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20200127-3 4499 EPSS
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き観

察研究
森山 一郎

先端がん治療センター

（がん臨床研究部門）
助教 医学系研究 実施 2021/7/12 2024/9/30

20200213-1 4757 胆膵微生物 胆道結石や膵石形成における胆道・膵管内微生物の関与の研究 園山 浩紀 消化器内科 助教 医学系研究 実施 2021/11/29 2025/3/31

20200810-1 4854 免疫チェックポイント阻害薬使用症例に生じた他剤による薬疹の後ろ向き観察研究 新原 寛之 皮膚科 講師 医学系研究 実施 2021/8/12 2022/3/31

20200916-3 4951 J-POPS2
日本における限局性前立腺がんに対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法の長期
予後に関する継続予後調査研究

椎名 浩昭 泌尿器科学講座 教授 医学系研究 実施 2021/9/7 2030/3/31

20200916-4 4952 J-POP2付随

日本における限局性前立腺がんに対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法の長期
予後に関する継続予後調査研究（付随研究）付随研究：非通院患者の予後に関する
郵送調査

椎名 浩昭 泌尿器科学講座 教授 医学系研究 実施 2021/9/7 2030/3/31

20201026-1 4996
糖尿病患者の肺において血液の酸素化により活性化する組織障害因子の検討

槇野 裕文 内分泌代謝内科 医科医員 医学系研究 実施 2021/8/12 2025/3/31

20201222-3 5197 MOCHI 気道異物による窒息に対する多施設前向き観察研究 室野井 智博 高度外傷センター 助教 医学系研究 実施 2021/8/12 2023/3/31

20201224-2 5201 胃原発NEC切除後症例を対象とした多施設共同後方視的研究 平原 典幸
外科学講座（消化器・

総合外科学）
准教授 医学系研究 実施 2021/7/7 2022/12/31

20200923-1 5287

がん治療中の親をもつ小学生の子どもたちへのグループサポートによる親子

の変化～CLIMB®プログラムの効果～ 金井 理恵 小児科 講師 医学系研究 実施 2021/10/26 2023/8/31

20210120-3 5291 自己免疫性辺縁系脳炎の病態を反映したバイオマーカーの探索 長井 篤
内科学講座（内科学第

三）
教授 医学系研究 実施 2021/8/12 2024/3/31

20210128-1 5339
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対するア
ンケート調査

杉浦　智子 すぎうら医院 副院長 医学系研究 実施 2021/4/6 2023/3/31

20210128-1 5340
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対するア
ンケート調査

川上　誠 玉造病院 副院長 医学系研究 実施 2021/4/6 2023/3/31

20210128-2 5350 膵癌腹膜転移に対する有効な治療法を検討するための多施設共同後ろ向き研究 川畑 康成 肝・胆・膵外科 講師 医学系研究 実施 2021/7/7 2022/3/31

20210222-2 5403
口腔外科領域の医療従事者におけるSARS-CoV-2抗体保有率の多施設共同血清疫
学調査

管野　貴浩 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/4/2 2021/9/30

20210128-1 5405
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対するア
ンケート調査

村川　洋子 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/4/6 2023/3/31
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20210215-1 5406 ステロイド治療時における最適なCMV感染症予防についての研究 森山　繭子 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/4/6 2025/3/31

20210225-2 5407 PFAS観察研究
花粉食物アレルギー症候群の診断における好塩基球活性化試験の有用性に関する
観察研究

千貫　祐子 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/4/6 2022/12/31

20210219-2 5408 炎症性腸疾患における新規生物学的製剤の短期・長期的な治療効果に関する検討 川島　耕作 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/4/6 2024/3/31

20210316-1 5409
医学生が敗血症治療を学ぶ学習ツールとしてscreen based simulationの有用性を
検証するための観察研究

二階 哲朗 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/4/14 2022/12/31

20210115-2 5410 SCALE1
消化器症状を有する成人および小児を対象とした機能性腸疾患と炎症性腸疾患の鑑
別における金コロイド凝集法 便中カルプロテクチン測定試薬臨床性能試験

石原　俊治 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/4/14 2022/12/31

20201218-1 5411 コリン性蕁麻疹に関するレジストリの構築 森田　栄伸 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/4/14 2026/3/31

20210128-1 5422
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対するア
ンケート調査

長谷川　泰之 鳥取県立中央病院 部長 医学系研究 実施 2021/4/14 2023/3/31

20190820-2 5423 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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2019/11/22 2022/12/31

20190820-2 5424 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 小林 弘典 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/11/22 2022/12/31

20160328-1 5425 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2016/4/13 2023/10/31

20160328-1 5426 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/4/13 2023/10/31

20200220-1 5427
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

直良 浩司 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/4/30 2022/3/31

20200220-1 5428
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

直良 浩司 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/4/30 2022/3/31

20191031-1 5429
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 島根大学 准教授 医学系研究 実施状況報告 2020/1/7 2026/3/31

20191031-1 5430
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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/1/7 2026/3/31
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20171220-6 5431 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 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2018/1/11 2024/3/31

20171220-6 5432 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 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2018/1/11 2024/3/31

20200217-1 5433
非経口治療が必要な患者におけるパーキンソン病薬物治療の有効性と安全性向上
のための後方視的研究

直良 浩司 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/4/9 2021/12/31

20161219-1 5434
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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2017/1/11 2024/9/30

20181211-1 5435
質量分析計を用いた先天代謝異常検査による先天代謝異常症の詳細な病態把握の
検討

小林 弘典 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/3/7 2023/12/31

20190517-2 5436 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 小林 弘典 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/7/18 2023/3/31

20200618-2 5437 脂肪酸代謝異常症に対する解熱剤の影響 小林 弘典 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/8/21 2023/3/31

20170628-1 5438 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/8/8 2022/3/31

20170628-1 5439 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 藤本口腔外科医院 副院長 医学系研究 変更申請 2019/10/19 2022/3/31

20191219-6 5440 α-Gal臨床性能試験 α-Gal特異的IgE臨床性能試験 森田 栄伸 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/4/24 2021/12/31

20200825-1 5441
新規高機能人工肺
の開発研究

局所温度制御とノンファウリング技術により人工肺の耐久性と生体適合性改善を目指
す新規高機能人工肺の開発研究

織田 禎二 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/11 2023/3/31

20191129-1 5442 the TRAIT study
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/2/10 2023/5/31

20180420-9 5443 外傷画像のcomputer-aided diagnosisシステムの研究 比良 英司 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2018/5/9 2024/3/31

20200605-4 5444 NEJ021C
高感度多遺伝子検査システムMINtSによる，細胞診検体を用いた肺癌druggable遺
伝子変異検索

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/8/6 2022/8/31

20210220-2 5445
口腔癌切除後の顎口腔欠損をオトガイ下皮弁変法で再建した症例に関する臨床的検
討

狩野　正明 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/4/16 2021/6/30
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20210224-1 5446 DeepL_MRA Deep Learningを活用したMRAにおける頸動脈狭窄領域の自動検出 北垣　一 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/4/16 2022/12/28

20200902-1 5449 入院を要する活動性潰瘍性大腸炎に対する治療エビデンスの構築 石原　俊治 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/4/23 2022/12/31

20171117-2 5450 先天代謝異常症の診断に関わる種々の検査の提供 小林 弘典 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2017/12/25 2022/12/31

20210317-1 5453
治療関連急性骨髄性白血病において原発悪性腫瘍に対する治療が同種移植成績に
及ぼす影響の検討

高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/11 2025/3/31

20210312-1 5457 挿管・人工呼吸器治療を実施した高齢呼吸不全例に関する検討 中島 和寿 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/12 2023/3/31

20210329-1 5458 STARLIGHT study

Singleplex 検査で遺伝子変異未検出の非扁平上皮非小細胞肺癌を対象とするcell 

free DNA を用いた Guardant360 によるMultiplex 遺伝子解析に関する前向き観察
研究

中島 和寿 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/12 2023/1/31

20210329-3 5459 ANTARES study
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発食道扁平上皮癌に対する
Nivolumab療法におけるバイオマーカー探索を含む前向き観察研究

田村 研治 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/5/13 2024/9/30

20210426-3 5460 唾液の混在がウイルスの生存に与える影響の研究 吉山 裕規 微生物学講座 教授 医学系研究 実施 2021/6/2 2025/3/31

20210424-2 5461
食行動関連遺伝子

多型研究
食行動を介して生活習慣病に影響を及ぼす遺伝子多型に関する研究 山﨑 雅之

人間科学部（医学部兼

任）
准教授 医学系研究 実施 2021/5/28 2026/3/31

20210426-1 5464 肝炎ウイルス（検診） 検診機関における肝炎ウイルス検査の受検率と陽性率の評価 飛田 博史
肝疾患相談・支援セン

ター
センター長 医学系研究 実施 2021/6/1 2023/3/31

20210430-1 5466
COVID-19ワクチン
接種IgG測定

当院職員を対象とした、COVID-19ワクチン接種後のIgG推移に関する研究 竹谷 健 小児科学講座 教授 医学系研究 実施 2021/5/25 2022/12/31

20131116-1 5468 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2013/12/19 2023/3/31

20180920-1 5469 IBMCI 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5470 IBMCI 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 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5471 IBMCI 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

新規事業開発
室　室長

医学系研究 変更申請 2018/11/5 2021/6/30
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20180920-1 5472 IBMCI 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 ユニット長 医学系研究 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20190513-2 5473
NEJ041/CS-

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 香川大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5474
NEJ041/CS-

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

高知大学医学部附属病
院

病院教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5475
NEJ041/CS-

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 福山市民病院 科長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5476
NEJ041/CS-

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 愛媛県立中央病院 主任部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5477
NEJ041/CS-

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 岡山市立市民病院 部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5478
NEJ041/CS-

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 聖マリアンナ医科大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5479
NEJ041/CS-

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 岩手医科大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5480
NEJ041/CS-

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 山形大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5481
NEJ041/CS-

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 KRR札幌医療センター 部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5482
NEJ041/CS-

