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令和 2 年度 第 1 回島根大学医学部医の倫理委員会【議事要旨】 

 

日 時  令和 2 年 4 月 27 日（月）15 時 00 分から 16 時 46 分 

場 所  医学部本部棟 5 階 第一会議室 

 

 出席委員 原田 守（委員長）、鈴木律朗（副委員長）、竹下治男＊、土屋美加子＊、 

森田栄伸、＊長井 篤＊、村川洋子＊、津本優子＊、中村守彦＊、中村 嗣＊、 

橋本由里＊、熱田雅夫＊、安藤泰至＊、吉田純子＊、祖田浩志＊、井上明夫＊ 

事務局  椿 麻由美、日下みゆき、原 恵、米山和敏 

陪 席  大野 智＊、冨井裕子、大西千恵 
＊web での参加 

 

【成立要件の確認（医学部医の倫理委員会規則第 5 条）】 

 出席者数／全委員数 16 名／16 名 

 出席者内訳 自然科学の有識者 10 名、人文・社会科学の有識者 3 名、一般の立場の者 3 名、

本学に所属しない者 6 名、男性 11 名、女性 5 名 

 

 議題１ 副委員長の指名 

本年度より前任の副委員長が退職された事に伴い、本委員会の副委員長の選出があり、委員長

からの指名を受け、鈴木律朗委員を新たに任命することが了承された。 

 

議題２ 申請案件の審査（通常審査） 

1． 申請者出席による審査（1 件） 

管理番号 20190918-2 種別 医学系研究 資料番号 1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 栗本 典昭（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

審査内容  倫理指針、研究計画書からの逸脱の内容について審議し、不明点について追

加報告を求めることとなった。本件の取扱いについては審査終了後、医学部長

に判断していただく事になった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

保留 

 

再発防止のための改善策の「1．1 例目の症例の同意書がみつからないこと」

について、インフォームド・コンセントの重要性をどのように考えているか、

また、研究者全員がその重要性を再確認するための対応策も追記すること。 
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2．書面による審査（7 件） 

管理番号 20170830-5 種別 医学系研究 資料番号 2 

審査事項 SAE 

課題名 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 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20161219-1 種別 医学系研究 資料番号 3 

審査事項 SAE 

課題名 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

なお、備考欄に転帰後について第２報として報告することを記載すること。 

 

管理番号 20150813-1 種別 医学系研究 資料番号 4 

審査事項 SAE 

課題名 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 

申請者 内尾 祐司（整形外科学 教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

承認 

 

管理番号 20190720-1 種別 医学系研究 資料番号 5 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 直良 浩司（薬剤部 教授） 

審査内容  一般的に解析に必要な情報が欠落している症例があることを見込んで後方視

的研究は計画を立てるべきであり、後から対象期間延長は認めるべきではない

というように統一したほうが良いという意見があり、当委員会としては、後方
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視的研究での対象期間延長は認めず、症例が集積された時点で再度研究申請し

てもらうこととなった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

不承認 

 

研究計画書作成時において、欠落データが一定程度含まれることも考慮して

症例数及び研究期間を設定すべきであり、後方視的研究において当初の見込み

と異なっていたという理由での変更は認められない。本研究は、これまでに収

集したデータをまとめて終了すること。なお、必要な場合には、研究の内容を

再検討し、必要なデータが十分に揃っていることが見込まれた時点で新たな研

究として、研究計画書を作成し申請することは可能である。 

 

管理番号 20170726-4 種別 医学系研究 資料番号 6 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 

申請者 長井 篤（内科学第三 教授） 

審査内容 具体的な改善防止策を提出すること。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

保留 

 

今回の審査意見に対する回答書では、前回の予備審査の指摘事項である不適

切事案の発生した理由とその理由を含めた再発防止策としては不十分であるた

め、再度、発生原因を詳細に分析し具体的な再発防止策を提出すること。 

 

管理番号 20170822-2 種別 医学系研究 資料番号 7 

審査事項 研究終了報告 

課題名 進行・再発子宮頸癌に対する Paclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab 併用療法の有効

性に関する第Ⅱ相試験 

申請者 京 哲（産科婦人科学 教授） 

審査内容  前回審査での指摘事項のうち、主機関に承認書を提出していない理由は、失

念していたと回答を得た。 

また、プロトコール治療について、研究としては実施されていないが、保険診

療としても行っていないとのことであった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

受理 

 

管理番号 20171010-2 種別 医学系研究 資料番号 8 
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審査事項 申請取下げ 

