医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1254

1253

1252

1251

1250

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.2.22 足立 康二
腫瘍・血液内科 医科医
員
Koji Adachi
Department of
Hematology and
Oncology, Clinical
Fellow
H25.2.28 森脇 繁登
大学院医学系研究科
生
Shigeto Moriwaki
Graduate School of
Medical Research,
Graduate Student

課

題

名

UGT2B17遺伝子多型とリンパ系腫瘍との関連性の解明
Investigation of association with UGT2B17 genetic Polymorphism
and Lymphoid Tumor
承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２９年３月２４日（４年
間）

栄養状態がリハビリテーション後の日常生活動作や生活の質に及ぼす
学 影響
Influence of nutritional status on daily activities and quality
of life after rehabilitation
承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２８年３月３１日

H25.2.22 長見 晴彦
消化器・総合外科学 臨
床教授
Haruhiko Nagami
Department of Digestive
and General Surgery,
Clinical Professor

2型糖尿病合併高血圧症例に対するロサルタンとアゼル二ジピン併用療
法の尿中アルブミンおよび腎機能への効果について
Beneficial effect of combination therapy by Losartan and
Azelnidipine on albuminuria and renal function in type 2
diabetic patients with chronic kidney disease

H25.2.12 宮本 達人
麻酔科 医科医員
Tatsuhito Miyamoto
Department of
Anesthesiology,
Clinical Fellow

持続硬膜外ブロック中に発症した脊髄硬膜外血腫１症例の検討
A case of spinal epidural hematoma during continuous epidural
block

H25.2.28 紫藤 明美
麻酔科学 助教
Akemi Shido
Department of
Anesthesiology,
Assistant Professor

小児鼡径ヘルニア予定手術における最適月齢の検討：受胎後週数と術
後呼吸器系合併症に着目して
The best age for pediatric elective inguinal hernia repair:
examination from the viewpoint of postconceptual age and
postoperative respiratory complication

承認研究期間：実施済みのものの遡及承認案件。

承認研究期間：実施済みのものの遡及承認案件。

承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２７年３月３１日

1249

H25.2.28 椎名 浩昭
泌尿器科学 教授
Hiroaki Shiina
Department of Urology,
Professor

高感作腎移植症例に対する免疫グロブリン静注療法(IVIG)
Effect of intravenous immunoglobulin therapy (IVIG) for highly
senstized renal allograft recipients
承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２９年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1248

1247

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.2.25 椎名 浩昭
泌尿器科学 教授
Hiroaki Shiina
Department of Urology,
Professor

H25.2.25 椎名 浩昭
泌尿器科学 教授
Hiroaki Shiina
Department of Urology,
Professor

課

題

名

腎癌に対するda Vinci Sを用いたロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術
Robot assisted partial nephrectomy using da Vinci S for kidney
cancer
承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２６年３月３１日

膀胱癌に対するda Vinci Sを用いたロボット支援下根治的膀胱全摘除
術・尿路変更術
Robot assisted radical cystectomy and urinary diversion using
da Vinci S for bladder cancer
承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２６年３月３１日

1246

1245

1244

H25.2.21 岸 和子
子どものこころ診療部
講師
Kazuko Kishi
Department of Pediatric
Psychiatry, Associate
Professor

島根県におけるてんかん患者登録システムの確立
Establishment of the registry system of patients with epilepsy
in Shimane

H25.1.31 山口 清次
小児科学 教授
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

日本人ターナー症候群における心血管系異常の検討
A study on cardiovascular abnormality and clinical features in
Japanese patients with Turner syndrome

H25.2.28 沖本 民生
呼吸器・化学療法内科
医科医員
Tamio Okimoto
Division of Medical
Oncology and
Respiratory Medicine，
Clinical Fellow

EML4-ALK融合遺伝子を有する非小細胞肺癌患者におけるクリゾチニブ
服用中の血中・髄液中濃度に関する検討
Blood and CSF concentration of the anaplastic lymphoma kinase
inhibitor in non small cell lung cancer patients with EML4-ALK
fusion gene.