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

総合病院国保旭中央病
院

部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5483
NEJ041/CS-

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 岡山大学病院 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5484
NEJ041/CS-

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

高知県厚生農業協同組
合連合会JA高知病院

特任教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5485
NEJ041/CS-

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 関西医科大学 診療教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5486
NEJ041/CS-

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 広島市立広島市民病院 主任部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30
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20190513-2 5487
NEJ041/CS-

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 川崎医科大学 主任教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5488
NEJ041/CS-

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

独立行政法人国立病院
機構岡山医療センター

医長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5489
NEJ041/CS-

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 山口大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20210128-1 5490
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と
患者の意識に対するアンケート調査

山崎 章
鳥取大学医学部附属病
院

教授 医学系研究 実施 2021/5/13 2023/3/31

20120425-1 5500 JALSG-ALL-CS-12
研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象とした5年生存率に関す
る前向き臨床観察研究

高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2012/5/9 2021/9/30

20130127-1 5501 小児固形腫瘍観察研究 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2013/2/6 2024/12/31

20130127-1 5502 小児固形腫瘍観察研究 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2013/2/6 2024/12/31

20150430-2 5503 全身疾患誘発性口腔細菌の検出・解析に関する研究 和田 孝一郎 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2015/5/12 2024/3/31

20151019-2 5504
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2015/11/11 2022/5/31

20151019-3 5505 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2015/11/11 2024/9/30

20160428-5 5506
Preserving sample 

in uSCT
非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2016/5/12 2026/4/30

20160531-1 5507 算数課題と意思決定 長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2016/6/8 2026/3/31

20170614-1 5508 機能性消化管障害のRome IV基準研究 川島 耕作 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2017/9/29 2022/3/31

20170614-1 5509 機能性消化管障害のRome IV基準研究 川島 耕作 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2017/9/29 2022/3/31

20170620-3 5510 JALSG-CS-17

JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML症例に対して施

行された治療方法と患者側因子が5年生存率に及ぼす影響を検討する観察研究（前
向き臨床観察研究）

高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2017/7/12 2028/2/28
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20170730-1 5511
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

礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2017/8/9 2024/3/31

20170730-1 5512
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

礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/8/9 2024/3/31

20180111-1 5513 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/2/14 2027/12/11

20180420-9 5514 外傷画像のcomputer-aided diagnosisシステムの研究 比良 英司 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2018/5/9 2024/3/31

20180719-4 5515
日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象としたVEGFR-TKI治療後の
アキシチニブの安全性と有効性に関する多施設共同後方視的観察研究

椎名 浩昭 島根大学 病院長 医学系研究 変更申請 2018/8/8 2023/3/31

20190214-2 5516
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/3/13 2028/2/28

20190312-1 5517 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/4/10 2024/3/31

20190513-2 5518
NEJ041/CS-

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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/7/30 2023/9/30

20190517-3 5519
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/6/28 2029/3/31

20190619-2 5520
JALSG-CS-11-

MDS-SCT
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2019/8/16 2023/3/31

20190619-2 5521
JALSG-CS-11-

MDS-SCT
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/8/16 2023/3/31

20190809-1 5522 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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/9/30 2024/12/31

20190924-2 5523
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/12/5 2021/11/30

20190924-2 5524
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/12/5 2021/11/30

20191219-6 5525 α-Gal臨床性能試験 α-Gal特異的IgE臨床性能試験 千貫 祐子 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/4/24 2021/12/31
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20200302-1 5526 hrVTE研究 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 矢野 彰三 島根大学 准教授 医学系研究 実施状況報告 2020/4/28 2024/3/31

20200302-1 5527 hrVTE研究 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 矢野 彰三 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/4/28 2024/3/31

20200305-2 5528 血漿中DNAによるロルラチニブの効果予測に関する研究 津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/5/12 2022/2/18

20200605-4 5529 NEJ021C
高感度多遺伝子検査システムMINtSによる，細胞診検体を用いた肺癌druggable遺
伝子変異検索

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/8/6 2022/8/31

20200713-1 5530
肝生検を施行された脂肪肝患者における肝病態及び肝外合併症の疫学に関する多
施設共同研究

飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2020/8/26 2025/3/31

20200813-2 5531 肝疾患克服の研究基盤としてバイオリソースバンクの構築 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2020/10/9 2025/8/31

20200814-1 5532 ARAF/RAF1 ARAFまたはRAF1遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者の実態調査 中尾 美香 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/10/6 2022/3/31

20200817-1 5533 NEJ044
肺大細胞神経内分泌がん (LCNEC) におけるアテゾリズマブと化学療法併用療法の

多施設共同非介入前向き観察研究（NEJ044）
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/10/2 2025/6/30

20200901-1 5534 LC-SCRUM-TRY
非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/10/22 2030/9/30

20200911-1 5535 好酸球性消化管疾患に対する各種治療の効果と治療後経過に関する検討 石村 典久 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/10/23 2024/3/31

20200914-1 5536 J-TAIL-2
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌（ED-

SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/11/5 2024/7/31

20201019-1 5537
Breath AERO-L 

study
呼気中アセトアルデヒド/エタノール濃度比とNAFLD 線維化の関連性に関する研究 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2020/12/15 2025/10/5

20201027-1 5538 幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討-国内多施設共同研究- 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/12/22 2025/12/31

20210129-2 5539 米ぬか含有導尿バッグ用カバーによる防臭・消臭効果の検討 林田　健志 島根大学 診療科長 医学系研究 実施 2021/5/13 2024/3/31

20210129-1 5540 医療費削減に資する“湿布依存”の実態調査研究 佐藤　利栄 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/13 2022/3/31
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20210218-1 5541
クローン病の小腸病変の評価における血清LRGと便中カルプロテクチンの有用性の
比較検討

岸本　健一 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/5/17 2026/3/31

20210205-1 5542
Bevacizumab併用化学療法後の再発卵巣癌のプラチナ製剤free期間と化学療法効
果の後方視的再検討

石川　雅子 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/17 2021/7/31

20210419-1 5543
FBMTG-COVID-19-

VAC

造血幹細胞移植後患者に対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ワクチンの
有効性および安全性の観察

高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/19 2023/12/31

20210329-4 5544 島根県における早産症例の検討 原 友美 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/20 2024/3/31

20210325-1 5545
HSCT後せん妄に関
する研究

造血幹細胞移植後せん妄の生命予後への影響と罹患リスク因子についての後方視
的研究

大朏 孝治 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/5/20 2023/12/31

20210324-1 5546 常染色体優性多発性嚢胞腎に対する診療についての検討 福永 昇平 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/5/21 2024/12/31

20210415-3 5547 COVID-19流行期前後におけるANCA関連血管炎の臨床像に関するコホート研究 伊藤 孝史 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/5/21 2024/12/31

20171120-10 5549
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

片山 望 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2017/12/25 2023/12/31

20190130-1 5550
開放隅角緑内障に対する白内障手術時併用眼内ドレーンiStentトラベキュラーマイク
ロバイパスステントシステムの有効性に関するランダム化並行群間比較試験

谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/2/13 2021/9/30

20190807-1 5551 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/12/6 2028/8/31

20191203-1 5552
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/2/18 2023/12/31

20191203-1 5553
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 実施状況報告 2020/2/12 2023/12/31

20191203-1 5554
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 吉川眼科クリニック 院長 医学系研究 実施状況報告 2020/3/11 2023/12/31

20131116-1 5555 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2013/12/19 2023/3/31

20180920-1 5556 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/11/5 2021/6/30



島根大学医学部医学研究倫理委員会  2021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 開始日 終了予定日

20180920-1 5557 IBMCI 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 実施状況報告 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5558 IBMCI 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

新規事業開発
室　室長

医学系研究 実施状況報告 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5559 IBMCI 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 ユニット長 医学系研究 実施状況報告 2018/11/5 2021/6/30

20190513-2 5560
NEJ041/CS-

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 香川大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5561
NEJ041/CS-

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

高知大学医学部附属病
院

病院教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5562
NEJ041/CS-

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 福山市民病院 科長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5563
NEJ041/CS-

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 岡山市立市民病院 部長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5564
NEJ041/CS-

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 愛媛県立中央病院 主任部長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5565
NEJ041/CS-

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 山口大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5566
NEJ041/CS-

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

独立行政法人国立病院
機構岡山医療センター

医長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5567
NEJ041/CS-

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 岩手医科大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5568
NEJ041/CS-

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 聖マリアンナ医科大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5569
NEJ041/CS-

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 川崎医科大学 主任教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5570
NEJ041/CS-

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 広島市立広島市民病院 主任部長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5571
NEJ041/CS-

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 山形大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30
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20190513-2 5572
NEJ041/CS-

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 KRR札幌医療センター 部長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5573
NEJ041/CS-

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

総合病院国保旭中央病
院

部長 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5574
NEJ041/CS-

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 関西医科大学 診療教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5575
NEJ041/CS-

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

高知県厚生農業協同組
合連合会JA高知病院

特任教授 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20190513-2 5576
NEJ041/CS-

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 岡山大学病院 講師 医学系研究 実施状況報告 2019/10/9 2023/9/30

20181030-1 5577
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 島根大学 助教 医学系研究 有害事象報告 2018/11/29 2023/6/30

20191129-1 5578 the TRAIT study
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 島根大学 教授 医学系研究 有害事象報告 2020/2/10 2023/5/31

20210420-1 5581 ELIXIR
切除不能肝細胞癌患者に対するAtezolizumab+Bevacizumab併用療法の多施設共
同前向き観察研究

飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 実施 2021/5/24 2025/9/30

20210412-1 5584 HAPPI study 外反母趾の頻度と関連する因子についての全国規模の横断研究 今出 真司 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/6/1 2022/12/31

20210423-2 5585 HBV感染者とHCV感染者の拾い上げの試み 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 実施 2021/6/1 2023/3/31

20210323-1 5587 浅側頭動脈を用いた血行再建術後の創部に関する後ろ向き調査 吉金 努 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/6/1 2023/3/31

