/2/13 2024/11/30

20190716-1 3959 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

安本　博晃 泌尿器科学 准教授 医学系研究 実施 2019/8/28 2019/8/28 2020/3/31
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通知日 開始日 終了予定日

20190625-1 3960 大学病院入院患者および介護施設ならびに在
宅患者の細菌感受性パターンに関する研究

城　有美 感染制御部 助教 医学系研究 実施 2019/8/30 2019/8/30 2020/3/31

20190620-2 3962 microRNAの網羅的解析を用いた好酸球性食
道炎と逆流性食道炎の類似性の検討

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施 2019/9/6 2019/9/6 2022/3/31

20190710-2 3963 Jackhammer esophagusの本邦での全国実態
調査

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施 2019/9/6 2019/9/6 2020/12/31

20190517-4 3964 乾癬患者を対象とした予後、合併症、治療に
関する観察研究

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施 2019/9/6 2019/9/6 2032/3/31

20170318-1 3965 BRCA1/2遺伝子変異陽性症例に対するリスク
低減卵巣卵管切除術

京　哲 産科婦人科
学

教授 医学系研究 実施 2019/9/6 2017/5/1 2035/12/31

20190524-1 3966 島根県における重症外傷患者集約システムの
効果の検討

比良　英司 高度外傷セ
ンター

講師 医学系研究 実施 2019/9/6 2019/9/6 2021/3/31

20170915-6 3982 学生を対象とした半定量食物摂取頻度調査票
および簡易版食物摂取頻度調査票の妥当性・
再現性評価に関する研究

谷口　栄作 地域医療支
援学

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2017/10/11 2025/3/31

20170915-6 3982 学生を対象とした半定量食物摂取頻度調査票
および簡易版食物摂取頻度調査票の妥当性・
再現性評価に関する研究

佐野　千晶 地域医療支
援学

教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2017/10/11 2025/3/31

20160825-1 3983 医療関連学
生研究

医療関連学部の学生における食生活を中心と
した生活習慣に関する疫学的研究

谷口　栄作 地域医療支
援学講座

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2016/9/14 2023/3/31

20160825-1 3983 医療関連学
生研究

医療関連学部の学生における食生活を中心と
した生活習慣に関する疫学的研究

佐野　千晶 地域医療支
援学講座

教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2016/9/14 2023/3/31

20170118-1 3984 初期臨床研
修医進路選
択要因

初期臨床研修医の進路選択要因に関する横断
的研究

谷口　栄作 地域医療支
援学

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2017/2/8 2019/3/31
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20170118-1 3984 初期臨床研
修医進路選
択要因

初期臨床研修医の進路選択要因に関する横断
的研究

佐野　千晶 地域医療支
援学

教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2017/2/8 2022/3/31

20171219-1 3985 島根県内壮
年期住民生
活習慣研究

若年・壮年期の住民等における食生活を中心
とした生活習慣に関する疫学的研究

谷口　栄作 地域医療支
援学

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/1/11 2025/3/31

20171219-1 3985 島根県内壮
年期住民生
活習慣研究

若年・壮年期の住民等における食生活を中心
とした生活習慣に関する疫学的研究

佐野　千晶 地域医療支
援学

教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/1/11 2025/3/31

20160728-1 3986 島根食品摂
取頻度研究

生活習慣病関連要因と食生活に関する疫学調
査

谷口　栄作 地域医療支
援学

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2016/8/10 2021/3/31

20160728-1 3986 島根食品摂
取頻度研究

生活習慣病関連要因と食生活に関する疫学調
査

佐野　千晶 地域医療支
援学

教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2016/8/10 2023/3/31

20170120-1 3987 医師勤務満
足度因子研
究

医師の勤務満足度に関連する因子についての
横断的研究

谷口　栄作 地域医療支
援学

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2017/2/8 2020/3/31

20170120-1 3987 医師勤務満
足度因子研
究

医師の勤務満足度に関連する因子についての
横断的研究

佐野　千晶 地域医療支
援学

教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2017/2/8 2022/3/31
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20171215-1 3988 NPO法人日本ACLS協会におけるAHAコース
の開催状況に関する研究

布野　慶人 地域医療支
援学

助教 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/1/11 2021/3/31

20171215-1 3988 NPO法人日本ACLS協会におけるAHAコース
の開催状況に関する研究

布野　慶人 地域医療支
援学

助教 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/1/11 2021/3/31

20160513-1 3989 バイオリ
ソースバン
クの構築

呼吸器疾患克服の研究基盤としてのバイオリ
ソースバンクの構築

堀田　尚誠 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2016/6/8 2021/3/31

20160513-1 3989 バイオリ
ソースバン
クの構築

呼吸器疾患克服の研究基盤としてのバイオリ
ソースバンクの構築

堀田　尚誠 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 変更 2019/9/11 2016/6/8 2021/3/31

20080911-1 3990 眼球形態・機能に関する疫学研究 谷戸　正樹 眼科 教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2008/10/27 2028/3/31

20080911-1 3990 眼球形態・機能に関する疫学研究 谷戸　正樹 眼科 教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2008/10/27 2028/3/31

20160630-2 3991 高齢者および認知症患者におけるEEG default 
mode networkとモニタリング反応の変化

石飛　文規 検査部 臨床検査技
師

医学系研究 実施状況 2019/9/11 2016/7/11 2020/3/31

20160630-2 3991 高齢者および認知症患者におけるEEG default 
mode networkとモニタリング反応の変化

石飛　文規 検査部 臨床検査技
師

医学系研究 変更 2019/9/11 2016/7/11 2020/3/31
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20160630-2 3992 高齢者および認知症患者におけるEEG default 
mode networkとモニタリング反応の変化

小黒　浩明 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2016/7/11 2020/3/31

20160630-2 3992 高齢者および認知症患者におけるEEG default 
mode networkとモニタリング反応の変化

長井　篤 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 変更 2019/9/11 2016/7/11 2020/3/31

20190120-1 3993 地域住民における測定値自動送信技術を用いた
家庭血圧管理状況と血圧変動要因に関する探索
的研究

久松　隆史 環境保健医
学

准教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2019/3/7 2025/3/31

20190120-1 3994 地域住民における測定値自動送信技術を用い
た家庭血圧管理状況と血圧変動要因に関する
探索的研究

水津　昌子 一般社団法
人　益田ヘ
ルスケア推
進協会

理事長 医学系研究 実施 2019/9/11 2019/9/11 2025/3/31

20170730-1 3995 SCRUM-
Japan 
Registry

SCRUM-Japan疾患レジストリを活用した新
薬承認審査時と治験対照群データ作成のため
の前向き多施設共同研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/9/11 2017/8/9 2024/3/31

20170731-3 3996 DIHS重症
度スコア

薬剤性過敏症症候群の重症関連因子解析に関
する研究

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/9/11 2017/8/9 2021/3/31

20180829-1 3997 化学療法による吃逆に対する薬物療法の適正
化に向けた後方視的研究

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/11/1 2019/12/31

20180820-1 3998 小児におけるバンコマイシン投与量決定のた
めの因子に関する後方視的探索研究

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/10/15 2020/12/31
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20180820-1 3998 小児におけるバンコマイシン投与量決定のた
めの因子に関する後方視的探索研究

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/10/15 2020/12/31

20180223-1 3999 敗血症の重症度評価を可能とする新規バイオ
マーカーHRG(Histidine-Rich Glycoprotein)：
敗血症早期治療への応用

二階　哲朗 集中治療部 准教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/1/12 2024/3/31

20130701-1 4000 日本インターベンショナルラジオロジー学会
における症例登録データベース事業

吉廻　毅 放射線部 准教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2013/8/7 2023/8/6

20171018-2 4001 消化管出血による入院症例の臨床的特徴の分
析

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2017/11/8 2019/9/30

20171018-2 4001 消化管出血による入院症例の臨床的特徴の分
析

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/9/11 2017/11/8 2020/9/30

20180220-2 4002 好酸球性食道炎の臨床像に関する症例対照研
究

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/3/14 2020/3/31

20180402-1 4003 AfaBevバ
イオマー
カー

活性型EGFR変異陽性非小細胞肺癌患者にお
ける一次療法としてのアファチニブ＋ベバシ
ズマブ併用療法の有効性および耐性に関わる
バイオマーカーの検討

天野　芳宏 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/5/9 2021/3/31

20180402-1 4003 AfaBevバ
イオマー
カー

活性型EGFR変異陽性非小細胞肺癌患者にお
ける一次療法としてのアファチニブ＋ベバシ
ズマブ併用療法の有効性および耐性に関わる
バイオマーカーの検討

天野　芳宏 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/5/9 2021/3/31

20171121-1 4005 口腔内細菌
と心血管疾
患

網羅的解析により見出した口腔内細菌叢のプ
ロファイルと心血管疾患との関連性

森田　祐介 循環器内科 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/1/11 2022/3/31
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20171121-1 4005 口腔内細菌
と心血管疾
患

網羅的解析により見出した口腔内細菌叢のプ
ロファイルと心血管疾患との関連性

森田　祐介 循環器内科 医科医員 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/1/11 2022/3/31

20171031-1 4006 皮膚疾患の
遺伝子解析

遺伝性皮膚疾患の網羅的遺伝子解析 森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2017/12/13 2021/3/31

20180620-1 4007 PK/PDシミュレーションによる小児患者にお
けるリネゾリド投与の個別最適化の検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2018/7/11 2022/9/30

20180620-1 4007 PK/PDシミュレーションによる小児患者にお
けるリネゾリド投与の個別最適化の検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/7/11 2022/9/30

20140530-2 4010 加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、網膜血管閉塞
症及び緑内障等の眼底疾患患者の脂質酸化ス
トレスマーカーに関する研究

吉廻　浩子 眼科 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2014/7/22 2019/7/21

20140530-2 4010 加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、網膜血管閉塞
症及び緑内障等の眼底疾患患者の脂質酸化ス
トレスマーカーに関する研究

吉廻　浩子 眼科 医科医員 医学系研究 変更 2019/9/11 2014/7/22 2020/7/21

20171020-7 4011 上部消化器がん患者の予後予測因子の検討 平原　典幸 消化器・総
合外科学

准教授 医学系研究 実施状況 2019/9/11 2017/12/13 2022/12/31

20181220-1 4012 日本人成人患者を対象としたリネゾリド母集
団薬物動態モデルの検証

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2019/9/11 2019/1/10 2023/1/31