課題名 虚血性心疾患における心筋血流 single photon emission computed  tomography 

(SPECT)検査で用いる新しい Dynamic SPECT 解析の評価 

申請者 岡﨑 浩一（循環器内科 医科医員） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

 

受理 

 

管理番号 20160422-1 種別 医学系研究 資料番号 9 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 慢性肝疾患に対するアセトアルデヒドとエタノールの影響 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 助教） 

審査内容 症例数超過の利湯が説明になっていないため、再度研究責任者に説明を求め

ることとなった。 

審査結果 全会一致で次の結果となった。 

保留 

 

今回の審査意見に対する回答書では、承認された症例数を大幅に超えて収集

した理由として、原発性胆汁性肝硬変と自己免疫性肝炎の症例数が少なかった

ためと記載されているが、承認された症例数を超えて収集した理由として理解

しがたいため、わかりやすく記載すること。 

 

 議題３ 迅速審査の結果の報告 

  委員長から、令和 2 年 4 月 9 日（木）に開催した医の倫理委員会（迅速審査）の審査結果に

ついて、申請件数 50 件のうち、承認が 23 件、保留が 27 件であった旨の報告があった。 

なお、詳細は以下のとおりである。 

1．研究の実施に係る申請であり、本学のみで実施するもの、または本学が主たる研究機関とな

る案件（13 件） 

管理番号 20200220-1 資料番号 10 

審査事項 研究の実施 

課題名 肝細胞がん患者におけるトレーシングレポートを用いた病院-薬局間の双

方向情報共有の有用性評価 

申請者 直良 浩司（薬剤部 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 
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管理番号 20200218-2 資料番号 11 

審査事項 研究の実施 

課題名 腓骨皮弁による下顎一次再建と二次再建の比較検討 

申請者 山川 翔（形成外科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200322-1 資料番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 高齢者における口腔機能の経時的変化と骨密度の関係性に関する縦断的

調査研究 

申請者 管野 貴浩（歯科口腔外科学 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200325-1 資料番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 慢性閉塞性肺疾患と関連するバイオマーカーの探索 

申請者 礒部 威（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 指摘事項修正後、保留（スタートアップミーティングを開催し、その実

施報告書を提出すること。） 

 

管理番号 20200205-1 資料番号 14 

審査事項 研究の実施 

課題名 胸部 CT 検診受診者における慢性閉塞性肺疾患と問診票の関連性に関す

る検討 

申請者 谷野 明里（呼吸器・化学療法内科 医科医員） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200209-1 資料番号 15 

審査事項 研究の実施 

課題名 転移性胃腫瘍の画像所見 
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申請者 吉田 理佳（放射線科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200321-2 資料番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 未閉経バセドウ病女性における椎体骨折リスクの検討 

申請者 野津 雅和（内科学第一 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200318-2 資料番号 17 

審査事項 研究の実施 

課題名 当院の慢性腎臓病教育入院の効果の検討 

申請者 福永 昇平（腎臓内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200323-1 資料番号 18 

審査事項 研究の実施 

課題名 肺動脈縮窄に対する人工心肺下、中心肺動脈形成＋体肺血流シャントの

研究 

申請者 中田 朋宏（心臓血管外科 講師） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200302-1 資料番号 19 

審査事項 研究の実施 

課題名 入院関連静脈血栓塞栓症(VTE)の発症率, 治療および予後に関する検討 

申請者 矢野 彰三（臨床検査医学 准教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 
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管理番号 20200313-1 資料番号 20 

審査事項 研究の実施 

課題名 出雲地域における発育性股関節形成不全症を対象とする乳児検診の現状

を明らかにする後方視的研究 

申請者 門脇 俊（整形外科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出す

ること。） 

 

管理番号 20200227-2 資料番号 21 

審査事項 研究の実施 

課題名 光干渉断層計による緑内障術中隅角観察所見の記述 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20191219-6 資料番号 22 

審査事項 研究の実施 

課題名 α-Gal 特異的 IgE 臨床性能試験 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留（スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出する

こと。） 

 

2．「1．」以外の案件（37 件） 

管理番号 20200305-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 先進医療としての腹腔鏡下広汎子宮全摘術の再発のリスク因子の後方視

的検証 

申請者 石川 雅子（婦人科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200127-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 膵癌早期発見のための新規スコアリングシステムの有用性に関する前向
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き観察研究 

申請者 森山 一郎（先端がん治療センター 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200130-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 好酸球性消化管疾患の原因食物同定に関する血中食物抗原特異的 IgG4 抗

体測定の有用性の検討 ―大阪市立大学による多施設共同研究― 

申請者 石村 典久（消化器内科 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200318-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 新規に進行卵巣癌と診断された患者の腫瘍組織 BRCA1/2 遺伝子変異の保