20210415-2 5590 JCOG1302A2 進行胃癌に対する術前病期診断による予後予測能についての附随研究 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/6/2 2024/3/23

20210408-1 5591
食道扁平上皮癌に対する根治的FOLFOX-RTおよび緩和的FOLFOX療法の観察研
究

田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/6/2 2023/12/31

20200130-1 5600

GT-Aの有用性に関

する他施設共同研

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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/3/10 2022/12/31

20200130-1 5601

GT-Aの有用性に関

する他施設共同研

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

高尾 成久
八重垣レディースクリ

ニック
院長 医学系研究 変更申請 2021/2/9 2022/12/31
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20171213-1 5608 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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2018/1/11 2022/3/31

20171213-1 5609 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/1/11 2022/3/31

20200318-4 5610 A3243Gミトコンドリア糖尿病の多施設患者調査 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2020/5/7 2022/3/31

20200318-4 5611 A3243Gミトコンドリア糖尿病の多施設患者調査 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/5/7 2022/3/31

20150924-2 5612 JAS 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
野津 雅和 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2015/10/14 2023/6/30

20160217-1 5613 CEREBs 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/3/9 2042/3/31

20160217-1 5614 CEREBs 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 三瀧 真悟
ヘルスサイエンスセン
ター島根

非常勤医師 医学系研究 変更申請 2016/3/9 2042/3/31

20190513-2 5615
NEJ041/CS-

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 岡山大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/9/30

20190517-3 5616
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/6/28 2041/3/31

20200526-1 5617
精神科薬物療法の向上とポリファーマシー解消における電気痙攣療法（ECT）

の有用性評価
直良 浩司 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/6/26 2022/3/31

20200831-1 5618 PROMISE Study 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/24 2035/12/31

20200911-2 5619 IBiS

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを

用いた診断標準化に基づく疫学データの創出―AI診断システムと新規バイオマー

カーの開発―

礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/24 2027/12/31

20210115-2 5620 SCALE1

消化器症状を有する成人および小児を対象とした機能性腸疾患と炎症性腸疾

患の鑑別における金コロイド凝集法 便中カルプロテクチン測定試薬臨床性能

試験

石原 俊治 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/4/14 2022/12/31

20210128-1 5621
Cervical Carcinoma 

in SLE

全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対

するアンケート調査
村川 洋子 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/4/6 2023/3/31

20210128-1 5622
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と
患者の意識に対するアンケート調査

山崎 章 鳥取大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/5/13 2023/3/31
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20210128-1 5623
Cervical Carcinoma 

in SLE
全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対するア
ンケート調査

長谷川 泰之 鳥取県立中央病院 部長 医学系研究 変更申請 2021/4/14 2023/3/31

20210128-1 5624
Cervical Carcinoma 

in SLE

全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対

するアンケート調査
杉浦 智子 すぎうら医院 副院長 医学系研究 変更申請 2021/3/10 2023/3/31

20210128-1 5625
Cervical Carcinoma 

in SLE

全身性エリテマトーデス患者における子宮頸癌の発病頻度と患者の意識に対

するアンケート調査
川上 誠 玉造病院 部長 医学系研究 変更申請 2021/3/10 2023/3/31

20210129-1 5626 医療費削減に資する“湿布依存”の実態調査研究 佐藤 利栄 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2021/5/13 2022/3/31

20210219-2 5627
炎症性腸疾患における新規生物学的製剤の短期・長期的な治療効果に関する

検討
川島 耕作 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2021/4/6 2024/3/31

20210415-1 5629 球麻痺型筋萎縮性側索硬化症と口腔内細菌叢との関連に関する研究 川島 史祥 島根大学 臨床検査技師 医学系研究 実施 2021/6/14 2028/3/31

20210523-4 5632
島根大学医学部附属病院泌尿器科におけるロボット支援手術の後ろ向き観察

研究
安本 博晃 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/6/17 2022/3/31

20210517-1 5633 NEJ051
進行・再発 非小細胞肺癌におけるPD1阻害薬と化学療法併用後のドセタキセ

ルラムシルマブの効果・予後を評価するための多施設後方視研究
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/6/17 2021/12/31

20210519-1 5634 J-TAIL-2附随

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌（ED-

SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究：（J-

TAIL-2）におけるバイオマーカー探索研究

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/6/17 2024/7/31

20210524-3 5635 プロテオミクス手法による各種アレルギー疾患の要因解析 千貫 祐子 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/6/17 2025/3/31

20210524-2 5636 脳小血管病の遺伝子解析研究 長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/6/18 2026/2/24

20210329-2 5638
日本外傷データバンク（JTDB）を用いた、緊急手術を必要とする重症外傷患

者における来院時間から手術開始までの時間と院内死亡に関する検討
松本 亮 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/6/21 2026/3/31

20210526-1 5639
潰瘍性大腸炎患者における好中球細胞質抗体（ANCA : anti-neutrophil 

cytoplasmic antibody)と薬剤治療効果の検討
川島 耕作 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/6/24 2024/12/31

20200130-1 5641

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 島根大学 准教授 医学系研究 実施状況報告 2020/3/10 2022/12/31

20150813-1 5642 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2015/9/30 2027/3/31
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20160823-3 5643 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2016/10/31 2022/3/31

20160823-3 5644 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 千貫 祐子 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2016/10/31 2022/3/31

20210424-1 5645 ペマフィブラートのインスリン分泌および食後血糖値に与える影響 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/6/28 2023/7/1

20210523-1 5656
高齢2型糖尿病合併非アルコール性脂肪性肝疾患に対するSGLT2阻害薬治療の

検討
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 実施 2021/7/6 2022/3/31

20210523-2 5657
定位放射線治療施

行HCC患者の調査
肝細胞癌に対する金マーカーを用いた定位放射線治療の有効性に関する調査 矢﨑 友隆 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/7/6 2023/3/31

20210523-3 5658

当院における
Atezolizumab/Beva

cizumab治療の現状
当院における肝癌に対するAtezolizumab/Bevacizumab治療の現状 片岡 祐俊 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/7/6 2023/3/31

20210521-2 5661 COVID-19ワクチンの免疫学的効果の検証 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/7/9 2023/9/30

20210510-1 5662
日本人における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する重症化因子の探索

-多施設共同後ろ向き観察研究-
城 有美 感染制御部 助教 医学系研究 実施 2021/7/12 2022/6/30

20210521-1 5664 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 小山 千草 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/7/13 2026/5/31

20210621-1 5665 糖尿病啓発活動の効果調査 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/8/27 2023/7/1

20210625-2 5667 ソブリアード研究 シメプレビルナトリウム市販前後における有効性・安全性の比較研究 關 真美 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/8/18 2022/7/31

20210623-1 5668
高齢者下眼瞼皮膚悪性腫瘍に対する顔面横動脈穿通枝皮弁を用いた再建の検

討
山川 翔 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/7/27 2023/3/31

20210625-1 5670 難病療養における介護負担軽減に向けたリスク因子の解明 森脇 繁登 島根大学
主任作業療法

士
医学系研究 実施 2021/8/19 2024/3/31

20210619-1 5671 腹水濾過濃縮再静注法の有用性と安全性の検討 福永 昇平 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/7/29 2025/12/31

20210625-3 5672 出雲市におけるCKD重症化予防対策の有効性 伊藤 孝史 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/7/30 2023/3/31
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20210608-1 5673
アグレッシブATLの予後に影響する因子について検討する多施設共同前向き観察研
究 高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/8/5 2031/3/31

20210614-1 5674
外傷診療におけるVRを活用した遠隔臨床実習プラットフォーム構築に関する

研究
比良 英司 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/8/25 2024/3/31

20210617-1 5675 同種造血幹細胞輸注関連有害事象と移植合併症の相関の前向き臨床観察研究 高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/8/5 2026/3/31

20210624-2 5676  J-OCTET2
外傷早期の凝固線溶障害と治療・転帰との関連を解明するための多施設共同

観察研究 2
室野井 智博 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/11/17 2022/3/31

20150227-1 5677 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 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2020/9/9 2021/9/30

20180720-3 5678 HORIZON study
高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共

同後方視的観察研究
岡田 隆宏 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2018/8/8 2021/5/31

20180720-3 5679 HORIZON study
高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共

同後方視的観察研究
岡田 隆宏 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/8/8 2021/5/31

20200228-2 5680 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/3/26 2025/3/31

20200228-2 5681 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/3/26 2025/3/31

20160315-1 5685 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/4/13 2024/9/30

20180920-1 5686 IBMCI 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5687 IBMCI 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 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5688 IBMCI 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

新規事業開発

室　室長
医学系研究 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20180920-1 5689 IBMCI 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 ユニット長 医学系研究 変更申請 2018/11/5 2021/6/30

20181030-1 5690
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/11/29 2023/6/30
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20190320-4 5691 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/4/10 2023/6/30

20190710-1 5692 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 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2020/12/9 2021/9/30

20200806-1 5693
Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の範囲診断における胃内空気量の影響に関す

る検討
柴垣 広太郎 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/9/18 2024/10/31

20201027-1 5694 幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討-国内多施設共同研究- 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/12/22 2025/12/31

20201225-1 5695 D L-BAIBA
質量分析（LC-MS/MS）を使用したDおよびL-β-aminoisobutyric acid (D, L-

BAIBA)の定量化と生活習慣病リスクの関連性に関する観察研究
外山 雄大 島根大学 研究員 医学系研究 変更申請 2021/3/3 2024/3/31

20201228-2 5696 BAIBA測定条件
質量分析（LC-MS/MS）を使用したDおよびL-β-aminoisobutyric acid (D, L-

BAIBA)の定量化に適した測定系の検討
外山 雄大 島根大学 研究員 医学系研究 変更申請 2021/3/3 2021/3/31

20210114-1 5697 Helicobacter pylori未感染胃における腸上皮化生の検討 柴垣 広太郎 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/3/10 2024/3/31

20210426-2 5698 指尖センサーで測定したストレスマーカーと生活習慣病との関連解析 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2021/6/11 2023/3/31