20090126-3 4013 J-KDR / J-
RBR

わが国の腎臓病患者における腎生検データベー
ス構築ならびに総合データベース構築に関する
研究

伊藤　孝史 腎臓内科 講師 医学系研究 変更 2019/9/11 2009/2/24 2028/12/31
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20171220-8 4014 未治療進行期末梢性T細胞性リンパ腫
（PTCL）に対するdose-adjusted EPOCH療
法の第Ⅱ相臨床試験の長期フォローアップ観
察研究

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/1/11 2020/3/31

20181019-4 4015 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断
（病変拾いあげ）システムの実証実験

沖本　英子 消化器内科 助教 医学系研究 変更 2019/9/11 2018/11/14 2022/3/31

20160426-1 4016 逆流性食道炎と口腔内細菌叢との関連に関す
る探索的研究

三代　剛 内科学第二 助教 医学系研究 変更 2019/9/11 2016/5/12 2021/3/31

20190514-1 4019 ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体
の骨密度、骨代謝マーカーへの影響について
の前向き観察研究

田中　賢一
郎

内分泌代謝
内科

助教 医学系研究 実施 2019/9/18 2019/9/18 2024/5/14

20190710-1 4020 ECS3 超・拡大内視鏡（Endocytoscopy）を用いた
外科的切除組織の所見の検討

小林　美郷 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/9/18 2019/9/18 2020/12/31

20190617-2 4021 移植適応多発性骨髄腫患者における初回採取
レジメンによる自家末梢血幹細胞採取不良例
の多施設共同後方視的研究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 実施 2019/9/19 2019/9/19 2021/12/31

20190415-1 4025 通いの場に参加することに寄る地域在住高齢
者の作業遂行度と心身機能の改善効果

石田　修平 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 変更 2019/9/24 2019/7/18 2020/3/31

20160519-1 4028 高齢者の自己抜去を防止する点滴サポーター
の機能検証

中村　守彦 地域未来協
創本部

教授 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2016/6/8 2019/3/30

20160519-1 4028 高齢者の自己抜去を防止する点滴サポーター
の機能検証

中村　守彦 地域未来協
創本部

教授 医学系研究 変更 2019/9/24 2016/6/8 2021/3/31
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20141016-1 4030 薬疹の遺伝子多型および発症因子の解析 森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2014/11/12 2022/8/31

20141016-1 4030 薬疹の遺伝子多型および発症因子の解析 森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 変更 2019/9/24 2014/11/12 2022/8/31

20120105-1 4031 JCOG1001 深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切
除の意義に関するランダム化比較第III相試験

平原　典幸 消化器外科 准教授 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2012/2/8 2022/2/7

20120105-1 4031 JCOG1001 深達度SS/SEの切除可能胃癌に対する網嚢切
除の意義に関するランダム化比較第III相試験

平原　典幸 消化器外科 准教授 医学系研究 変更 2019/9/24 2012/2/8 2022/2/7

20120110-1 4032 JCOG1104 病理学的Stage II 胃癌に対するTS-1術後補助
化学療法の期間短縮の意義を検討するランダ
ム化比較第Ⅲ相試験

平原　典幸 消化器外科 講師 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2012/2/8 2026/12/31

20150227-5 4033 Loop mediated-isothermal amplification 
(LAMP)法を用いた疾患感受性特異HLAの検査
法の確立

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2015/3/11 2020/8/31

20150227-5 4033 Loop mediated-isothermal amplification 
(LAMP)法を用いた疾患感受性特異HLAの検査
法の確立

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/9/24 2015/3/11 2025/8/31

20130930-9 4034 Loop mediated-isothermal amplification 
(LAMP)法を用いた急性感染発疹症の迅速診断
法の確立

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2013/10/28 2021/3/31

20130930-9 4034 Loop mediated-isothermal amplification 
(LAMP)法を用いた急性感染発疹症の迅速診断
法の確立

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/9/24 2013/10/28 2021/3/31

20170413-1 4035 炎症性腸疾患患者におけるペンタサ顆粒製剤
の服薬コンプライアンスに関する調査

石原　俊治 内科学第二 准教授 医学系研究 実施状況 2019/9/24 2017/6/8 2021/3/31
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20170413-1 4035 炎症性腸疾患患者におけるペンタサ顆粒製剤
の服薬コンプライアンスに関する調査

石原　俊治 内科学第二 准教授 医学系研究 変更 2019/9/24 2017/6/8 2021/3/31

20120629-7 4036 生体試料アーカイブ（島根大学バイオバンク）確
立に向けてのパイロットスタディ

丸山　理留
敬

器官病理学 教授 医学系研究 信頼性 2019/9/30 2012/8/1 2018/3/31

20190720-1 4037 FOLFIRINOX療法とGEM+nab-PTX療法にお
けるレジメン使用順序がおよぼす化学療法誘
発性末梢神経障害への影響

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施 2019/9/30 2019/9/30 2020/3/31

20190820-1 4038 関節手術のため入院した関節リウマチ患者の
骨粗鬆症罹患率と治療状況

酒井　康生 リハビリ
テーション
部

講師 医学系研究 実施 2019/9/30 2019/9/30 2020/3/31

20190809-1 4039 AYAME 
study

切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者におけ
る同時化学放射線療法後のデュルバルマブの
長期安全性及び有効性に関する観察研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施 2019/9/30 2019/9/30 2024/12/31

20190520-3 4040 NAFLDに
対する
SGLT2阻
害薬による
治療経過

2型糖尿病を合併した非アルコール性脂肪性
肝疾患症例に対するSGLT2阻害薬による治療
の長期経過

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 実施 2019/9/30 2019/9/30 2020/12/31

20190617-1 4041 周術期口腔機能管理の疫学的調査 松田　悠平 歯科口腔外
科

助教 医学系研究 実施 2019/9/30 2019/9/30 2024/3/31

20190820-4 4042 AcuNEXT タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に
対する鍼治療の有効性に関するランダム化比
較試験（多施設共同研究）

大野　智 臨床研究セ
ンター

教授 医学系研究 実施 2019/9/30 2019/9/30 2022/3/31

20180711-1 4049 小麦アレルギーの遺伝子多型解析 森田　栄伸 皮膚科 教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2018/10/10 2022/3/30
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20190513-2 4054 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

金地　伸拓 呼吸器内科 助教 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4055 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

窪田　哲也 呼吸器・ア
レルギー内
科

病院教授 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4056 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

小賀　徹 呼吸器内科
学

主任教授 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4057 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

市原　英基 呼吸器・ア
レルギー科

講師 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4058 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

高田　一郎 内科 科長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4059 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

藤原　慶一 呼吸器内科 医長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4060 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

松永　和人 呼吸器・感
染症内科学
講座

教授 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30
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20190513-2 4061 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

井上　考司 呼吸器科内
科

主任部長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4062 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

篠原　勉 内科 徳島大学大
学院医歯薬
学研究部　
特任教授

医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4063 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

濱田　昇 呼吸器内科 部長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4064 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

庄田　浩康 呼吸器内科 主任部長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4065 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

峯下　昌道 呼吸器内科 教授 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4066 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

倉田　宝保 呼吸器腫瘍
内科

診療教授 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4067 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

前門戸　任 呼吸器・ア
レルギー・
膠原病内科

教授 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190513-2 4068 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

井上　純人 第一内科 講師 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4069 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

小島　哲弥 腫瘍内科 部長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4070 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

本田　亮一 呼吸器内科 医師 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2023/9/30

20190515-2 4071 J-TAIL附随
研究

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探
索研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/10/9 2019/6/27 2023/12/31

20171003-1 4072 ピロリ菌迅速ウレアーゼ試験後の廃棄予定胃
生検切片を用いたEBウイルスの検索

吉山　裕規 微生物学 教授 医学系研究 実施状況 2019/10/9 2017/11/8 2023/3/31

20171003-1 4072 ピロリ菌迅速ウレアーゼ試験後の廃棄予定胃
生検切片を用いたEBウイルスの検索

吉山　裕規 微生物学 教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2017/11/8 2023/3/31

20160720-1 4073 褥瘡の発生
因子の検討

院内褥瘡の有病率と発生率に与える因子の検
討（後ろ向き研究）

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2016/8/10 2021/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20181224-1 4075 日本人におけるABO血液型と、重症腹部外傷
患者予後、輸血量、合併症との関係

藏本　俊輔 Acute Care 
Surgery

助教 医学系研究 変更 2019/10/9 2019/1/10 2020/3/31

20180817-1 4076 発達障害
iPS

神経発達症（発達障害）患者家系のiPS細胞
樹立およびその分子細胞生物学的解析

藤谷　昌司 解剖学神経
科学

教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2018/10/3 2023/3/31

20160727-1 4077 mECTによ
る改善度の
NIRS等を
用いての評
価研究

気分障害患者（MD：mood disorder patients）・
統合失調症患者（Sc：schizophrenia patients）
等を対象とした修正型電気痙攣療法（mECT: 
modified electroconvulsive therapy）による改善
度の近赤外線光トポグラフィー（NIRS：near-
infrared spectroscopy）等を用いての評価

金山　三紗
子

精神科 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/10/9 2016/8/18 2021/9/30

20160727-1 4077 mECTによ
る改善度の
NIRS等を
用いての評
価研究

気分障害患者（MD：mood disorder patients）・
統合失調症患者（Sc：schizophrenia patients）
等を対象とした修正型電気痙攣療法（mECT: 
modified electroconvulsive therapy）による改善
度の近赤外線光トポグラフィー（NIRS：near-
infrared spectroscopy）等を用いての評価

金山　三紗
子

精神科 医科医員 医学系研究 変更 2019/10/9 2016/8/18 2021/9/30

20180420-2 4078 AKN 
Project

地域の医療従事者と連携した健康・要介護リ
スクに関する地域差の解明：CoHREデータの
２次利用による解析

安部　孝文 地域包括ケ
ア教育研究
センター

助教 医学系研究 変更 2019/10/9 2018/5/9 2023/3/31

20180820-2 4080 オピオイド誘発性便秘症におけるナルデメジ
ンと緩下剤併用による排便効果への影響

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/10/9 2018/10/29 2019/12/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170831-1 4081 PK/PDシミュレーションに基づくリネゾリド
誘発性血小板減少症の発現予測に関する調査

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/10/9 2017/9/13 2020/4/30

20180420-1 4082 小児患者におけるリネゾリドの推定PK/PDパ
ラメータと臨床評価の関連性に関する検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2019/10/9 2018/5/9 2020/3/31