有率に関する横断研究 

申請者 佐藤 誠也（周産期母子医療センター 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200305-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 血漿中 DNA によるロルラチニブの効果予測に関する研究 

申請者 津端 由佳里（呼吸器・化学療法内科 講師） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200319-1 

審査事項 研究の実施 



 9 / 18 

課題名 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価 

申請者 二階 哲朗（集中治療部 准教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200317-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 非特異性多発性小腸潰瘍症に関する遺伝子変異の検索 

申請者 沖本 英子（消化器内科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200317-2 

審査事項 研究の実施 

課題名 日本における NAFLD に関して、超音波エラストグラフィ（フィブロスキ

ャン）と Fib4 index を用いた、有病率と線維化ステージ分布に関する多施

設共同前向き観察研究 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200317-3 

審査事項 研究の実施 

課題名 再発高リスク消化管間質腫瘍に対する完全切除後の治療に関する研究

(STAR ReGISTry)の追跡調査 

申請者 平原 典幸（消化器・総合外科学 准教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200318-4 
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審査事項 研究の実施 

課題名 A3243G ミトコンドリア糖尿病の多施設患者調査 

申請者 守田 美和（内分泌代謝内科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200327-1 

審査事項 研究の実施 

課題名 実臨床での小児ダニ舌下免疫療法の継続率および効果に関する調査 

申請者 羽根田 泰宏（小児科 助教） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20200318-5 

審査事項 研究の実施 

課題名 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の増悪認知ツール構築に関する研究 

申請者 礒部 威（呼吸器・臨床腫瘍学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み、侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

スタートアップミーティングを開催し、その実施報告書を提出すること。 

 

管理番号 20170216-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 肝線維化診断に関する超音波エラストグラフィ所見と病理組織所見との

比較 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171219-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 腺窩上皮型胃癌に関する遺伝子変異の検索 

申請者 柴垣 広太郎（光学医療診療部 准教授） 
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迅速審査の理由 軽微な変更、侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170110-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 急性腎障害障の処置に hANP 投与した患者に関するレトロスペクティブ

研究 

申請者 田邊 一明（内科学第四 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170726-4 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 

申請者 長井 篤（内科学第三 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20160422-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 慢性肝疾患に対するアセトアルデヒドとエタノールの影響 

申請者 飛田 博史（肝臓内科 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更、軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 保留 

 

管理番号 20150126-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 膝蓋骨靱帯の生体力学的評価 

申請者 桑田 卓（整形外科学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190131-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 谷戸 正樹（眼科学 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 
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審査結果 指摘事項修正後、承認 

 

管理番号 20150226-5 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 膝関節疾患における疼痛に関する生化学的・組織学的研究 

申請者 桑田 卓（整形外科学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20171015-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 香川 雄三（循環器内科 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160419-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 重篤な皮膚有害事象の診断・治療と遺伝子マーカーに関する研究 

申請者 森田 栄伸（皮膚科学 教授） 

迅速審査の理由 主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170529-1 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査：特発性造血

障害班赤芽球癆コホート調査 

申請者 池尻 文良（内科学第一 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190617-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 岡田 隆宏（先端がん治療センター 助教） 
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迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20170831-1 

審査事項 研究実施状況報告 

課題名 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 

申請者 直良 浩司（薬剤部 教授） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190927-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 勝部 敬（放射線部 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20141226-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 靱帯再建膝前後の生化学的・生体力学的評価および膝関節固有感覚に関

する研究 

申請者 桑田 卓（整形外科学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180717-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 池尻 文良（内科学第一 助教） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180518-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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
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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 

申請者 岡田 隆宏（先端がん治療センター 助教） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20130514-2 

審査事項 研究実施状況報告、研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 三瀧 真悟（脳神経内科 講師） 

迅速審査の理由 軽微な侵襲のみ・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20180219-3 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 高橋 勉（内科学第三 助教） 

迅速審査の理由 軽微な変更、主たる研究機関で承認済み 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190820-4 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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） 

申請者 大野 智（臨床研究センター 教授） 

迅速審査の理由 軽微な変更 

審査結果 承認 

 

管理番号 20190625-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 杉浦 弘明（すぎうら医院） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20160531-2 
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審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 岡田 隆宏（先端がん治療センター 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200108-1 

審査事項 研究計画等の変更 

課題名 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 

申請者 小川 典子（解剖学発生生物学 助教） 

迅速審査の理由 侵襲・介入なし 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200403-1 

審査事項 症例報告 

課題名 External iliac artery injury and thrombosis during laparoscopic gynecologic 

surgery 

申請者 石川 雅子（婦人科 助教） 

迅速審査の理由 症例報告 

審査結果 承認 

 

管理番号 20200410-1 

審査事項 症例報告 

課題名 Survival from neutropenic enterocolitis-induced sepsis and DIC after 

chemotherapy for endometrial cancer: A case report.” 