20190105-1 5699 HPPマーカー試験
周産期型および乳児型低ホスファターゼ症の病勢を反映する臨床的マーカー

の探索
竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/5/14 2022/12/31

20150227-1 5700 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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/9/9 2021/9/30

20160217-1 5701 CEREBs 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/9/9 2042/3/31

20160513-1 5702
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2016/6/8 2026/3/31

20170730-1 5703
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
礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/8/9 2024/3/31

20180111-1 5704 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/2/14 2027/12/11

20190330-1 5705
分子標的治療薬の

止め時試験
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多施設観察研究 堀田 尚誠 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/4/10 2023/3/31
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20190513-2 5706
NEJ041/CS-

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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/7/30 2023/9/30

20190517-3 5707
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/6/28 2041/3/31

20200305-2 5708 血漿中DNAによるロルラチニブの効果予測に関する研究 津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/5/12 2022/2/18

20200401-1 5709 島根県における関節リウマチ患者の実態調査 近藤 正宏 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/5/26 2021/12/31

20200403-3 5710 COVID- 19 Registry COVID-19に関するレジストリ研究 礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/10/14 2023/1/31

20200605-3 5711 CS-Lung Rare
希少な呼吸器疾患の診療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
堀田 尚誠 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/7/21 2028/3/31

20200817-1 5712 NEJ044
肺大細胞神経内分泌がん (LCNEC) におけるアテゾリズマブと化学療法併用療

法の多施設共同非介入前向き観察研究（NEJ044）
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/10/2 2025/6/30

20200831-1 5713 PROMISE Study 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/24 2035/12/31

20200901-1 5714 LC-SCRUM-TRY
非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/10/22 2030/9/30

20200911-2 5715 IBiS

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを

用いた診断標準化に基づく疫学データの創出―AI診断システムと新規バイオマー

カーの開発―

礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/24 2027/12/31

20200914-1 5716 J-TAIL-2

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌

（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察

研究

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/11/5 2024/7/31

20210426-4 5717 ABRAID Study

ALK陽性進行期非小細胞肺がんに対する1次治療における、及びアレクチニブ

治療後2次または3次治療におけるブリグチニブに関する多施設共同前向き観

察研究

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2021/5/21 2025/3/31

20210422-1 5720 薬剤性過敏症症候群(DIHS)診療ガイドライン作成のための疫学調査 新原 寛之 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/8/12 2024/3/31

20210330-1 5722

公益財団法人日本化学療法学会・一般社団法人日本感染症学会・一般社団法

人日本微生物学会 第12回三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス –耳鼻咽喉

科領域感染症2020年–

坂本 達則 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/8/12 2023/9/30

20191129-1 5723 the TRAIT study
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/2/10 2023/5/31
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K20210708-2 5724 J-COMBAT
日本人炎症性腸疾患患者におけるCOVID-19ワクチン接種に対する免疫応答と

安全性の検討によるワクチン接種の適正化：多施設共同前向き研究
石原 俊治

内科学講座（内科学第

二）
教授 医学系研究 実施 2021/7/26 2024/3/31

20121121-1 5725 JCOG1107
治癒切除不能進行大腸癌の原発巣切除における腹腔鏡下手術の有用性に関す

るランダム化比較第III相試験
山本 徹 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2012/12/7 2025/7/7

20181030-1 5726
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2018/11/29 2023/6/30

20191203-1 5728
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

医療法人森眼科内科医

院
院長 医学系研究 実施状況報告 2021/1/14 2023/12/31

20191203-1 5729
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

医療法人社団明医会上

野眼科医院
院長 医学系研究 実施状況報告 2021/1/14 2023/12/31

20170828-2 5731
NJLCG1602/NEJ03

1

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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/12/21 2022/6/30

20191203-1 5734
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

医療法人さがら眼科ク

リニック
院長 医学系研究 実施状況報告 2021/1/14 2023/12/31

KT20210721-4 5736
PP-PL comparative 

study
前房挿入と硝子体挿入によるチューブ手術の成績比較 千原 悦夫 千原眼科医院 臨床教授 医学系研究 実施 2021/8/11 2022/7/30

20210708-1 5737
続発性骨粗鬆症患

者の骨構造的骨質
続発性骨粗鬆症患者の骨強度に対する骨構造的骨質の解明：横断的観察研究 山本 昌弘 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/9/13 2026/3/31

20210705-1 5739
島根大学医学部附属病院における共同性外斜視に対するplication-後転術と前後

転術の術後成績の比較検討
持地 美帆子 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/8/27 2025/12/30

20210622-1 5741 弱視患者を対象とした後ろ向き観察研究 原 克典 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/8/27 2022/6/30

20210719-1 5742 大学病院機能向上に向けた医師クラークの運用に関する調査・研究 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/10/5 2022/7/31

20210720-1 5743 3歳児および4歳児における日常生活行動の国際比較研究 安部 孝文 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/8/25 2026/3/31

20210720-2 5744 透析見合わせを行った症例に対する検討 江川 雅博 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/9/6 2022/12/31

20210720-5 5745
HIF-PH阻害薬の影

響

保存期慢性腎臓病症例に対するHIF-PH阻害薬使用が電解質・酸塩基平衡に与

える影響についての検討（後ろ向き）
川北 恵美 島根大学 診療助教 医学系研究 実施 2021/9/10 2022/12/31
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20210726-1 5748 緑内障患者における点眼実態・指導に関するビデオ調査 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/13 2023/3/31

20210719-2 5749 熱性けいれん 当院における熱性けいれん入院例の検討 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/6 2024/8/30

20210719-4 5751 FALDの予測因子 Fontan術後患者の肝合併症発症の予測因子に関する研究 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/6 2024/8/30

20210720-6 5752
新生児カルニチン

欠乏症

当院出生児のタンデムマス・スクリーニングにおけるカルニチン欠乏症疑い

例発生率上昇に関する探索的研究
竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/10/5 2024/8/30

20210720-3 5754 造血細胞移植患者手帳の運用状況についての実態調査 高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/8/27 2022/3/31

20210720-4 5755 JCOG1911A1

JCOG1911A1　JCOG1911「高齢者または移植拒否若年者の未治療多発性骨髄腫

患者に対するダラツ ムマブ＋メルファラン＋プレドニゾロン＋ボルテゾミブ（D-MPB）

導入療法後のダラツム マブ単独療法とダラツムマブ＋ボルテゾミブ併用維持療法の

ランダム化第 III 相試験」の附随研究骨髄腫に対するダラツムマブ併用化学療法にお
ける効果予測因子および抵抗性機序に関する探索的研究

鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/1 2023/1/31

20141016-1 5756 薬疹の遺伝子多型および発症因子の解析 新原 寛之 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2014/11/12 2022/8/31

20160127-2 5757
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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/12/9 2025/3/31

20180711-1 5758
小麦アレルギーの

遺伝子解析
小麦アレルギーの遺伝子多型解析 千貫 祐子 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2018/10/10 2022/3/30

20200825-1 5759
新規高機能人工肺

の開発研究

局所温度制御とノンファウリング技術により人工肺の耐久性と生体適合性改

善を目指す新規高機能人工肺の開発研究
織田 禎二 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/11 2023/3/31

20200831-1 5760 PROMISE Study 多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/24 2035/12/31

20200911-2 5761 IBiS

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを

用いた診断標準化に基づく疫学データの創出―AI診断システムと新規バイオマー

カーの開発―

礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/11/24 2027/12/31

20210719-3 5762 学校健診成長障害 学校健診で精密となった成長障害患者転機に関する研究 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/10/5 2024/8/30

20210727-2 5765 アンケート調査による日本人糖尿病の死因に関する研究 山本 昌弘 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/9/13 2024/3/31
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20210721-1 5766 周産期合併症に関連する耐糖能指標・母体背景因子の調査 伊藤 郁子 島根大学 理学療法士 医学系研究 実施 2021/9/17 2023/3/31

20210519-1 5767 J-TAIL-2附随

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌（ED-

SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究：（J-

TAIL-2）におけるバイオマーカー探索研究

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2021/6/17 2024/7/31

20191129-1 5768 the TRAIT study
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 島根大学 教授 医学系研究 有害事象報告 2020/2/10 2023/5/31

20210621-2 5769 開頭術後の審美面に関する後ろ向き調査 吉金 努 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/9/13 2023/3/31

20210726-2 5770
Pediatric 

Gazefinder-2021

視線計測装置を用いた小児疾患における発達障がいの診断と治療効果への有

効性の検討
竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/13 2035/9/30

20210624-1 5771 内因性疾患に対するHybrid ER使用の基礎疫学的調査 松本 亮 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/9/27 2029/12/31

20210722-1 5772
バセドウ病の筋量

と骨粗鬆症の関連
バセドウ病女性における骨格筋量と骨粗鬆症の関連についての後方視的検討 野津 雅和 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/9/13 2022/3/31

20210818-1 5777 卵胞液中の生理活性物質に関する検討 金崎 春彦 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/9/17 2025/12/31

20210818-2 5778 卵管性不妊症に対する治療法に関する検討 金崎 春彦 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/9/17 2023/3/31

KS20210824-1 5782
COVID-19ワクチン

の免疫学的機能
膠原病患者におけるCOVID-19ワクチンの免疫学的効果の検証 近藤 正宏 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/10/6 2023/9/30

20200130-1 5785

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

内田 昭弘 内田クリニック 院長 医学系研究 実施 2021/9/8 2022/12/31

20210804-1 5786
non-HIV IRISの疾患
概念確立とバイオ
マーカーの研究開発

非HIV免疫再構築症候群の疾患概念確立とバイオマーカーの研究開発 新原 寛之 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/10/13 2023/3/31

20210811-1 5787 Sirius study
日本の実臨床における患者報告アウトカム（PRO）を用いたウステキヌマブ

導入後における潰瘍性大腸炎患者の症状改善効果の検討
石原 俊治 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/21 2023/3/31

20210815-1 5788 OPTITAC trial Open Abdomenにおける至適一時的閉腹法に関する検討 藏本 俊輔 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/10/5 2026/3/31