20180420-1 4082 小児患者におけるリネゾリドの推定PK/PDパ
ラメータと臨床評価の関連性に関する検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2018/5/9 2023/3/31

20190327-1 4083 重症救急患者におけるハイブリッド初療室
（ER）の臨床的効果の検討

渡部　広明 Acute Care 
Surgery

教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2019/4/25 2020/12/31

20170628-1 4084 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個
人識別法の開発

竹下　治男 法医学講座 教授 医学系研究 変更 2019/10/9 2017/8/8 2022/3/31

20170628-1 4085 死亡時画像診断（Ai）を活用したあらたな個
人識別法の開発

藤本　秀子 京都法医歯
科解析セン
ター

副院長 医学系研究 実施 2019/10/9 2019/10/9 2022/3/31

20190710-2 4086 Jackhammer esophagusの本邦での全国実態
調査

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/10/9 2019/9/6 2020/12/31

20140417-1 4087 小児頭蓋内悪性腫瘍の遺伝子診断体制の構築
（髄芽腫、上衣腫）

宮嵜　健史 脳神経外科 講師 医学系研究 実施状況 2019/10/9 2014/5/14 2021/3/31

20190823-1 4089 小児心疾患の臨床遺伝学的研究 安田　謙二 小児科 講師 医学系研究 実施 2019/10/21 2019/10/21 2024/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190827-1 4090 本邦に於けるフォンタン術後臨床事故の現状
把握と治療・管理法の確立を目指した前向き
多施設コホート研究

安田　謙二 小児科 講師 医学系研究 実施 2019/10/21 2019/10/21 2025/3/31

20190731-2 4091 fMRIを用いた局所性ジストニアの機能的ネッ
トワーク解析

安井　亘 検査部 臨床検査技
師

医学系研究 実施 2019/10/21 2019/10/21 2020/8/31

20190820-3 4092 皮膚疾患とストレスの関連の研究 金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施 2019/10/21 2019/10/21 2024/3/31

20190816-1 4093 がん対策の進捗管理のためのがん患者診療体
験調査（小児版）

鈴宮　淳司 先端がん治
療センター

教授 医学系研究 実施 2019/10/21 2019/10/21 2023/3/31

20190725-1 4096 プロトンポンプ阻害薬反応性好酸球性食道
炎、プロトンポンプ阻害薬非反応性好酸球性
食道炎、および逆流性食道炎の臨床像、病理
組織像、食道上皮に発現している接着因子・
周辺帯の類似性に関する研究

荒木　亜寿
香

器官病理学 講師 医学系研究 実施 2019/10/29 2019/10/29 2020/12/31

20190327-2 4100 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 SAE 2019/10/28 2019/7/30 2031/9/30

20190529-1 4101 急性期脳梗塞において病態を反映した血清
マーカーを網羅的に探索する

三瀧　真悟 脳神経内科 助教 医学系研究 実施 2019/11/1 2019/11/1 2025/3/31

20190919-1 4102 RSPCSU1
9

島根大学医学部附属病院における前立腺癌診
療の後ろ向き観察研究

安本　博晃 泌尿器科学 准教授 医学系研究 実施 2019/11/1 2019/11/1 2021/3/31
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告事項
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20190918-1 4103 認知症の早期鑑別診断に用いる健常者脳血流
データベースの構築に関する研究

矢田　伸広 放射線部 主任診療放
射線技師

医学系研究 実施 2019/11/1 2019/11/1 2024/3/31

20180418-1 4106 ECS2 胸腔鏡の生検・摘出検体における超・拡大内視
鏡（Endocytoscopy）の有用性に関する検討

栗本　典昭 呼吸器・化
学療法内科

診療教授 医学系研究 変更 2019/11/5 2018/8/22 2020/9/30

20190918-3 4107 当院で検出されたClostridioides
（Clostridium） difficileの臨床的検討

馬庭　恭平 検査部 臨床検査技
師

医学系研究 実施 2019/11/11 2019/11/11 2021/3/31

20190917-1 4108 がん相談支援センター利用の前後での利用者
のQOLと心理状態の比較検討に関する研究

鈴宮　淳司 がん患者・
患者サポー
トセンター

センター長 医学系研究 実施 2019/11/11 2019/11/11 2022/2/18

20190925-1 4109 整形外科手術を受けた関節リウマチ患者の骨
粗鬆症と術前ADL、罹患関節との関連

酒井　康生 リハビリ
テーション
部

講師 医学系研究 実施 2019/11/12 2019/11/12 2020/3/31

20190918-2 4110 ECS4 生検組織における超・拡大内視鏡
（Endocytoscopy）を用いた腫瘍細胞含有割
合評価の検討

梅本　洵朗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/11/20 2019/11/20 2021/3/31

20190918-2 4110 ECS4 生検組織における超・拡大内視鏡
（Endocytoscopy）を用いた腫瘍細胞含有割
合評価の検討

梅本　洵朗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/11/20 2019/11/20 2021/3/31

20181018-4 4122 J-TAIL 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/11/13 2018/11/14 2023/3/31

20181018-4 4122 J-TAIL 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/11/13 2018/11/14 2023/3/31
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20170529-2 4123 CS-
Lung003 
STUDY

肺癌診療の実態及び治療の有用性を明らかに
するための前向き観察研究

津端　由佳
里

呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 変更 2019/11/13 2017/6/14 2029/3/31

20161219-1 4124 JIPS 
Registry 
(NEJ030)

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観
察研究

津端　由佳
里

呼吸器・科
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/11/13 2017/1/11 2022/3/31

20180120-3 4125 JUMBO 骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象と
した多施設共同前向き観察研究

椎名　浩昭 泌尿器科学 教授 医学系研究 変更 2019/11/13 2018/2/14 2022/12/31

20180111-1 4126 LC-
SCRUM-
Liquid

Cell free DNAを用いた次世代シーケンサーに
よるmultiplex遺伝子解析の有効性に関する前
向き観察研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/11/13 2018/2/14 2027/12/1

20151019-2 4127 LC-
SCRUM-
Japan-
SCLC

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀
な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理
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

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/11/13 2015/11/11 2022/5/31

20190517-3 4128 LC-
SCRUM-
Asia　
NSCLC

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療
の確立を目指した、遺伝子スクリーニングと
モニタリングのための多施設共同前向き観察
研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/11/13 2019/6/28 2029/3/31

20180412-1 4129 J-brothers1 日本における気管支サーモプラスティの有用
性と安全性に関する多施設共同研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/11/13 2018/5/9 2019/12/30

20180120-2 4130 MAPLE-PD 
trial

浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術に
おけるmesenteric approach vs. conventional 
approachの無作為化比較第III相試験

川畑　康成 肝・胆・膵
外科

講師 医学系研究 変更 2019/11/13 2018/2/14 2023/6/30

20170730-1 4131 SCRUM-
Japan 
Registry

SCRUM-Japan疾患レジストリを活用した新
薬承認審査時と治験対照群データ作成のため
の前向き多施設共同研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2019/11/13 2017/8/9 2024/3/31



島根大学医学部医の倫理委員会  2019年度臨床研究承認一覧

研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170828-2 4132 NJLCG160
2/NEJ031

食欲不振を呈する進行肺がん患者に対する異
なる用量のステロイド療法の有効性と安全性
を検討する無作為化第Ⅱ相試験

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 変更 2019/11/13 2017/9/13 2022/6/30

20190520-3 4133 NAFLDに
対する
SGLT2阻
害薬による
治療経過

2型糖尿病を合併した非アルコール性脂肪性
肝疾患症例に対するSGLT2阻害薬による治療
の長期経過

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 変更 2019/11/13 2019/9/30 2021/12/31

20160519-1 4134 高齢者の自己抜去を防止する点滴サポーター
の機能検証

中村　守彦 地域未来協
創本部

教授 医学系研究 変更 2019/11/13 2016/6/8 2021/3/31

20170830-2 4135 血清シスタチンCおよびクレアチニン値を用
いたeGFR推定値の乖離に関連する患者因子
の検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2019/11/13 2017/9/13 2021/3/31

20190911-1 4136 退院時要約
自動分類

機械学習による退院時要約自動分類システム
に関する研究

津本　周作 医療情報学 教授 医学系研究 実施 2019/11/22 2019/11/22 2024/3/31

20190820-2 4137 脂肪酸代謝異常症合併母体の胎盤における脂
肪酸代謝能の評価

山田　健治 小児科 助教 医学系研究 実施 2019/11/22 2019/11/22 2022/12/31

20190703-1 4139 広範囲食道ESD後の食道内トリアムシノロンアセ
トニド充填法の狭窄予防効果の予測因子の検討

古谷　聡史 消化器内科 医科医員 医学系研究 実施 2019/11/22 2019/11/22 2020/3/31

20190821-1 4141 島根県における外傷患者の基礎疫学的調査 渡部　広明 Acute Care 
Surgery

教授 医学系研究 実施 2019/11/25 2019/11/25 2029/12/31

20190717-1 4142 脊髄小脳変性症に対するVirtual Realitiyを用い
たリハビリテーションの観察

稲垣　諭史 脳神経内科 医科医員 医学系研究 実施 2019/11/27 2019/11/27 2020/12/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190923-1 4143 EBUS-GS-
AI

肺末梢病変のEBUS画像を対象としたAIによ
る診断支援の実現性検討

堀田　尚誠 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2019/11/27 2019/11/27 2021/12/31

20191021-1 4144 アトピー性皮膚炎に対するデュピルマブ の効
果（有効性）を予測するためのバイオマー
カーの探索

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施 2019/11/28 2019/11/28 2022/3/31

20170912-2 4148 大学生の座位行動と座位時間の削減をねらい
とした介入プログラムの効果検証

原　丈貴 健康・ス
ポーツ教育
講座

准教授 医学系研究 実施状況 2019/11/25 2017/10/23 2021/3/31

20170406-2 4149 NCCH1603 既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に
対するニボルマブの単群検証的試験

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 実施状況 2019/11/25 2017/5/11 2022/3/6

20170406-2 4149 NCCH1603 既治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に
対するニボルマブの単群検証的試験

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 変更 2019/11/25 2017/5/11 2022/3/6

20180920-1 4150 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

長井　篤 医学部内科
学第三

教授 医学系研究 変更 2019/11/25 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 4151 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 変更 2019/11/25 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 4152 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

中本　恭太
郎

メディカル・
ケア・サービ
ス株式会社

認知症戦略
室・室長

医学系研究 変更 2019/11/25 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 4153 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