申請者 石川 雅子（婦人科 助教） 

迅速審査の理由 症例報告 

審査結果 承認 

 

議題４ 研究終了報告（28 件）                           資料番号 40 

 委員長から、資料のとおり研究責任者より 28 件の研究報告書が提出された旨の報告があった。 

管理番号 課題名 研究責任者 

20101118-2 日本における CLL、HCL および類縁疾

患の実態調査 

鈴宮 淳司 

（先端がん治療センター 教

授） 

20120803-1 食道癌術後化学療法としての DCF 療法 平原 典幸 
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の忍容性の検討 （消化器・総合外科学 准教

授） 

20131018-1 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 

（先進医療管理センター 助

教） 

20141118-1 新世代治療導入後の未治療 NK/T 細胞リ

ンパ腫における治療実態把握と予後予

測モデル構築を目的とした国内および

東アジア多施設共同後方視的調査研究 

高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20150127-1 アグレッシブ ATL 前向きコホート研究 高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20150924-2 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） 

20151127-6 抗 GM-CSF 抗体陰性で血中・肺胞洗浄液

中 GM-CSF 陽性の特発性肺胞蛋白症の

発症に関連する遺伝子の解析 

濱口 俊一 

（呼吸器・化学療法内科 助

教） 

20151130-2 アグレッシブ ATL 前向きコホート研究 

附随研究/検体バンキング 

高橋 勉 

（内科学第三 助教） 

20170130-3 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） 

20170425-1 膵 癌 の 検 出 に お け る Computed 

Diffusion-Weighted MR Imaging の有用性

について 

吉田 理佳 

（放射線医学 助教） 

20170628-2 糖尿病患者の歯周病についての理解度

の解析と保険薬局薬剤師が医科歯科連

携に参画する有用性の検討 

守田 美和 

（内分泌代謝内科 助教） 

20170628-2 糖尿病患者の歯周病についての理解度

の解析と保険薬局薬剤師が医科歯科連

携に参画する有用性の検討 

高木 康介 

（一般社団法人 島根県薬剤

師会 薬剤師） 

20170628-2 糖尿病患者の歯周病についての理解度

の解析と保険薬局薬剤師が医科歯科連

携に参画する有用性の検討 

手納 信一 

（手納医院 院長） 
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20170720-1 原発性糸球体腎炎を原因とするネフロ

ーゼ症候群に対するミゾリビン OD 錠の

安全性と血中濃度の検討 

伊藤 孝史 

（ワーキング・イノベーショ

ンセンター 准教授） 

20171220-8 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） 

20180219-2 超音波ガイド下傍脊椎ブロックの薬液

の広がりに関する前向き観察研究 

佐倉 伸一 

（手術部 教授） 

20180219-4 神経疾患関連遺伝子の研究 長井 篤（代理：山口修平） 

（内科学第三 教授） 

20180420-5 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 

（先進医療管理センター 助

教） 

20180620-2 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） 

20180719-2 島根県における思春期と若年成人のが

ん患者さんとご家族の実態調査 

竹谷 健 

（小児科学 教授） 

20180918-1 EBV 移植後リンパ増殖症に対しテトラ

マー解析が行われた患者の予後に関す

る後方視的研究 

鈴木 律朗 

（臨床研究センター 准教

授） 

20180918-2 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） 

20180920-5 胞状奇胎の掻爬回数と続発症頻度に関

する調査研究 

中山 健太郎 

（産科婦人科学 准教授） 

20181119-2 座位姿勢における骨盤アライメントに

影響を与える因子の検討〜おむつの装

着方法での変化〜 

佐藤 千晃 

（リハビリテーション部 作

業療法士） 

20190415-1 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） 

20170413-2 第 12 次 ATL 全国実態調査研究 鈴宮 淳司 

（先端がん治療センター 教

授） 

20060105-1 ヒト精子、ヒト卵子及び受精卵凍結保存

による不妊治療 

折出 亜希（代理：宮崎康二） 

（婦人科 講師） 



 18 / 18 

20060105-2 GnRH アンタゴニストを用いた不妊治療 折出 亜希（代理：宮崎康二） 

（婦人科 講師） 

 

 

 

 次回（本審査）の開催予定：令和 2 年 5 月 25 日（月）、15 時 