20210817-1 5789 口腔癌患者の唾液中および血液中におけるエクソソームとmicroRNA解析 管野 貴浩 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/9/28 2026/3/31
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20210823-1 5790

骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした塩化ラジウム（223Ra）

治療におけるイメージングバイオマーカーとしての骨シンチグラフィBSIの有

効性評価－国内多施設共同研究

玉置 幸久 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/11/8 2022/12/31

20210825-1 5791 Osi-risk Study
Osimertinibによる薬剤性肺障害後の後治療の実態とEGFR-TKI re-challengeの安
全性・有効性を調査する後方視的観察研究

田中 聖子 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/10/5 2023/3/31

20210826-1 5792 体外受精胚移植での胚培養上清のラマン分光法による解析 石垣 美歌 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/9/16 2023/3/31

20120425-1 5793 JALSG-ALL-CS-12
研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象とした5年生存率に

関する前向き臨床観察研究
高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2012/5/9 2023/9/30

20160610-1 5794
遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオ－マ症候群 (HPPS)の遺伝子解析の方法と

評価に関する研究(発端者用)
金﨑 啓造 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/7/11 2025/3/31

20171205-1 5795

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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/1/11 2022/3/31

20171205-1 5796

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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/1/11 2022/3/31

20180219-4 5797 神経疾患関連遺伝子の研究 荒木 亜寿香 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2018/3/14 2025/3/31

20190131-1 5798 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/3/7 2031/3/31

20190131-1 5799 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 杉本 宏一郎
東京大学医学部付属病

院眼科
助教 医学系研究 変更申請 2019/4/10 2031/3/31

20190131-1 5800 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 変更申請 2019/8/7 2031/3/31

20190820-4 5801 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/9/30 2025/3/31

20191213-1 5802 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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/2/12 2024/3/31

20200106-1 5803 シミュレーションデータを利用したDeep Learning 山本 泰司 島根大学 助手 医学系研究 実施状況報告 2020/4/16 2022/12/1

20200106-2 5804 骨シンチ定量解析の研究 山本 泰司 島根大学 助手 医学系研究 変更申請 2020/4/16 2021/12/20
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20200403-3 5805 COVIREGI-JP COVID-19に関するレジストリ研究 礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/5/26 2024/3/31

20200605-4 5806 NEJ021C
高感度多遺伝子検査システムMINtSによる，細胞診検体を用いた肺癌

druggable遺伝子変異検索
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/8/6 2023/8/31

20200901-1 5807 LC-SCRUM-TRY
非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/10/22 2030/9/30

20210119-2 5808
MDA-5 in DM 

dermatitis

皮膚筋炎の皮膚におけるmelanoma differentiationｰassociated gene 5の発現の

検討
村川 洋子 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/3/10 2023/3/31

20190529-1 5810 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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/11/1 2025/3/31

20210423-1 5811 皮膚疾患画像ナショナルデータベースの構築とAI活用診療支援システムの開発 越智 康之 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/9/24 2030/12/31

KS20210826-3 5812 低ホスファターゼ症患者に対する同種間葉系幹細胞治療のFeasibility調査 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/10/11 2022/12/31

20210727-1 5813 島根県における病院前外傷診療の基礎疫学的調査 新谷 貴大 島根大学 救急救命士 医学系研究 実施 2022/1/24 2029/12/31

20171003-1 5815
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/11/8 2023/3/31

KS20210820-1 5816 成長障害病態解明 遺伝子変異を起因とする成長障害の病態解明 鞁嶋 有紀 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/10/5 2027/3/30

20210721-2 5817
日本外傷データバンクを用いた重症外傷症例における現場直送症例と転院搬

送症例の予後の比較
岡 和幸 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/10/20 2026/3/31

20210721-3 5818 日本外傷データバンクを用いた本邦の防ぎ得た外傷死の現状調査 岡 和幸 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/10/20 2026/3/31

20190820-4 5820 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/9/30 2025/3/31

20201019-1 5821
Breath AERO-L 

study

呼気中アセトアルデヒド/エタノール濃度比とNAFLD 線維化の関連性に関する

研究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 信頼性 2020/12/15 2025/10/5

20200806-1 5823
Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の範囲診断における胃内空気量の影響に関す

る検討
柴垣 広太郎 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/9/18 2024/10/31
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20210114-1 5824 Helicobacter pylori未感染胃における腸上皮化生の検討 柴垣 広太郎 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/3/10 2024/3/31

20170726-4 5827 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 長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/9/29 2026/3/31

20210907-1 5830
腸管上皮透過性制御モデルを用いた、腸管粘膜透過性におけるリンパ球の役

割に関する検討
岸本 健一 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/11/24 2023/3/31

20210908-1 5831 TRAB-SUPAP プロスタグランディン関連眼周囲症スコア間のトラベクレクトミー成績比較 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/10/22 2023/12/31

20210914-1 5832 食道がん患者に対する周術期管理チームのサポートに関する検討 二階 哲朗 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/11/4 2023/3/31

20210916-2 5833

救急外来トリアー

ジにおけるリスク

因子に関する検討

JTASを用いた救急外来トリアージにおけるリスク因子の抽出に関する検討 山田 法顕 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/11/16 2026/12/31

20210924-1 5836
完全非接触型呼吸・
心拍センサの有用性
評価

完全非接触型呼吸・心拍モニタリングデバイスの有用性に関する研究～パイ

ロット研究
岩下 義明 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/11/8 2022/12/30

20210924-2 5837 RSウイルス治療アンケート調査 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/11/22 2023/3/31

20210921-1 5838 まめネットの活用状況を検証する研究 名越 究 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/10/22 2022/3/31

20210826-2 5839 我が国における1型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/11/8 2022/3/31

20061030-1 5840 日血学会疾患登録 血液疾患登録 鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2006/12/4 2031/12/31

20160419-2 5843 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 新原 寛之 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2016/5/12 2023/3/31

20180920-3 5844 TSCｓbｙ CHOP リンパ腫に対するCHOP療法による味覚・嗅覚変化の前向き観察研究 高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/10/10 2024/10/31

20190515-1 5845 疫学調査「口腔がん登録」 奥井 達雄 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2019/7/18 2022/12/31

20200305-2 5846 血漿中DNAによるロルラチニブの効果予測に関する研究 津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/5/12 2024/2/19
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20200720-2 5847 新しい新生児マススクリーニング対象疾患群に対する前向きパイロット研究 小林 弘典 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/9/2 2025/3/31

20210220-1 5849 臨床症例を用いたマンモグラフィ読影教育の有効性評価 新藤 陽子 島根大学
主任診療放射

線技師
医学系研究 変更申請 2021/3/31 2021/12/31

20210329-1 5850 STARLIGHT study

Singleplex 検査で遺伝子変異未検出の非扁平上皮非小細胞肺癌を対象とするcell 

free DNA を用いた Guardant360 によるMultiplex 遺伝子解析に関する前向き観察
研究

中島 和寿 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2021/5/12 2023/1/31

20210523-3 5851

当院における

Atezolizumab/Beva

cizumab治療の現状

当院における肝癌に対するAtezolizumab/Bevacizumab治療の現状 片岡 祐俊 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2021/7/6 2023/3/31

KS20200322-1 5852
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
管野 貴浩 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/5/15 2022/3/31

KS20210726-1 5853 緑内障患者における点眼実態・指導に関するビデオ調査 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/9/13 2023/3/31

20171003-1 5854
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2017/11/8 2023/3/31

20180719-4 5855
日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象としたVEGFR-TKI治療

後のアキシチニブの安全性と有効性に関する多施設共同後方視的観察研究
椎名 浩昭 島根大学 病院長 医学系研究 実施状況報告 2018/8/8 2023/3/31

20200825-1 5856
新規高機能人工肺

の開発研究

局所温度制御とノンファウリング技術により人工肺の耐久性と生体適合性改

善を目指す新規高機能人工肺の開発研究
織田 禎二 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/10/1 2023/3/31

20180920-1 5857 IBMCI 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/11/5 2022/6/30

20180920-1 5858 IBMCI 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 変更申請 2018/11/5 2022/6/30

20180920-1 5859 IBMCI 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

新規事業開発

室　室長
医学系研究 変更申請 2018/11/5 2022/6/30

20180920-1 5860 IBMCI 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 ユニット長 医学系研究 変更申請 2018/11/5 2022/6/30

20160217-1 5863 CEREBs 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/9/9 2042/3/31

20160217-1 5864 CEREBs 脳ドックデータ・試料を用いた神経疾患の包括的疫学研究 三瀧 真悟
ヘルスサイエンスセン

ター島根
非常勤医師 医学系研究 変更申請 2020/9/9 2042/3/31
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20100226-3 5865
JALSG AML209-

GS

染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関する観

察研究
高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2010/3/11 2023/1/28

20210923-1 5866 ケトン性低血糖とカルニチン欠乏の関連についての検討 松井 美樹 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/12/6 2023/3/31

20171219-2 5867
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/12/11 2022/12/31

20170413-1 5869
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2017/6/8 2022/3/31

20191203-1 5870
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 医療法人社団鈴木眼科 院長 医学系研究 実施状況報告 2020/2/12 2023/12/31

20191203-1 5871
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 神楽坂みなみの眼科 院長 医学系研究 実施状況報告 2020/3/11 2023/12/31

20210524-1 5874
EITシャツの有用性

評価

Electrical Impedance Tomographyシャツの有用性に関する研究～パイロット研

究
岩下 義明 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/11/4 2022/9/30

20210708-1 5875
続発性骨粗鬆症患

者の骨構造的骨質
続発性骨粗鬆症患者の骨強度に対する骨構造的骨質の解明：横断的観察研究 山本 昌弘 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/9/13 2026/3/31

20170915-2 5877 学校におけるスポーツ傷害の予防に関する研究 門脇 俊 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2017/10/23 2022/3/31

20210921-1 5878 まめネットの活用状況を検証する研究 名越 究 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/10/22 2022/3/31