西本　尚弘 株式会社島
津製作所

経営戦略室
ヘルスケア
事業戦略ユ
ニット・ユ
ニット長

医学系研究 変更 2019/11/25 2018/11/5 2020/6/30
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190327-2 4154 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 SAE 2019/11/25 2019/7/30 2031/9/30

20181030-1 4155 開頭手術に伴う骨欠損部に対して，コラーゲ
ン使用人工骨を用いた頭蓋形成術の評価

吉金　努 脳神経外科
学

助教 医学系研究 SAE 2019/11/25 2018/11/29 2022/6/30

20161219-1 4156 JIPS 
Registry 
(NEJ030)

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観
察研究

津端　由佳
里

呼吸器・科
学療法内科

講師 医学系研究 SAE 2019/11/25 2017/1/11 2022/3/31

20190722-1 4157 肩外転装具装着時の脊柱運動が肩甲骨位置と
肩甲骨周囲筋活動に与える影響

馬庭　壯吉 リハビリ
テーション
医学

教授 医学系研究 実施 2019/11/29 2019/11/29 2020/4/30

20191008-1 4158 早期血管老化と心血管疾患に関する世代別調
査

杉原　志伸 保健管理セ
ンター

准教授 医学系研究 実施 2019/12/2 2019/12/2 2024/3/31

20190906-1 4159 CRP遺伝子多型と食道がんリンパ節転移に関
する多施設共同後ろ向き観察研究

平原　典幸 消化器・総
合外科学

准教授 医学系研究 実施 2019/12/3 2019/12/3 2021/9/30
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190924-2 4161 顎顔面外科手術治療におけるPLLA/PGA吸収
性プレートの有用性と合併症に関する後ろ向
き症例対照研究

管野　貴浩 歯科口腔外
科学

准教授 医学系研究 実施 2019/12/5 2019/12/5 2020/3/31

20190618-3 4162 JCOG1403
A1

上部尿路癌における予後予測マーカーの開発 安本　博晃 泌尿器科学 准教授 医学系研究 実施 2019/12/5 2019/12/5 2026/10/31

20190807-1 4164 JCOG1809 大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹腔
鏡下脾温存脾門郭清の安全性に関する第II相
試験 (JCOG1809)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施 2019/12/6 2019/12/6 2028/8/31

20191015-1 4165 EBUS-GSを用いた気管支鏡検査における
Residual Bronchial Wall(RBW)所見の有効性
に関する検討

梅本　洵朗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2019/12/6 2019/12/6 2020/12/31

20191016-1 4166 MSDE法を用いた頭部造影3T MRIにおける脳
転移性腫瘍の検出能についての検討

河原　愛子 放射線科 医科医員 医学系研究 実施 2019/12/17 2019/12/17 2022/3/31

20151019-1 4167 糖尿病患者に対するフットスクリーニングと
足底板挿入効果

伊藤　郁子 リハビリ
テーション
部

理学療法士 医学系研究 変更 2019/12/17 2015/12/16 2022/3/31

20191017-1 4179 動脈硬化性疾患高リスク病態におけるコレス
テロール吸収・合成マーカー

矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 実施 2019/12/11 2019/12/11 2021/12/31

20110831-2 4185 脊椎の靭帯および椎間板における細胞外基質
の生化学的分析による脊椎変性疾患の病態解
明

内尾　祐司 整形外科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2011/9/8 2021/3/31

20110831-2 4185 脊椎の靭帯および椎間板における細胞外基質
の生化学的分析による脊椎変性疾患の病態解
明

内尾　祐司 整形外科学 教授 医学系研究 変更 2019/12/11 2011/9/8 2024/3/31

20190517-4 4186 乾癬患者を対象とした予後、合併症、治療に
関する観察研究

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/9/6 2032/3/31

20120921-1 4189 JALSG 
CML212

初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対する
ニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的完全寛
解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較
試験

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2012/10/11 2021/3/31

20120921-1 4189 JALSG 
CML212

初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対する
ニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的完全寛
解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較
試験

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2019/12/11 2012/10/11 2021/3/31

20180702-2 4190 新しい補体検査システムの構築による補体関
連疾患の包括的登録と治療指針確立

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2018/8/20 2022/3/31
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通知日 開始日 終了予定日

20170529-3 4191 C型肝炎インターフェロンフリー治療の実態
と不成功例に対する全国規模の診療指針に関
する研究（多施設共同）

飛田　博史 肝臓内科 診療科長 医学系研究 変更 2019/12/11 2017/12/20 2020/3/31

20170814-1 4192 不眠に対するオレキシン系の寄与に関する検
討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2017/9/13 2019/12/31

20170814-1 4192 不眠に対するオレキシン系の寄与に関する検
討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 変更 2019/12/11 2017/9/13 2022/12/31

20180524-1 4193 急性期不眠に対する後方視的研究 宮岡　剛 精神医学 准教授 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2018/7/6 2023/12/31
20180524-1 4193 急性期不眠に対する後方視的研究 伊豆原　宗

人

精神医学 医科医員 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/7/6 2023/12/31

20180720-6 4195 J-DREAMS 電子カルテ情報活用型多施設症例データベー
スを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に
関する研究（J-DREAMS）

山本　昌弘 内分泌代謝
内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2018/8/8 2022/3/31

20180720-6 4195 J-DREAMS 電子カルテ情報活用型多施設症例データベー
スを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に
関する研究（J-DREAMS）

山本　昌弘 内分泌代謝
内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/8/8 2022/3/31

20171219-2 4196 新規評価法を用いた炎症性腸疾患における腸管
粘膜透過性の検討（第I/II相試験）

石原　俊治 内科学第二 准教授 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2018/5/25 2019/12/31

20171219-2 4196 新規評価法を用いた炎症性腸疾患における腸管
粘膜透過性の検討（第I/II相試験）

石原　俊治 内科学第二 准教授 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/5/25 2022/12/31

20180918-2 4197 次世代シーケンシングによる再発・難治性後
天性赤芽球癆の診断と治療に関する研究
（PRCA-NGS2017）

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 実施状況 2019/12/11 2018/11/14 2020/3/31

20180918-2 4197 次世代シーケンシングによる再発・難治性後
天性赤芽球癆の診断と治療に関する研究
（PRCA-NGS2017）

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/11/14 2020/3/31

20180619-1 4198 NEJ036A 「特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向
き観察研究（NEJ030）」集積症例を対象と
した遺伝素因に関連するバイオマーカーの研
究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/7/11 2022/9/30

20190412-1 4199 高齢者(75歳以上）非小細胞肺がん患者に対
する免疫チェックポイント阻害剤の多施設共
同　薬物動態研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/7/4 2024/3/31

20190809-1 4200 AYAME 
study

切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者におけ
る同時化学放射線療法後のデュルバルマブの
長期安全性及び有効性に関する観察研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/9/30 2024/12/31

20181018-4 4201 J-TAIL 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/11/14 2023/3/31
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20170830-5 4202 未治療進行・再発肺多形癌など肺肉腫様癌に
対するペムブロリズマブの単群検証的試験

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2017/9/13 2022/8/31

20181030-1 4203 開頭手術に伴う骨欠損部に対して，コラーゲ
ン使用人工骨を用いた頭蓋形成術の評価

吉金　努 脳神経外科
学

助教 医学系研究 変更 2019/12/11 2018/11/29 2022/6/30

20140916-1 4204 呼気中水素ガス・メタンガス測定による小腸
内細菌過剰増殖の判定に関する研究

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2014/11/7 2022/3/31

20170731-3 4205 DIHS重症
度スコア

薬剤性過敏症症候群の重症関連因子解析に関
する研究

新原　寛之 皮膚科 講師 医学系研究 変更 2019/12/11 2017/8/9 2021/3/31

20190625-1 4207 大学病院入院患者および介護施設ならびに在
宅患者の細菌感受性パターンに関する研究

城　有美 感染制御部 助教 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/8/30 2021/3/31

20190625-1 4208 大学病院入院患者および介護施設ならびに在
宅患者の細菌感受性パターンに関する研究

杉浦　弘明 すぎうら医
院

理事長 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/8/30 2021/3/31

20190625-1 4209 大学病院入院患者および介護施設ならびに在
宅患者の細菌感受性パターンに関する研究

藤田　委由 医療法人か
んど会

理事長 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/8/30 2021/3/31

20190520-4 4210 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

佐藤　利栄 環境保健医
学

助教 医学系研究 変更 2019/12/11 2019/7/18 2021/3/31

20190520-4 4211 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

江角　幸夫 健診普及部 部長 医学系研究 変更 2019/8/7 2019/7/18 2021/3/31

20190927-1 4212 超選択的arterial spin labeling法による脳血流
支配域評価の臨床的有用性

勝部　敬 放射線部 助教 医学系研究 実施 2019/12/18 2019/12/18 2020/11/30

20191030-1 4213 気管支内視鏡検査におけるピンポイントバイ
オプシー症例に関する検討

栗本　典昭 呼吸器・化
学療法内科

診療教授 医学系研究 実施 2019/12/24 2019/12/24 2020/12/31

20191010-1 4214 「肝炎ウイルス感染者の偏見や差別による被
害防止への効果的な手法の確立に関する研
究」看護学生及び病院職員を対象としたウイ
ルス肝炎全般、特にウイルス肝炎の感染性に
ついての理解度に関する調査研究

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 実施 2019/12/24 2019/12/24 2020/3/31

20190327-2 4215 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 SAE 2019/12/23 2019/7/30 2031/9/30

20111110-1 4217 関節リウマチの病態形成における滑膜細胞の役
割に関する研究

近藤　正宏 膠原病内科 助教 医学系研究 実施状況 2019/12/23 2012/1/23 2022/3/31

20111110-1 4217 関節リウマチの病態形成における滑膜細胞の役
割に関する研究

近藤　正宏 膠原病内科 助教 医学系研究 変更 2019/12/23 2012/1/23 2022/3/31
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20160229-3 4218 IL-β 腫瘍 炎症性サイトカインであるインターロイキン-
1βおよびそのファミリータンパク質の腫瘍患
者の血清中濃度の検討

鈴宮　淳司 腫瘍セン
ター

教授 医学系研究 実施状況 2019/12/23 2016/3/9 2019/3/31

20160229-3 4218 IL-β 腫瘍 炎症性サイトカインであるインターロイキン-
1βおよびそのファミリータンパク質の腫瘍患
者の血清中濃度の検討

岡田　隆宏 先端がん治
療センター

助教 医学系研究 変更 2019/12/23 2016/3/9 2022/3/31

20190725-1 4219 プロトンポンプ阻害薬反応性好酸球性食道
炎、プロトンポンプ阻害薬非反応性好酸球性
食道炎、および逆流性食道炎の臨床像、病理
組織像、食道上皮に発現している接着因子・
周辺帯の類似性に関する研究

荒木　亜寿
香

器官病理学 講師 医学系研究 変更 2019/12/23 2019/10/29 2020/12/31

20190120-1 4220 地域住民における測定値自動送信技術を用い
た家庭血圧管理状況と血圧変動要因に関する
探索的研究

谷口　かお
り

環境保健医
学

助教 医学系研究 変更 2019/12/23 2019/3/7 2025/3/31

20140924-1 4221 呼気分析の新規デバイス開発と臨床応用 矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 実施状況 2019/12/23 2014/10/8 2022/3/31

20140924-1 4221 呼気分析の新規デバイス開発と臨床応用 矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 変更 2019/12/23 2014/10/8 2022/3/31

20191003-1 4222 TV and 
SVV during 

分離肺換気中の一回換気量が一回拍出量変化
へ与える影響に関する介入研究

片山　望 集中治療部 助教 医学系研究 実施 2019/12/26 2019/12/26 2021/12/31

20191106-1 4223 疲労と血管内皮機能との関連についての検討 矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 実施 2019/12/26 2019/12/26 2024/3/31

20191115-2 4224 尿膜管疾患に対する腹腔鏡下尿膜管摘出術に
関する全国調査

安本　博晃 泌尿器科学 准教授 医学系研究 実施 2019/12/26 2019/12/26 2020/3/31

20190620-1 4226 JCCG ALL-
18

急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検
査の 意義と実行可能性を検証するための多施
設共同前向き観察研究

小山　千草 小児科 医科医員 医学系研究 実施 2020/1/7 2020/1/7 2024/1/31

20191031-1 4227 思春期・若年がん患者等を対象とした日本が
ん・生殖医療登録システムによる治療成績解
析

金崎　春彦 周産期母子
医療セン
ター

准教授 医学系研究 実施 2020/1/7 2020/1/7 2021/3/31

20191112-1 4228 SUSPECT 
study

プラチナ製剤/ペメトレキセド/ペムブロリズ
マブ併用療法の実地診療における薬剤性肺障
害の発現頻度を含めた安全性調査

中島　和寿 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2020/1/10 2020/1/10 2022/1/31

20191015-3 4229 骨粗鬆症とサルコペニアの関連における、最
大身長を用いた筋指標の有用性についての後
ろ向き研究

田中　賢一
郎

内分泌代謝
内科

助教 医学系研究 実施 2020/1/10 2020/1/10 2020/11/30

20190820-5 4230 本邦における外傷手術の実態調査研究 下条　芳秀 高度外傷セ
ンター

助教 医学系研究 実施 2020/1/10 2020/1/10 2022/3/31

20191203-1 4249 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向

山林　茂樹 眼科 院長 医学系研究 実施 2020/1/14 2020/1/14 2022/12/31
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20170417-1 4252 aHUS 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS )の診断・
全国調査研究

岡田　隆宏 先端がん治
療センター

助教 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2017/4/18 2019/4/9

20170417-1 4252 aHUS 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS )の診断・
全国調査研究

岡田　隆宏 先端がん治
療センター

助教 医学系研究 変更 2020/1/14 2017/4/18 2022/4/9

20180817-1 4253 発達障害
iPS

神経発達症（発達障害）患者家系のiPS細胞
樹立およびその分子細胞生物学的解析

藤谷　昌司 解剖学神経
科学

教授 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2018/10/3 2023/3/31

20180817-1 4253 発達障害
iPS

神経発達症（発達障害）患者家系のiPS細胞
樹立およびその分子細胞生物学的解析

藤谷　昌司 解剖学神経
科学

教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2018/10/3 2023/3/31

20190820-2 4254 脂肪酸代謝異常症合併母体の胎盤における脂
肪酸代謝能の評価

山田　健治 小児科 助教 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/11/22 2022/12/31

20190517-3 4255 LC-
SCRUM-
Asia　
NSCLC

アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療
の確立を目指した、遺伝子スクリーニングと
モニタリングのための多施設共同前向き観察
研究

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/6/28 2029/3/31

20151019-2 4256 LC-
SCRUM-
Japan-
SCLC

PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀
な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理
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

中尾　美香 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2020/1/14 2015/11/11 2022/5/31

20181108-1 4257 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋
ブロックの鎮痛効果に関するランダム化比較

今町　憲貴 麻酔科学 准教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/1/28 2022/1/31

20190131-1 4259 健診データを用いた眼及び全身疾患予知アル
ゴリズム構築

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/3/7 2024/1/31

20160823-3 4260 1BS-18臨
床試験

低アレルゲン化小麦1BS-18ホクシンの臨床応
用に関する多施設共同臨床試験

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2016/10/31 2022/3/31

20160114-1 4261 胸部疾患
データベー

胸部疾患患者に関するデータベース構築 濱口　愛 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2016/2/16 2020/12/31

20160114-1 4261 胸部疾患
データベー

胸部疾患患者に関するデータベース構築 濱口　愛 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2020/1/14 2016/2/16 2030/12/31

20150226-6 4262 透析ミオス
タチン研究

透析患者における血中ミオスタチン濃度と筋肉指
標との関連性についての検討

矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2015/3/23 2020/3/31

20150226-6 4262 透析ミオス
タチン研究

透析患者における血中ミオスタチン濃度と筋肉指
標との関連性についての検討

矢野　彰三 臨床検査医
学

准教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2015/3/23 2021/3/31

20181019-4 4263 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断
（病変拾いあげ）システムの実証実験

沖本　英子 消化器内科 助教 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2018/11/14 2022/3/31

20181019-4 4263 AI（人工知能）による内視鏡画像自動診断
（病変拾いあげ）システムの実証実験

沖本　英子 消化器内科 助教 医学系研究 変更 2020/1/14 2018/11/14 2022/3/31

20190809-1 4264 AYAME 
study

切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者におけ
る同時化学放射線療法後のデュルバルマブの
長期安全性及び有効性に関する観察研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/9/30 2024/12/31

20170612-1 4265 DL for MRI 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

三瀧　真悟 脳神経内科 講師 医学系研究 変更 2020/1/14 2017/7/12 2022/3/31
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20170612-1 4266 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 変更 2020/1/14 2017/7/12 2022/3/31

20170612-1 4267 機械学習を活用した脳のMRI画像診断支援プ
ログラム開発

長井　篤 公益財団法
人ヘルスサ
イエンスセ
ンター島根

非常勤医師 医学系研究 変更 2020/1/14 2017/7/12 2022/3/31

20190820-4 4268 AcuNEXT タキサン系抗癌剤治療による末梢神経障害に
対する鍼治療の有効性に関するランダム化比
較試験（多施設共同研究）

大野　智 臨床研究セ
ンター

教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/9/30 2022/3/31

20190220-1 4269 甲状腺濾胞
－１

甲状腺濾胞性腫瘍と腺腫様結節における細胞
学的検討

上垣　真由
子

検査部 臨床検査技
師

医学系研究 変更 2020/1/14 2019/3/13 2021/12/31

20160531-2 4270 JSH-MM-
15

日本における骨髄腫関連疾患の予後 に関する
大規模多施設前向き観察研究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2016/6/8 2022/3/31

20160531-2 4270 JSH-MM-
15

日本における骨髄腫関連疾患の予後 に関する
大規模多施設前向き観察研究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 変更 2020/1/14 2016/6/8 2022/3/31

20161025-4 4271 ANAFIE 
Registry

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対
象とした前向き観察研究

田邊　一明 内科学第四 教授 医学系研究 実施状況 2020/1/14 2016/11/9 2020/9/30

20161025-4 4271 ANAFIE 
Registry

非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対
象とした前向き観察研究

田邊　一明 内科学第四 教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2016/11/9 2020/9/30

20190619-2 4272 前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候
群における、同種移植までの橋渡し治療と移
植成績の検討

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/8/16 2021/3/31

20181124-1 4273 全周隅角画像を使用した新規隅角観察法の確
立と隅角自動判定アルゴリズムの開発 

谷戸　正樹 眼科学  教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2018/12/11 2023/9/30

20160823-2 4274 EoE生活習
慣調査

男性好酸球性食道炎患者の生活習慣に関する
調査

石村　典久 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2020/1/14 2016/9/14 2021/9/30

20180620-2 4275 インターネット依存における頸性うつをター
ゲットとした身体的精神的影響に関する疫学
研究

福田　茉莉 環境保健医
学

助教 医学系研究 変更 2020/1/14 2018/7/24 2021/3/31
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20190327-2 4277 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 変更 2020/1/14 2019/7/30 2031/9/30

20191111-1 4278 Detection 
rate of α-
gal specific 
IgE

東京の成人におけるα-gal特異的IgE保有率の
検索

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 実施 2020/1/21 2020/1/21 2022/3/31

20190924-1 4282 EBUS奇静
脈研究

超音波気管支鏡による奇静脈弁の観察研究 中島　和寿 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2020/1/23 2020/1/23 2021/3/31

20191122-1 4285 CHASE　
study

NGS解析を用いたアファチニブ療法またはゲ
フィチニブ療法によるClonal heterogeneityの
変化および二次治療としてのオシメルチニブ
療法の効果に関する観察研究

堀田　尚誠 呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2020/1/28 2020/1/28 2020/12/31

20160531-1 4286 M & D 算数課題と意思決定 長井　篤 内科学第三 教授 医学系研究 変更 2020/1/27 2016/6/8 2026/3/31
20180713-1 4287 血清TARC迅速測定法を用いた重症薬疹の早

期診断

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 実施状況 2020/1/27 2018/8/8 2020/3/31

20180713-1 4287 血清TARC迅速測定法を用いた重症薬疹の早
期診断

森田　栄伸 皮膚科学 教授 医学系研究 変更 2020/1/27 2018/8/8 2021/3/31

20060809-1 4288 自家骨および同種骨を用いた骨製ネジによる
骨（軟骨）接合術の臨床応用

今出　真司 整形外科学 助教 医学系研究 変更 2020/1/27 2006/9/1 2027/3/31

20180524-1 4289 急性期不眠に対する後方視的研究 伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 変更 2020/1/27 2018/7/6 2023/12/31