20210316-1 5879
医学生が敗血症治療を学ぶ学習ツールとしてscreen based simulationの有用性

を検証するための観察研究
二階 哲朗 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/4/14 2022/12/31

20210921-2 5881
頭頸部放射線治療による口腔細菌叢の変化についての解析及び有害事象との

関連性についての研究
玉置 幸久 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/12/14 2024/12/31

20210916-1 5883 呼内CGP
当科における包括的がんゲノムプロファイリング検査の実態を明らかにする

ための後方視観察研究
中尾 美香 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/11/25 2022/12/31

20211004-1 5884 当院における人工授精の治療成績に関する検討 金崎 春彦 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/11/25 2023/3/31

20211006-1 5885 両側卵巣多発性黄体化嚢胞患者の病態解明のための遺伝子解析 金崎 春彦 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/11/25 2027/12/31
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20211012-1 5886 当院集中治療室における栄養リスクとエネルギー充足率の関係調査 八幡 俊介 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/11/26 2024/12/31

20211019-1 5889
bladder cancer 

PET-CT
膀胱癌のPET-CT所見について 吉田 理佳 島根大学 助教 医学系研究 実施 2022/1/24 2023/3/31

20211025-3 5892 炎症性腸疾患患者の病態把握における便中eosinophil-derived neurotoxinの検討 三島 義之 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/12/17 2023/3/31

20211026-1 5896 LC-MS/MSを用いた血液中C5アシルカルニチンの異性体の同定に関する研究 小林 弘典 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/2/2 2023/3/31

KS20211027-1 5897 ANKL22 アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同後方視的研究（ANKL22） 鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/11/22 2025/9/30

20211016-1 5898 非侵襲的肝線維化スコアの肝線維化診断能に関する多施設共同研究 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 実施 2021/12/1 2022/3/31

20211018-1 5899
遺伝性神経疾患の遺伝子解析と病態解明ならびに治療法、予防法の開発に関

する研究
長井 篤 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/12/17 2025/5/31

20170131-1 5900 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/2/8 2026/12/31

20170223-2 5901 STAR-ACS
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/3/8 2022/6/30

20180720-4 5902 JCOG1411
未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に

関するランダム化比較第III 相試験
鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/8/8 2029/6/30

20180720-6 5903
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）
金﨑 啓造 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/8/8 2027/3/31

20190820-4 5904 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/9/30 2025/3/31

20200514-1 5905 Ⅰ型アレルギーおよび自己免疫性慢性蕁麻疹の新規検査法の開発 千貫 祐子 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/6/19 2025/3/31

20200725-2 5906 肝切除患者に対する段階的肝切除術の質と安全性に関する検討 川畑 康成 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/9/29 2025/12/31

20201218-1 5907 コリン性蕁麻疹に関するレジストリの構築 千貫 祐子 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/4/14 2026/3/31
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20210719-1 5908 大学病院機能向上に向けた医師クラークの運用に関する調査・研究 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/10/5 2022/7/31

20210811-1 5909 Sirius study
日本の実臨床における患者報告アウトカム（PRO）を用いたウステキヌマブ

導入後における潰瘍性大腸炎患者の症状改善効果の検討
石原 俊治 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/9/21 2023/3/31

KS20210824-1 5910
COVID-19ワクチン

の免疫学的機能
膠原病患者におけるCOVID-19ワクチンの免疫学的効果の検証 近藤 正宏 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2021/10/6 2023/9/30

KS20210826-3 5911 低ホスファターゼ症患者に対する同種間葉系幹細胞治療のFeasibility調査 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/10/11 2022/12/31

20180402-1 5912
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2018/5/9 2021/3/31

20180402-1 5913
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/5/9 2026/3/31

20181009-1 5914
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2019/4/10 2020/12/31

20181009-1 5915
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/4/10 2022/3/31

20190310-1 5916 膵癌患者における亜鉛欠乏の意義 西 健 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2020/12/9 2021/12/31

20190310-1 5917 膵癌患者における亜鉛欠乏の意義 西 健 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/12/9 2028/12/31

20190909-2 5918 FA2019 食物アレルギー症状の対応に関するアンケート調査 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/4/9 2021/12/31

20190909-2 5919 FA2019 食物アレルギー症状の対応に関するアンケート調査 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/4/9 2022/12/31

20211012-2 5923
母親のネット依存が子どもの発育・発達に与える影響－後ろ向きコホート研

究－
榊原 文 島根大学 講師 医学系研究 実施 2021/11/25 2025/3/31

20211015-1 5924 ACO-CT project

気管支喘息・Chronic obstructive pulmonary disease(COPD)のオーバーラップ

患者とCOPD患者の呼吸機能検査値とコンピューター断層撮影（CT）スキャ

ン画像パラメーターとの相関性研究

礒部 威 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/12/17 2023/12/31

20211025-2 5927
術後節外浸潤を認めた非小細胞肺癌症例に対する化学放射線療法の後ろ向き

検討
河野 謙人 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/12/1 2023/3/31
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20211025-1 5928
ヒト腸疾患の病態における便中eosinophil-derived neurotoxin測定と腸組織解析

の有用性の検討
三島 義之 島根大学 助教 医学系研究 実施 2021/12/15 2024/3/31

20110831-2 5929
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2011/9/8 2024/3/31

20190426-2 5930
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/6/12 2022/12/31

20171114-1 5931
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2017/12/13 2022/12/31

20100226-3 5934
JALSG AML209-

GS

染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関する観

察研究
高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2010/3/11 2023/1/28

20120921-1 5935 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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2012/10/11 2023/3/31

20160624-1 5936

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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2016/8/29 2025/12/31

20170915-2 5937 学校におけるスポーツ傷害の予防に関する研究 門脇 俊 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2017/10/23 2022/3/31

20171219-2 5938
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/12/11 2022/12/31

20180720-4 5939
FLORA study 

JCOG1411

未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に

関するランダム化比較第III 相試験
鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/8/8 2027/12/31

20190319-1 5942
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ドの効

果に関するパイロット研究
竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/5/10 2025/3/31

20210914-1 5943 食道がん患者に対する周術期管理チームのサポートに関する検討 二階 哲朗 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/11/4 2023/3/31

KS20211025-1 5945 救急外来を受診する小児患者の受診前検索に関するアンケート調査 岩下 義明 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/12/17 2024/4/30

20211016-1 5947 非侵襲的肝線維化スコアの肝線維化診断能に関する多施設共同研究 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2021/2/1 2022/3/31

20211124-1 5948 日本における医師と看護師の共感の比較 和足 孝之 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2022/3/9 2022/7/31
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20211020-1 5949 各種緑内障流出路再建術後の前房出血の集計 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/1/17 2022/12/31

20211104-1 5950 重症心身障害児における視線入力装置を用いた視力測定システムの評価 原 克典 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/1/18 2025/12/31

20211105-1 5951
Catheter-over-needleを使用した持続腸骨筋膜下ブロック：人工股関節置換術

におけるcatheter-through-needleとの後ろ向き比較検討
佐倉 伸一 島根大学 教授 医学系研究 実施 2021/12/20 2022/7/31

20211111-1 5953 当院高齢心不全患者の非自立歩行要因の検討 伊藤 郁子 島根大学 理学療法士 医学系研究 実施 2021/12/22 2023/3/31

20211118-1 5954
カルボプラチン＋エトポシド＋アテゾリズマブで治療を行った大細胞神経内

分泌癌と小細胞肺癌症例の比較検討
掘江 美香 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2022/1/19 2022/4/30

20211123-1 5955
成長曲線プログラ

ム作成
学校健診における成長曲線異常判定のプログラム開発 鞁嶋 有紀 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2021/12/28 2025/12/31

KS20211117-1 5956
肝硬変症例のストループテスト値の変化に関連する因子についての探索的研

究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 実施 2022/1/5 2024/6/30

20211119-1 5957
2021 年に外科治療を施行された肺癌症例の データベース研究: 肺癌登録合同

委員会 第 11 次事業
山根 正修 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/2/8 2029/3/31

20110831-2 5958
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2011/9/8 2024/3/31

20160727-1 5959

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 島根大学 医員 医学系研究 実施状況報告 2016/8/18 2024/3/31

20160727-1 5960

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

稲垣 正俊 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/8/18 2024/9/30

20161006-1 5961
小児希少・未診断

疾患イニシアチブ
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構築 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2016/11/17 2023/3/31

20161006-1 5962
小児希少・未診断

疾患イニシアチブ
染色体または遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的遺伝子診断システムの構築 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/11/17 2023/3/31

20070305-2 5963
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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2007/5/10 2025/12/31

20111006-1 5964
JCOG1019/BC 

pTO phaseⅢ

High grade T1膀胱癌のsecond TUR後T0患者に対するBCG膀胱内注入療法と無

治療経過観察のランダム化第Ⅲ相試験
和田 耕一郎 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2011/11/9 2023/9/30
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20151113-1 5965 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 新原 寛之 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2015/12/9 2024/3/31

20170131-1 5966 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 和田 耕一郎 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/11/14 2023/10/31

20180120-3 5967 JMBO 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 和田 耕一郎 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2018/2/14 2023/12/31

20180927-2 5968 第2回Stevens-Johnson症候群ならびに中毒性表皮壊死症の全国疫学調査 新原 寛之 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2018/11/14 2025/3/31

20190220-2 5969
尿路上皮がんに対する免疫チェックポイント阻害薬治療の多施設共同観察研

究
和田 耕一郎 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/3/13 2023/12/31

20190513-2 5970
NEJ041/CS-

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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/7/30 2026/2/28

20190618-3 5971 JCOG1403A1 上部尿路癌における予後予測マーカーの開発 和田 耕一郎 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/12/5 2026/10/31

20190626-1 5972 本邦における BCG unresponsive 症例の実態調査 和田 耕一郎 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/8/20 2023/3/31

20200401-1 5973 島根県における関節リウマチ患者の実態調査 近藤 正宏 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/10/14 2022/12/31