20190807-1 4290 JCOG1809 大弯に浸潤する胃上部進行胃癌に対する腹腔
鏡下脾温存脾門郭清の安全性に関する第II相
試験 (JCOG1809)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 SAE 2020/1/27 2019/12/6 2028/8/31

20190327-2 4291 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 SAE 2020/1/27 2019/7/30 2031/9/30

20160315-1 4292 内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎
子宮全摘術

京　哲 産科婦人科
学

教授 医学系研究 SAE 2020/1/27 2016/4/13 2024/9/30
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20191115-1 4293 Rapid response system導入が及ぼす、重症
病棟予定外入室患者の重症度・予後への影響
についての検討

八幡　俊介 麻酔科 医科医員 医学系研究 実施 2020/1/31 2020/1/31 2023/12/31

20191121-1 4294 75歳以上の後期高齢者に対する腎生検の安全
性および有用性についての検討

伊藤　孝史 ワーキン
グ・イノ
ベーション
センター

准教授 医学系研究 実施 2020/1/31 2020/1/31 2023/12/31

20191205-1 4295 良性〜低悪性度膵腫瘍に対する腹腔鏡下尾側
膵切除術の際の脾温存術と脾合併切除術の比
較検討；Propensity score matching 解析を用
いる

川畑　康成 肝・胆・膵
外科

講師 医学系研究 実施 2020/1/31 2020/1/31 2023/3/31

20191209-1 4296 腹腔鏡下膵体尾部切除術における術前難度評
価スコア（difficulty score）の有用性に対する
検証研究

川畑　康成 肝・胆・膵
外科

講師 医学系研究 実施 2020/1/31 2020/1/31 2024/3/31

20070305-1 4297 子宮がん、卵巣がんにおける分子標的治療確
立のための癌関連遺伝子の遺伝子、タンパク
の後方視的解析

中山　健太
郎

産科婦人科 准教授 医学系研究 実施状況 2020/1/31 2007/5/10 2021/12/31

20070305-1 4297 子宮がん、卵巣がんにおける分子標的治療確
立のための癌関連遺伝子の遺伝子、タンパク
の後方視的解析

中山　健太
郎

産科婦人科 准教授 医学系研究 変更 2020/1/31 2007/5/10 2021/12/31

20070305-2 4298 子宮がん、卵巣がんにおける分子標的治療確
立のための癌関連遺伝子の遺伝子、タンパク
の前方視的解析

中山　健太
郎

産科婦人科
学

准教授 医学系研究 実施状況 2020/1/31 2007/5/10 2021/12/31

20070305-2 4298 子宮がん、卵巣がんにおける分子標的治療確
立のための癌関連遺伝子の遺伝子、タンパク
の前方視的解析

中山　健太
郎

産科婦人科
学

准教授 医学系研究 変更 2020/1/31 2007/5/10 2021/12/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20191114-1 4299 高齢心不全増悪患者の項目ごとのADL推移と
影響を及ぼす因子の検討

石原　弘基 リハビリ
テーション
科

医科医員 医学系研究 実施 2020/2/5 2020/2/5 2020/10/31

20191015-2 4300 わが国における新生児マススクリーニング導
入前後のVLCAD欠損症患者の遺伝子型および
臨床像に関する後方視的検討

小林　弘典 小児科 助教 医学系研究 実施 2020/2/5 2020/2/5 2021/3/31

20191126-1 4301 持続腕神経叢ブロックカテーテル先端位置の
移動に関する観察研究：self-coilingカテーテ
ルを使用して

佐倉　伸一 手術部 教授 医学系研究 実施 2020/2/5 2020/2/5 2022/6/30

20191119-1 4302 救急外来頻回受診における因子の解明、医療
経済的影響ならびに対策の検討

大滝　聡美 卒後臨床研
修センター

研修医 医学系研究 実施 2020/2/5 2020/2/5 2021/3/31

20191111-3 4303 PREVENT 
HBV

HBV既往感染歴を有する同種造血細胞移植レ
シピエントに対する、HBワクチンによる
HBV再活性化予防法のランダム化検証的試験

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 実施 2020/2/6 2020/2/6 2023/3/31

20191129-1 4304 TRAIT 日本における閉塞性肺疾患のフェノタイプ及
びエンドタイプを評価することを目的とした
前向きコホート研究

礒部　威 呼吸器・臨
床腫瘍学

教授 医学系研究 実施 2020/2/10 2020/2/10 2023/5/31

20190909-1 4305 APDS2-
2019

Activated PI3K delta syndrome2の病態解析・
治療法の開発

竹谷　健 小児科 教授 医学系研究 実施 2020/2/6 2020/2/6 2022/3/31

20191018-1 4306 勤労者における生活習慣病発症要因の解明 並河　徹 地域包括ケ
ア教育研究
センター

センター長 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2024/3/31

20191213-1 4307 生活習慣病・非生活習慣病の大学生の健康リ
スクの比較

杉原　志伸 保健管理セ
ンター

准教授 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2022/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20191226-1 4308 ICUのない病院における人工呼吸患者
の実態調査〜後方視的観察研究

岩下　義
明

救急医学 教授 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2021/12/31

20191115-3 4309 抗血栓薬服用者に対する胃内視鏡的粘膜下層
剥離術後の後出血リスク因子の検討－リスク
アセスメントシート並びに標準的後出血予防
法の確立－

柴垣　広太
郎

光学医療診
療部

講師 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2021/7/9

20150427-1 4310 DOTJにお
ける四肢腸
管開放骨折
症例の登録
事業

日本骨折治療学会運動器外傷データベース 
[Database of Orthopaedic Trauma by 
Japanese Society for Fracture Repair (DOTJ)] 
における四肢長管開放骨折症例の登録事業

山上　信生 整形外科 助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2020/2/12 2021/2/28

20191217-1 4311 破裂脳動脈瘤の術中くも膜下血腫洗浄と周術
期管理がもたらす治療効果に関する後ろ向き
調査

吉金　努 脳神経外科
学

助教 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2021/3/31

20191107-1 4314 当院における長期人工呼吸患者の呼吸器離脱
に関する現状

上田　愛瑠
萌

麻酔科 医科医員 医学系研究 実施 2020/2/13 2020/2/13 2021/3/31

20191203-1 4334 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

相良　健 眼科 院長 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2022/12/31

20191203-1 4335 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

森　茂 森眼科内科
医院

副院長 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2022/12/31

20191203-1 4336 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

鈴木　克佳 眼科 院長 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2022/12/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20191203-1 4337 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

齋藤　代志
明

さいとう眼科 院長 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2022/12/31

20191203-1 4338 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

内藤　知子 グレース眼
科クリニック

院長 医学系研究 実施 2020/2/12 2020/2/12 2022/12/31

20191003-1 4339 TV and 
SVV during 
OLV

分離肺換気中の一回換気量が一回拍出量変化
へ与える影響に関する介入研究

片山　望 集中治療部 助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/12/26 2021/12/31

20190710-1 4340 ECS3 超・拡大内視鏡（Endocytoscopy）を用いた
外科的切除組織の所見の検討

小林　美郷 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/9/18 2020/12/31

20190214-2 4341 JALSG 
CS-17-
Molecular

急性骨髄性白血病を対象としたクリニカル
シーケンスの実行可能性に関する研究

高橋　勉 内科学第三 助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/3/13 2026/8/31

20190517-4 4342 乾癬患者を対象とした予後、合併症、治療に
関する観察研究

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/9/6 2032/3/31

20190114-1 4343 放射線画像領域における深層学習の基礎的検
討

山本　泰司 放射線医学 助手 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/2/25 2021/3/31

20180720-6 4344 J-DREAMS 電子カルテ情報活用型多施設症例データベー
スを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に
関する研究（J-DREAMS）

山本　昌弘 内分泌代謝
内科

講師 医学系研究 変更 2020/2/12 2018/8/8 2027/3/31

20171220-4 4345 下垂体前葉後方のT2強調像低信号域の評価 勝部　敬 放射線医学 助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2018/1/11 2023/3/31

20190520-4 4346 農業従事者を対象とした慢性疼痛と生活習慣
病関連因子に関する疫学研究

佐藤　利栄 環境保健医
学

助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/7/18 2021/3/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20170831-1 4347 PK/PDシミュレーションに基づくリネゾリド
誘発性血小板減少症の発現予測に関する調査

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2020/2/12 2017/9/13 2022/4/30

20190515-2 4348 J-TAIL附随
研究

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対
するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察
研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探
索研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/6/27 2023/12/31

20171220-6 4349 OSM1 オシメルチニブの有効性を検証するためのオ
シメルチニブとその活性代謝物（AZ5104、
AZ7550）の血中濃度測定

奥野　峰苗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施状況 2020/2/12 2018/1/11 2019/3/31

20171220-6 4349 OSM1 オシメルチニブの有効性を検証するためのオ
シメルチニブとその活性代謝物（AZ5104、
AZ7550）の血中濃度測定

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2020/2/12 2018/1/11 2022/5/31

20100528-4 4350 膝関節疾患患者の運動認知に関する研究 内尾　祐司 整形外科学 教授 医学系研究 実施状況 2020/2/12 2010/6/28 2019/3/31

20100528-4 4350 膝関節疾患患者の運動認知に関する研究 内尾　祐司 整形外科学 教授 医学系研究 変更 2020/2/12 2010/6/28 2022/3/31

20140331-3 4351 島根県における消化器外科手術のPOSSUM 
scoring systemの改良に関する研究

林　彦多 肝・胆・膵
外科

助教 医学系研究 実施状況 2020/2/12 2014/4/28 2020/3/31

20140331-3 4351 島根県における消化器外科手術のPOSSUM 
scoring systemの改良に関する研究

林　彦多 肝・胆・膵
外科

助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2014/4/28 2021/3/31

20181220-7 4352 POSSUM 
vs. E-
PASS in 
pancreatic 
surgery

膵臓外科手術における術後合併症予測精度の
検討：POSSUM vs. E-PASS

林　彦多 肝・胆・膵
外科

助教 医学系研究 実施状況 2020/2/12 2019/1/10 2020/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20181220-7 4352 POSSUM 
vs. E-
PASS in 
pancreatic 
surgery