20200813-2 5974 肝疾患克服の研究基盤としてバイオリソースバンクの構築 飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2020/10/9 2025/8/31

20200825-1 5975
新規高機能人工肺

の開発研究

局所温度制御とノンファウリング技術により人工肺の耐久性と生体適合性改

善を目指す新規高機能人工肺の開発研究
織田 禎二 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/10/1 2023/3/31

20201019-1 5976
Breath AERO-L 

study

呼気中アセトアルデヒド/エタノール濃度比とNAFLD 線維化の関連性に関する

研究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2020/12/15 2025/10/5

20210419-1 5977
FBMTG-COVID-19-

VAC

造血幹細胞移植後患者に対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）ワク

チンの有効性および安全性の観察
高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2021/5/19 2023/12/31

20210521-2 5978 COVID-19ワクチンの免疫学的効果の検証 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/7/9 2023/9/30

20210608-1 5979
アグレッシブATLの予後に影響する因子について検討する多施設共同前向き観察研
究

高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2021/8/5 2031/3/31
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20210719-1 5980 大学病院機能向上に向けた医師クラークの運用に関する調査・研究 田島 義証 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/10/5 2022/7/30

KS20210824-1 5981
COVID-19ワクチン

の免疫学的機能
膠原病患者におけるCOVID-19ワクチンの免疫学的効果の検証 近藤 正宏 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2021/10/6 2023/9/30

20211108-1 5982 大腿骨頸部骨折術後患者の退院時FIMと社会参加との関連性 馬庭 壯吉 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/1/7 2023/3/31

20180718-3 5983
線維柱帯切除術後の濾過包形成におけるRhoキナーゼ阻害薬点眼の有効性に関

するランダム化並行群間比較試験
谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/8/8 2022/12/31

20181129-1 5984 初回チューブシャント手術とトラベクレクトミーの比較試験 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/12/11 2025/4/30

20190426-2 5985
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2019/6/12 2022/12/31

20200914-1 5986 J-TAIL-2

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌

（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察

研究

津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2020/11/5 2024/7/31

20210420-1 5988
切除不能肝細胞癌患者に対するAtezolizumab+Bevacizumab併用療法の多施設

共同前向き観察研究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 SAE 2021/5/24 2025/9/30

20190426-2 5989
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 島根大学 助教 医学系研究 SAE 2019/6/12 2022/12/31

20190114-1 5992 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 島根大学 助手 医学系研究 変更申請 2019/2/25 2022/3/31

20171003-1 5993
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/11/8 2023/3/31

20121228-4 5994
炎症性腸疾患患者の便中カルプロテクチン測定の臨床的意義に関する多施設

共同研究
川島 耕作 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2013/1/28 2023/3/31

20191219-1 5995
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2020/3/17 2024/3/31

20200826-1 5996 エストロゲン代謝と血管異常関連女性疾患に関する横断研究 金崎 春彦 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/11/2 2027/10/1

20211209-1 5998 まめネットの利用向上のためのアンケート調査 名越 究 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/1/24 2022/3/31
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20211213-1 5999 心筋生検Zebra bodyにおけるFabry病の遺伝子異常の有無について 川原 洋 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2022/2/8 2022/12/31

20211214-1 6000
PS2-4におけるオ

シメルチニブ
ECOG PS 2-4のEGFR遺伝子変異陽性肺癌患者におけるオシメルチニブの後方視
検討

河角 敬太 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2021/12/22 2025/11/30

20211220-1 6001
Rising-VTE基礎研

究

EGFR遺伝子変異陽性肺癌患者における癌関連血栓塞栓症の発症メカニズムを

解明するための基礎的検討
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/2/9 2025/3/31

20211220-3 6005 集中治療室重症患者の予後に関する調査 福原 翔 島根大学 理学療法士 医学系研究 実施 2022/3/22 2024/3/31

20170830-4 6006 J-ABレジストリ カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト 渡邊 伸英 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2017/9/13 2030/3/31

20170830-4 6007 J-ABレジストリ カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト 渡邊 伸英 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2017/9/13 2030/3/31

20180501-1 6008 HNCプロジェクト 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 森倉 一朗 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2018/7/11 2021/12/31

20190327-2 6009

JCOG1711/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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/7/31 2031/9/30

20190513-2 6010
NEJ041/CS-

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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/7/30 2026/2/28

20190513-2 6011
NEJ041/CS-

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 香川大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6012
NEJ041/CS-

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 高知大学 病院教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6013
NEJ041/CS-

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 川崎医科大学 主任教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6014
NEJ041/CS-

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 岡山大学 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6015
NEJ041/CS-

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 福山市民病院 科長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6016
NEJ041/CS-

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

独立行政法人国立病院

機構岡山医療センター
医長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28
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20190513-2 6017
NEJ041/CS-

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 山口大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6018
NEJ041/CS-

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 愛媛県立中央病院 主任部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6019
NEJ041/CS-

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

高知県厚生農業協同組

合連合会JA高知病院

徳島大学大学

院医歯薬学研

究部 地域呼吸

器・総合内科

医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6020
NEJ041/CS-

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 岡山市立市民病院 部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6021
NEJ041/CS-

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 広島市立広島市民病院 主任部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6022
NEJ041/CS-

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 聖マリアンナ医科大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6023
NEJ041/CS-

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 関西医科大学 診療教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6024
NEJ041/CS-

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 岩手医科大学 教授 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6025
NEJ041/CS-

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 山形大学医学部 講師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6026
NEJ041/CS-

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

KRR札幌医療セン

ター
部長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20190513-2 6027
NEJ041/CS-

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

総合病院国保旭中央病

院
特任医師 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2026/2/28

20201026-2 6028 Zeptoによる前嚢切開を行った白内障緑内障同時手術の記述 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/12/22 2021/10/31

20201026-2 6029 Zeptoによる前嚢切開を行った白内障緑内障同時手術の記述 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/12/22 2023/12/31

20210420-1 6030 ELIXIR
切除不能肝細胞癌患者に対するAtezolizumab+Bevacizumab併用療法の多施設

共同前向き観察研究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2021/5/24 2025/9/30

20210420-1 6031 ELIXIR
切除不能肝細胞癌患者に対するAtezolizumab+Bevacizumab併用療法の多施設

共同前向き観察研究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 SAE 2021/5/24 2025/9/30
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KS20210625-2 6032 ソブリアード研究 シメプレビルナトリウム市販前後における有効性・安全性の比較研究 關 真美 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2021/8/18 2022/7/31

KS20210820-1 6033 成長障害病態解明 遺伝子変異を起因とする成長障害の病態解明 鞁嶋 有紀 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/10/5 2027/3/30

KS20211027-1 6034 ANKL22 アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同後方視的研究（ANKL22） 鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/11/22 2025/9/30

20211215-1 6035 Ghrelin after HCT 造血幹細胞移植後の血漿グレリン濃度の前向き観察研究 高橋 勉 島根大学 助教 医学系研究 実施 2022/2/2 2026/3/31

20210921-2 6036
頭頸部放射線治療による口腔細菌叢の変化についての解析及び有害事象との

関連性についての研究
玉置 幸久 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/12/14 2024/12/31

20191003-1 6037
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2019/12/26 2022/12/31

20180120-2 6038 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 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2018/2/14 2023/6/30

20190319-1 6039
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ドの効

果に関するパイロット研究
竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/5/10 2025/3/31

20201130-1 6040 222nm UVC室内消毒ランプの眼安全性に関する前向き介入研究 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2021/1/5 2022/12/31

20190327-2 6041
JCOG1711/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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/7/30 2031/9/30

20191203-1 6042
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
東條 直貴 島根大学 院長 医学系研究 実施状況報告 2020/11/11 2023/12/31

20191203-1 6043
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
山林 茂樹 島根大学 院長 医学系研究 実施状況報告 2020/1/14 2023/12/31

KS20220118-1 6055 Dramatic Study
無症候性脳転移を有するドライバー遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞細胞肺癌
におけるチロシンキナーゼ単独療法と頭部放射線照射併用療法の有効性を比較する
後ろ向き研究

奥野 峰苗 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2022/2/21 2026/12/31

20220113-1 6056 おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 竹谷 健 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/3/2 2022/3/31

20220117-2 6059 緑内障患者におけるマイボーム腺機能不全の頻度 谷戸 正樹 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/2/22 2023/3/31
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20220105-1 6065 1型糖尿病患者に対する災害対策活動の評価 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/3/2 2025/3/31

20220118-1 6068 脳腫瘍全国統計調査と解析　（臓器がん登録調査） 秋山 恭彦 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/3/8 2030/12/31

20220121-1 6069
ヘリコバクター・ピロリ未感染症例ないし除菌後症例に発生した粘膜下層以

深浸潤胃癌に関する多施設共同観察研究
柴垣 広太郎 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2022/3/30 2022/12/31

20121228-8 6070
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 島根大学 准教授 医学系研究 実施状況報告 2013/1/28 2022/3/31

20121228-8 6071
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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2013/1/28 2023/3/31

20160610-1 6072
遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオ－マ症候群 (HPPS)の遺伝子解析の方法と

評価に関する研究(発端者用)
金﨑 啓造 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/7/11 2025/3/31

20161227-1 6073
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2017/1/11 2022/3/31

20161227-1 6074
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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/1/11 2023/3/31

20170612-1 6075 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 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2017/7/12 2025/3/31

20170612-1 6076 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 長井 篤
公益社団法人ヘルスサ

イエンスセンター島根
非常勤医師 医学系研究 変更申請 2017/7/12 2025/3/31

20170612-1 6077 DLforMRI 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 島根大学 取締役CTO 医学系研究 変更申請 2017/7/12 2025/3/31

20170628-1 6078 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2017/8/8 2023/3/31

20170628-1 6079 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 島根大学 副院長 医学系研究 変更申請 2019/10/9 2023/3/31

20171115-1 6080 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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2017/12/13 2022/10/31

20171213-1 6081 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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/1/11 2023/3/31
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20190330-1 6082
分子標的治療薬の

止め時試験
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多施設観察研究 堀田 尚誠 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2019/4/10 2023/3/31

20191223-1 6083 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2020/3/30 2021/12/31

20191223-1 6084 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/3/30 2022/12/31

20200130-1 6085
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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2020/3/10 2023/12/31

20200130-1 6086
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

高尾 成久
八重垣レディースクリ
ニック

院長 医学系研究 変更申請 2021/2/9 2023/12/31

20200130-1 6087
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

内田 昭弘 内田クリニック 院長 医学系研究 変更申請 2021/9/8 2023/12/31

20200605-3 6090 CS-Lung Rare
希少な呼吸器疾患の診療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
堀田 尚誠 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2020/7/21 2028/3/31

20200713-1 6091
肝生検を施行された脂肪肝患者における肝病態及び肝外合併症の疫学に関す

る多施設共同研究
飛田 博史 島根大学 診療科長 医学系研究 変更申請 2020/8/26 2025/3/31

20201009-1 6092 NEJ049試験
髄膜癌腫症を伴う非小細胞肺癌患者に対する全脳照射と免疫チェックポイン

ト阻害剤の有効性を検討する多施設共同後ろ向き観察研究
堀田 尚誠 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2020/11/26 2023/3/31

20201105-1 6093
BEAT-SHOCK 

Registry
重症敗血症性ショック患者の背景や治療実態、予後を観察する登録研究 山本 祐太郎 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2021/1/12 2025/3/31

20201225-1 6094 D L-BAIBA
質量分析（LC-MS/MS）を使用したDおよびL-β-aminoisobutyric acid (D, L-

BAIBA)の定量化と生活習慣病リスクの関連性に関する観察研究
外山 雄大 島根大学 研究員 医学系研究 変更申請 2021/3/3 2024/3/31

20210115-1 6095
慢性便秘症・Ｓ状結
腸捻転症とαシヌクレ
イン発現量との関係

慢性便秘症・S状結腸捻転症と腸管におけるαシヌクレイン発現量との関係に

ついての研究
片岡 祐俊 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2021/3/25 2024/3/31

20210201-1 6096 脊髄くも膜下麻酔による帝王切開術後の呼吸抑制の発生率: 前向き観察研究 今町 憲貴 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2021/3/24 2024/3/31

20210218-1 6097
クローン病の小腸病変の評価における血清LRGと便中カルプロテクチンの有

用性の比較検討
岸本 健一 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2021/5/17 2026/3/31

20210921-1 6098 まめネットの活用状況を検証する研究 名越 究 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/10/22 2023/3/31
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20220117-1 6106
新型コロナウイルス感染症による大学生の主観的健康観や精神的ストレスの

縦断的研究
松本 伸哉 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/2/28 2026/3/31

20211228-1 6107 AI_画像生成 人工知能を用いた画像生成技術 山本 泰司 島根大学 助手 医学系研究 実施 2022/3/8 2023/12/28

20220125-1 6108

下顎骨関節突起頭

部骨折に対する

ORIF

下顎骨関節突起頭部骨折に対する観血的整復固定術の有用性 管野 貴浩 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/3/9 2022/12/31

20220112-1 6109 頚動脈ステント
頚部頚動脈狭窄に対する経皮的血管形成術（ステント留置術）の治療成績および長
期予後に関与する因子の後方視的検討 秋山 恭彦 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/3/2 2024/3/31

20220124-1 6112

腋窩神経の解剖学

的検討（追加研

究）

Extended deltoid-splitting approachにおける腋窩神経の解剖学的検討（追加研

究）
山上 信生 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/3/30 2026/3/31

20220120-1 6113 顎矯正手術における低血圧麻酔下でのトラネキサム酸の出血量軽減効果 今町 憲貴 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2022/3/15 2023/3/31

KT20220224-1 6118

first-line 

SLT&second-line 

SLT study

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長期的な有効性および安全性に関する観察研究
新田 耕治 福井済生会病院 部長 医学系研究 実施 2022/3/18 2027/12/31

20220210-1 6120 新生児腎体積に影響する周産期因子の検討 皆本 敏子 島根大学 講師 医学研究 新規申請 2022/11/28 2026/3/31

20220207-1 6121
肝切除術における3次元画像ソフトを用いた教育システムの質と安全性に関す

る検討
川畑 康成 島根大学 講師 医学系研究 実施 2022/3/16 2025/12/31

20220207-2 6122
超音波ガイド下膝神経ブロックの術後鎮痛効果：人工膝関節置換術における

後ろ向き比較検討
佐倉 伸一 島根大学 教授 医学系研究 実施 2022/3/18 2022/12/31

20220212-1 6123
リンパ腫症例を対象とした5ポイントスケール評価における半導体PET/CT画

像の検証
矢田 伸広 島根大学

主任診療放射

線技師
医学系研究 実施 2022/4/6 2024/3/31

20220215-1 6127

原発性アルドステ

ロン症と尿路結石 原発性アルドステロン症における腎尿路結石の頻度についての検討(後向き) 野津 雅和 島根大学 助教 医学系研究 実施 2022/3/16 2023/3/31

20220201-1 6131 本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術(MIS)の実態調査 石川 雅子 島根大学 助教 医学研究 新規申請 2022/6/27 2023/3/31

20220206-1 6132
出雲市における非ST上昇心筋梗塞の長期予後に関する高感度トロポニンの意

義についての検討
安田 優 島根大学 医科医員 医学系研究 実施 2022/3/22 2023/1/31

20051214-3 6133
CoHRE島根ゲノム

疫学研究
生活習慣病の予知予防に関するゲノム疫学研究 磯村 実 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2006/4/1 2026/3/31
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20100528-4 6134 膝関節疾患患者の運動認知に関する研究 内尾 祐司 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2010/7/1 2026/3/31

20140924-1 6135
呼気分析デバイス

開発
呼気分析の新規デバイス開発と臨床応用 矢野 彰三 島根大学 准教授 医学系研究 実施状況報告 2014/10/8 2022/3/31

20140924-1 6136
呼気分析デバイス

開発
呼気分析の新規デバイス開発と臨床応用 矢野 彰三 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2014/10/8 2025/3/31

20141226-4 6137
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
多久和 紘志 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2015/1/14 2026/3/31

20150226-5 6138 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 多久和 紘志 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2015/3/11 2026/3/31

20151201-1 6139 口腔顎顔面外傷患者における後方視的臨床的予後に関する研究 管野 貴浩 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2016/1/13 2021/12/31

20151201-1 6140 口腔顎顔面外傷患者における後方視的臨床的予後に関する研究 管野 貴浩 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2016/1/13 2026/12/31

20160519-1 6142 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 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/8/12 2024/3/31

20160630-2 6143
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 島根大学

副臨床検査技

師長
医学系研究 変更申請 2016/7/11 2024/3/31

20160630-2 6144
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 変更申請 2021/1/14 2024/3/31

20170224-1 6145 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 島根大学 准教授 医学系研究 変更申請 2017/3/10 2032/12/31

20170227-1 6146
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
大嶋 直樹 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2017/3/27 2024/3/31

20180420-1 6147
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/5/9 2023/3/31

20180620-1 6148
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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2018/7/11 2022/9/30

20181019-4 6149
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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2018/11/14 2022/3/31
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20181019-4 6150
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 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2018/11/14 2023/3/31

20181220-1 6151 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 島根大学 教授 医学系研究 実施状況報告 2019/1/10 2023/1/31

20190114-1 6152 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 島根大学 助手 医学系研究 変更申請 2019/2/25 2022/12/31

20190330-1 6153 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多施設観察研究 天野 芳宏 島根大学 助教 医学系研究 変更申請 2019/4/10 2023/3/31

20191225-1 6155 血球画像解析技術の検討 鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/2/28 2024/3/31

20200529-1 6156
腎機能の低下した人工膝関節全置換術施行患者におけるエノキサパリンの有

効性と安全性、適切な投与量の評価
直良 浩司 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2020/6/25 2023/3/31

20200605-3 6157 CS-Lung Rare
希少な呼吸器疾患の診療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
河角 敬太 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2020/7/21 2028/3/31

20201009-1 6158 NEJ049試験
髄膜癌腫症を伴う非小細胞肺癌患者に対する全脳照射と免疫チェックポイン

ト阻害剤の有効性を検討する多施設共同後ろ向き観察研究
津端 由佳里 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2020/11/26 2023/3/31

20210826-2 6159 我が国における1型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究 守田 美和 島根大学 講師 医学系研究 変更申請 2021/11/8 2024/3/31

KS20211027-1 6160 ANKL22 アグレッシブNK細胞白血病に関する多機関共同後方視的研究（ANKL22） 鈴木 律朗 島根大学 教授 医学系研究 変更申請 2021/11/22 2025/9/30

KS20220118-1 6161 Dramatic Study
無症候性脳転移を有するドライバー遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞細胞肺癌
におけるチロシンキナーゼ単独療法と頭部放射線照射併用療法の有効性を比較する
後ろ向き研究

奥野 峰苗 島根大学 医科医員 医学系研究 変更申請 2022/2/21 2026/12/31

20220222-1 6168 無月経患者の病態解明のための遺伝子解析 金崎 春彦 島根大学 准教授 医学系研究 実施 2022/4/6 2033/12/31

20220222-3 6173
2ME、BAIBAと糖

尿病
糖尿病患者の予後規定因子となる分子量マーカー（2ME、BIBA）の検討 石原 慎一郎 島根大学 助教 医学研究 新規申請 2022/8/18 2024/12/31

20100521-3 6176
J-STARS 

Genomics

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 島根大学 講師 医学系研究 実施状況報告 2010/6/9 2028/3/31

20060809-1 6177 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 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2006/9/1 2027/3/31
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20170227-1 6178
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
大嶋 直樹 島根大学 助教 医学系研究 実施状況報告 2017/3/27 2022/3/31

20220216-1 6188
新型コロナウイルス含有唾液とマーカー付き抗体の結合に関する研究〜パイ

ロット研究
岩下 義明 島根大学 教授 医学研究 新規申請 2022/9/7 2023/4/30