膵臓外科手術における術後合併症予測精度の
検討：POSSUM vs. E-PASS

林　彦多 肝・胆・膵
外科

助教 医学系研究 変更 2020/2/12 2019/1/10 2021/3/31

20161227-1 4353 難治性潰瘍性大腸炎に対する経口タクロリムス
療法の臨床的寛解導入と予後に関する実態調査

石原　俊治 内科学第二 教授 医学系研究 実施状況 2020/2/12 2018/4/17 2020/3/31

20161227-1 4353 難治性潰瘍性大腸炎に対する経口タクロリムス
療法の臨床的寛解導入と予後に関する実態調査

石原　俊治 内科学第二 教授 医学系研究 変更 2020/2/12 2018/4/17 2022/3/31

20180717-1 4354 国内外の後天性の血友病を含む出血性疾患の
ゲノム解析を含まない調査研究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 実施状況 2020/2/12 2018/8/8 2021/3/31

20180717-1 4354 国内外の後天性の血友病を含む出血性疾患の
ゲノム解析を含まない調査研究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 変更 2020/2/12 2018/8/8 2021/3/31

20161219-1 4355 JIPS 
Registry 
(NEJ030)

特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観
察研究

津端　由佳
里

呼吸器・科
学療法内科

講師 医学系研究 SAE 2020/2/12 2017/1/11 2022/3/31

20191203-1 4356 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施 2020/2/18 2020/2/18 2022/12/31

20191024-1 4357 Airflow 
limitation 
during 
HFNC

高流量鼻カニューレ酸素療法が呼気の気流制
限及び肺容量に与える影響

二階　哲朗 集中治療部 准教授 医学系研究 実施 2020/2/18 2020/2/18 2022/12/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190302-1 4358 人工膝関節
置換術にお
ける骨密度
研究

人工膝関節置換術における周囲骨の骨密度に
関する研究

熊橋　伸之 整形外科 講師 医学系研究 実施 2020/2/19 2020/2/19 2022/3/31

20191220-2 4359 次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用
した画像等データベースの基盤構築

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施 2020/2/26 2020/2/26 2022/3/31

20200108-1 4360 医学教育目的でご献体時に施行されたAiCTを用
いた臓器の位置関係の観察

小川　典子 解剖学発生
生物学

助教 医学系研究 実施 2020/2/26 2020/2/26 2025/12/31

20191218-1 4361 EGFR陽性進行肺腺癌におけるEGFR-TKI治療
効果予測～CRP値からの検討～

堀田　尚誠
 

呼吸器・化
学療法内科

助教 医学系研究 実施 2020/2/28 2020/2/28 2020/9/30

20170331-1 4362 小児患者でのエアウエイスコープを用いた気
管挿管時のパーカー挿管チューブとマリンク
ロット挿管チューブの比較

二階　哲朗 集中治療部 准教授 医学系研究 実施状況 2020/2/25 2017/5/16 2020/3/31

20170616-2 4364 Endo-PATを用いたEPA+DHA治療の評価に関
するパイロット研究

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 実施状況 2020/2/25 2017/9/13 2020/3/31

20170616-2 4364 Endo-PATを用いたEPA+DHA治療の評価に関
するパイロット研究

飛田　博史 肝臓内科 助教 医学系研究 変更 2020/2/25 2017/9/13 2020/3/31

20180920-1 4365 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

長井　篤 医学部内科
学第三

教授 医学系研究 変更 2020/2/25 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 4366 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 実施状況 2020/2/25 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 4366 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

石田　学 株式会社
ERISA

取締役CTO 医学系研究 変更 2020/2/25 2018/11/5 2021/6/30
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180920-1 4367 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

中本　恭太
郎

メディカル・
ケア・サー
ビス株式会
社

認知症戦略
室・室長

医学系研究 実施状況 2020/2/25 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 4367 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

中本　恭太
郎

メディカル・
ケア・サー
ビス株式会
社

認知症戦略
室・室長

医学系研究 変更 2020/2/25 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 4368 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

西本　尚弘 株式会社島
津製作所

経営戦略室
ヘルスケア
事業戦略ユ
ニット・ユ
ニット長

医学系研究 実施状況 2020/2/25 2018/11/5 2020/6/30

20180920-1 4368 軽度認知障害における介入アプローチと生体
マーカーに関する探索的検討

西本　尚弘 株式会社島
津製作所

経営戦略室
ヘルスケア
事業戦略ユ
ニット・ユ
ニット長

医学系研究 変更 2020/2/25 2018/11/5 2021/6/30

20190327-2 4369 ROAD-GC 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対
象とした大網切除に対する大網温存の非劣性
を検証するランダム化比較第III相試験
(JCOG1711)

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 SAE 2020/2/25 2019/7/30 2031/9/30

20181108-1 4370 脊椎手術に対する超音波ガイド下脊柱起立筋
ブロックの鎮痛効果に関するランダム化比較
試験

今町　憲貴 麻酔科学 准教授 医学系研究 SAE 2020/2/25 2019/1/28 2022/1/31

20191225-1 4371 血球画像解析技術の検討 鈴木　律朗 臨床研究セ
ンター

准教授 医学系研究 実施 2020/2/28 2020/2/28 2022/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20200122-2 4372 NEJ009 EGFR遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞
肺癌に対するゲフィチニブ単独療法とゲフィチニ
ブ/カルボプラチン/ペメトレキセド併用療法との第
Ⅲ相比較試験（NEJ009）の追跡調査研究

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 実施 2020/2/28 2020/2/28 2022/3/31

20200126-1 4373 PVB and 
ESPB

乳腺手術における超音波ガイド下傍脊椎ブロック
と脊柱起立筋面ブロックの鎮痛効果と皮膚知覚
遮断域：後ろ向き検討

佐倉　伸一 手術部 教授 医学系研究 実施 2020/2/28 2020/2/28 2020/10/31

20200110-1 4374 婦人科悪性腫瘍の治療成績に関する後方視的
解析

佐藤　誠也 周産期母子
医療セン
ター

助教 医学系研究 実施 2020/2/28 2020/2/28 2024/12/31

20200125-1 4375 双胎妊娠における染色体異常の発生頻度に関す
る調査研究

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施 2020/3/2 2020/3/2 2021/8/31

20190906-1 4376 CRP遺伝子多型と食道がんリンパ節転移に関
する多施設共同後ろ向き観察研究

平原　典幸 消化器・総
合外科学

准教授 医学系研究 変更 2020/3/2 2019/12/3 2021/9/30

20200227-1 4377 新型コロナウイルスに対する病院スタッフの認識
と準備：グローバル調査

岩下　義明 救急医学 教授 医学系研究 実施 2020/3/2 2020/3/2 2021/3/28

20191207-1 4378 骨系統疾患の遺伝子解析、遺伝子診断のため
のシステムの構築

竹谷　健 小児科学 教授 医学系研究 実施 2020/3/6 2020/3/6 2022/3/31

20191219-2 4379 外反母趾に対する矯正骨切り術の治療成績に
関する後ろ向き研究

今出　真司 整形外科学 助教 医学系研究 実施 2020/3/10 2020/3/10 2021/3/31
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研究等管理番号 通知番号 研究略称 研究課題名 研究責任者 所属 職名 種別
申請/報
告事項

通知日 開始日 終了予定日

20191219-3 4380 足関節外側靭帯損傷に対する靭帯修復および形
成術の治療成績に関する後ろ向き研究

今出　真司 整形外科学 助教 医学系研究 実施 2020/3/10 2020/3/10 2021/3/31

20200130-1 4381 PGT-Aの有
用性に関す
る多施設共
同研究

反復体外受精・胚移植（ART）不成功例、習慣流
産例（反復流産を含む）、染色体構造異常例を対
象とした着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）の
有用性に関する多施設共同研究

金崎　春彦 周産期母子
医療セン
ター

准教授 医学系研究 実施 2020/3/10 2020/3/10 2022/12/31

20170915-2 4382 学校におけるスポーツ傷害の予防に関する研
究

門脇　俊 整形外科学 助教 医学系研究 変更 2020/3/10 2017/10/23 2022/3/31

20191203-1 4397 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

吉川　啓司 眼科 院長 医学系研究 実施 2020/3/11 2020/3/11 2022/12/31

20191203-1 4398 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

木村　泰朗 眼科 院長 医学系研究 実施 2020/3/11 2020/3/11 2022/12/31

20191203-1 4399 正常眼圧緑内障に対する第一選択治療および
第二選択治療としての選択的レーザー線維柱
帯形成術の有効性および安全性に関する前向
き介入研究

南野　麻美 眼科 院長 医学系研究 実施 2020/3/11 2020/3/11 2022/12/31

20171113-2 4405 スボレキサ
ントせん妄
研究

スボレキサントによるせん妄予防効果に関す
る検討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2017/12/13 2020/3/31

20171113-2 4405 スボレキサ
ントせん妄
研究

スボレキサントによるせん妄予防効果に関す
る検討

伊豆原　宗
人

精神医学 医科医員 医学系研究 変更 2020/3/11 2017/12/13 2022/3/31

20180920-7 4409 眼内レンズ度数計算式についての研究 吉廻　浩子 眼科 医科医員 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2019/3/7 2020/3/31
20180412-1 4411 J-brothers1 日本における気管支サーモプラスティの有用

性と安全性に関する多施設共同研究
中尾　美香 呼吸器・化

学療法内科
医科医員 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2018/5/9 2019/12/30

20180412-1 4411 J-brothers1 日本における気管支サーモプラスティの有用
性と安全性に関する多施設共同研究

中尾　美香 先進医療管
理センター

助教 医学系研究 変更 2020/3/11 2018/5/9 2020/12/30
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20190117-2 4412 皮膚リンパ腫臨床統計調査研究 金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2019/2/13 2023/12/31
20190117-2 4412 皮膚リンパ腫臨床統計調査研究 金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/2/13 2023/12/31
20171213-1 4413 未知な粘膜関連微生物が腸疾患に与える影響

の探索
三島　義之 内科学第二 助教 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2018/1/11 2020/3/31

20171213-1 4413 未知な粘膜関連微生物が腸疾患に与える影響
の探索

三島　義之 内科学第二 助教 医学系研究 変更 2020/3/11 2018/1/11 2022/3/31

20150226-2 4414 ヒト胎児発
生

ヒト胚子・胎児の計測値および組織標本を用
いた発生過程の総合的解析

大谷　浩 発生生物学 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2015/3/11 2020/3/31

20150226-2 4414 ヒト胎児発
生

ヒト胚子・胎児の計測値および組織標本を用
いた発生過程の総合的解析

大谷　浩 発生生物学 教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2015/3/11 2022/3/31

20180518-1 4415 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象と
したイキサゾミブとレナリドミド及びデキサ
メタゾン併用療法の多施設共同前向き観察研
究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2018/6/13 2021/3/31

20180518-1 4415 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象と
したイキサゾミブとレナリドミド及びデキサ
メタゾン併用療法の多施設共同前向き観察研
究

三宅　隆明 腫瘍・血液
内科

講師 医学系研究 変更 2020/3/11 2018/6/13 2021/5/31

20181119-1 4417 炎症性腸疾患患者の病態把握におけるカルプ
ロテクチンの臨床的有用性評価に関する検
討：測定キット間の比較

川島　耕作 消化器内科 講師 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2019/1/10 2020/3/31

20181119-1 4417 炎症性腸疾患患者の病態把握におけるカルプ
ロテクチンの臨床的有用性評価に関する検
討：測定キット間の比較

川島　耕作 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/1/10 2021/3/31

20180406-1 4418 アレルギー
疾患治療満
足度

アレルギー皮膚疾患治療満足度実態調査 金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2018/5/9 2020/3/31
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告事項

通知日 開始日 終了予定日

20180406-1 4418 アレルギー
疾患治療満
足度

アレルギー皮膚疾患治療満足度実態調査 金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2018/5/9 2020/9/30

20190330-1 4420 進行肺がん患者における分子標的治療薬の止
め時に関する他施設観察研究

梅本　洵朗 呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/4/10 2021/3/31

20190821-1 4421 島根県における外傷患者の基礎疫学的調査 渡部　広明 Acute Care 
Surgery

教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/11/25 2029/12/31

20170413-1 4423 炎症性腸疾患患者におけるペンタサ顆粒製剤
の服薬コンプライアンスに関する調査

石原　俊治 内科学第二 准教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2017/6/8 2022/3/31

20190513-2 4424 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

津端　由佳
里

呼吸器・化
学療法内科

講師 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/7/30 2023/9/30

20190513-2 4425 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

金地　伸拓 呼吸器内科 助教 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4426 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

窪田　哲也 呼吸器・ア
レルギー内
科

病院教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4427 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

小賀　徹 呼吸器内科
学

主任教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4428 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

市原　英基 呼吸器・ア
レルギー科

講師 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30
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20190513-2 4429 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

高田　一郎 内科 科長 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4430 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

藤原　慶一 呼吸器内科 医長 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4431 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

松永　和人 呼吸器・感
染症内科学
講座

教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4432 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

井上　考司 呼吸器科内
科

主任部長 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4433 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

篠原　勉 内科 徳島大学大
学院医歯薬
学研究部　
特任教授

医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4434 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

濱田　昇 呼吸器内科 部長 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4435 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

庄田　浩康 呼吸器内科 主任部長 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4436 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

峯下　昌道 呼吸器内科 教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30
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20190513-2 4437 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

倉田　宝保 呼吸器腫瘍
内科

診療教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4438 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

前門戸　任 呼吸器・ア
レルギー・
膠原病内科

教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4439 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

井上　純人 第一内科 講師 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4440 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

小島　哲弥 腫瘍内科 部長 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 4441 NEJ041/C
S-Lung001

高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する
機能評価（Geriatric Assessments）の有用性
を検討するクラスターランダム化第3相比較
臨床試験

本田　亮一 呼吸器内科 医師 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/10/9 2023/9/30

20190320-4 4442 W-JHS 
NHL02-A

「再発難治性 末梢T細胞リンパ腫に対するニ
ボルマブの有効性検討：医師主導臨床第Ⅱ相
治験」附随研究

鈴木　律朗 臨床研究セ
ンター

准教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2019/4/10 2022/6/30

20180418-3 4443 FOREST 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関す
る多施設前方視的観察研究

鈴木　律朗 臨床研究セ
ンター

准教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2018/5/9 2028/2/29

20170830-2 4444 血清シスタチンCおよびクレアチニン値を用
いたeGFR推定値の乖離に関連する患者因子
の検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2017/9/13 2021/3/31

20180420-1 4445 小児患者におけるリネゾリドの推定PK/PDパ
ラメータと臨床評価の関連性に関する検討

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2018/5/9 2023/3/31
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20181220-1 4446 日本人成人患者を対象としたリネゾリド母集
団薬物動態モデルの検証

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2019/1/10 2023/1/31

20190520-2 4447 炎症性腸疾患患者における5-ASA製剤の有効
性と安全性評価

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2019/6/28 2022/3/31

20180209-1 4448 免疫チェックポイント阻害薬の免疫関連有害
作用発現に関連するリスク因子の調査

直良　浩司 薬剤部 准教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2018/3/14 2020/12/31

20180209-1 4448 免疫チェックポイント阻害薬の免疫関連有害
作用発現に関連するリスク因子の調査

直良　浩司 薬剤部 准教授 医学系研究 変更 2020/3/11 2018/3/14 2020/12/31

20170831-7 4449 IBD患者への薬物治療における薬剤師外来の
有用性評価

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2017/10/11 2020/12/31

20121228-8 4450 好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎における疾患
関連遺伝子および統合オミックス解析

石村　典久 内科学第二 講師 医学系研究 実施状況 2020/3/11 2013/1/28 2020/3/31

20121228-8 4450 好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎における疾患
関連遺伝子および統合オミックス解析

石村　典久 内科学第二 講師 医学系研究 変更 2020/3/11 2013/1/28 2021/3/31

20191219-1 4451 結腸癌における炎症性サイトカインIL-33受容
体可溶性タンパク質ST2の発現解析

長瀬　真実
子

器官病理学 助教 医学系研究 実施 2020/3/17 2020/3/17 2021/3/31

20191218-2 4452 巨細胞性動脈炎の大型血管病変 村川　洋子 内科学第三 准教授 医学系研究 実施 2020/3/18 2020/3/18 2023/3/31
20170614-1 4453 機能性消化管障害のRome IV基準研究 川島　耕作 消化器内科 講師 医学系研究 変更 2020/3/19 2017/9/29 2021/3/31
20191212-1 4455 シスプラチン投与症例におけるMg投与量と腎

機能障害発症頻度に関する検討
御手洗　裕
紀

呼吸器・化
学療法内科

医科医員 医学系研究 実施 2020/3/24 2020/3/24 2020/3/31
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20200228-1 4456 腹壁瘢痕ヘルニアに対する適切な術式の検討　-
単施設後方視的探索研究-

谷浦　隆仁 消化器外科 医科医員 医学系研究 実施 2020/3/24 2020/3/24 2020/6/30

20200222-1 4457 CTを用いた
大腸癌サル
コペニアの
診断

大腸癌手術患者における術前CT検査によるサ
ルコペニアの診断 単施設後方視的観察研究

谷浦　隆仁 消化器外科 医科医員 医学系研究 実施 2020/3/24 2020/3/24 2021/12/31

20200217-2 4458 MLpreg_20
20

悪性リンパ腫合併妊娠の多施設共同後方視的観
察研究

大西　千恵 臨床研究セ
ンター

助教 医学系研究 実施 2020/3/24 2020/3/24 2021/12/31

20160328-1 4461 ORIGAMI 
Study

日本の臨床現場における生物学的製剤未投与
の関節リウマチ患者を対象としたアバタセプ
トの多施設共同による長期観察研究

村川　洋子 内科学第三 准教授 医学系研究 実施状況 2020/3/23 2016/4/13 2023/10/31

20160328-1 4461 ORIGAMI 
Study

日本の臨床現場における生物学的製剤未投与
の関節リウマチ患者を対象としたアバタセプ
トの多施設共同による長期観察研究

村川　洋子 内科学第三 准教授 医学系研究 変更 2020/3/23 2016/4/13 2023/10/31

20190520-1 4463 婦人科腫瘍患者におけるベバシズマブの蛋白
尿発現および抗腫瘍効果に対するレニン－ア
ンジオテンシン系阻害薬の併用による影響

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 実施状況 2020/3/23 2019/6/28 2020/12/31

20190520-1 4463 婦人科腫瘍患者におけるベバシズマブの蛋白
尿発現および抗腫瘍効果に対するレニン－ア
ンジオテンシン系阻害薬の併用による影響

直良　浩司 薬剤部 教授 医学系研究 変更 2020/3/23 2019/6/28 2020/12/31

20150813-1 4465 同種半月板
移植

同種半月板および骨組織を用いた半月板修復
術の安全性と有効性の検討

内尾　祐司 整形外科学 教授 医学系研究 SAE 2020/3/23 2015/9/30 2027/3/31

20191111-2 4467 出生前スクリーニングにおける母体血cell 
free DNAの有用性に関する研究

皆本　敏子 産科婦人科 講師 医学系研究 実施 2020/3/26 2020/3/26 2021/3/31
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20191224-1 4468 乾癬患者のスクリーニングにおけるHTLV-1感染
症の陽性率とHTLV-1抗体陽性が治療選択に与
える影響を明らかにするための多施設共同観察
研究

金子　栄 皮膚科学 准教授 医学系研究 実施 2020/3/26 2020/3/26 2021/1/31

20200228-2 4469 指尖センサーで測定したストレスマーカーと眼疾
患との関連解析

谷戸　正樹 眼科学 教授 医学系研究 実施 2020/3/26 2020/3/26 2025/3/31

20190924-2 4470 顎顔面外科手術治療におけるPLLA/PGA吸収
性プレートの有用性と合併症に関する後ろ向
き症例対照研究

管野　貴浩 歯科口腔外
科学

准教授 医学系研究 変更 2020/3/26 2019/12/5 2021/5/31

20191120-1 4471 婦人科良性腫瘍、婦人科悪性腫瘍に対する手
術成績・予後の後方視的解析

石川  雅子 婦人科 助教 医学系研究 実施 2020/3/30 2020/3/30 2024/12/31

20200225-1 4472 血管内皮増殖因子(Vascular Endothelial 
Growth Factor: VEGF)阻害薬を含む化学療法
中の切除不能・再発大腸癌患者における随時尿
蛋白/クレアチニン比測定の有用性 　- 単施設後
方視的観察研究

谷浦　隆仁 消化器外科 医科医員 医学系研究 実施 2020/3/30 2020/3/30 2020/6/30

20191223-1 4473 小児鼠径ヘルニアにおけるヘルニア嚢内脱出臓
器の検討

田島　義証 消化器・総
合外科学

教授 医学系研究 実施 2020/3/30 2020/3/30 2020/12/31

20200226-1 4475 Lily4 悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリ
キッドバイオプシーの有用性を検討するための研
究

鈴木　律朗 臨床研究セ
ンター

准教授 医学系研究 実施 2020/3/31 2020/3/31 2024/3/31
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