承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成３０年３月２４日（５年
間）

承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２８年３月２４日（３年
間）

承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成３０年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1243

1242

1241

申 請
研究等責任者
課
題
名
年 月
日
島根県出雲市における細菌性肺炎に関する疫学調査
H25.2.28 礒部 威
呼吸器・臨床腫瘍学 教 Epidemiological study of bacterial pneumonia in Izumo.
授
Takeshi Isobe
承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２７年１月３１日
Department of
Respiratory Medicine
and Medical Oncology,
Professor

H25.2.27 伊藤 新平
循環器内科 医科医員
Shinpei Ito
Department of
Cardiology, Clinical
Fellow

新型ガンマカメラを用いた日本人心筋SPECT臨床データベースの作成
Making of the Japanese myocardial SPECT database using the new
gamma camera.

H25.2.20 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

高齢者ネフローゼ症候群に対するミゾリビン療法の検討（後方視的な
解析）
―ミゾリビン非投与例との比較―
Retrospective study of mizoribine treatment in elderly
membranous nephropathy patients; Comparison with cases not
treated with mizoribine

承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２５年３月２５日～平成２５年４月３０日
1240

H25.2.18 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

筋力トレーニングが、筋由来骨形成促進蛋白であるosteoglycin(OGN)
及びfamily with sequence similarity 5、member C(FAM5C)に及ぼす
影響の検討

A clinical study about the effect of muscle training on the
expression of osteoglycin(OGN) and family with sequence
similarity 5、member C(FAM5C), which are bone anabolic proteins
produced from muscle.
承認研究期間：平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日
1239

H25.2.27 鈴宮 淳司
腫瘍センター 教授
Junji Suzumiya
Cancer Center,
Professor

日本における慢性リンパ性白血病の実態調査：全ゲノム解析の付随研
究
Whole-genome sequencing in patients with Japanese chronic
lymphoid leukemia
承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２７年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1238

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.2.27 鈴宮 淳司
腫瘍センター 教授
Junji Suzumiya
Cancer Center,
Professor

課

題

名

日本における慢性リンパ性白血病の実態調査：遺伝子多型、変異解析
の付随研究
SNP analysis and the mutation of the patients with Japanese
chronic lymphoid leukemia
承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２７年３月３１日

1237

1236

1235

1234

1233

H25.2.21 津端 由佳里
呼吸器・化学療法内科
助教
Yukari Tsubata
Division of Respiratory
Medicine and Medical
Oncology, Department of
Internal Medicine,
Faculty of Medicine,
Shimane University,
Assistant Professor

ALK融合遺伝子陽性肺がん患者に対するクリゾチニブの薬物動態および
毒性と遺伝子多型の多施設共同研究
Multicenter study on the Pharmacokinetics and pharmacogenetics
of crizotinib in patients with ALK fusion gene positive NSCLC.

H25.2.28 鈴宮 淳司
腫瘍センター 教授
Junji Suzumiya
Cancer Center,
Professor

高齢者の深在性真菌症治療に関する臨床研究
Clinical study on antifungal treatment of elderly patient with
deep mycosis

H24.2.22 馬庭 壯吉
リハビリテーション部
准教授
Sokichi Maniwa
Division of
Rehabilitation,
Associate Professor

急性期病院における脳卒中入院患者の栄養管理状況および摂食・嚥下
訓練の後ろ向き実態調査
Clinical research for nutritional support and swallowing
training in the patients with stroke in acute care hospital.

H25.2.27 齊藤 洋司
麻酔科学 教授
Yoji Saito
Department of
Anesthesiology,
Professor

ペインクリニック・緩和ケアにおける画像ガイド下神経ブロック法の
有用性に関する臨床研究
Clinical evaluation of image-guided nerve block in pain
therapy.

H25.2.25 谷戸 正樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

緑内障患者における酸化ストレス計測
Oxidative stress measurements in glaucoma patients

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２８年９月３０日

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２８年３月３１日

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２９年３月３１日

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成３０年３月５日（５年間）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1232

1231

1230

1229

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.2.28 椎名 浩昭
泌尿器科学 教授
Hiroaki Shiina
Department of Urology,
Professor

課

題

名

全国泌尿器癌登録
Establishment of national cancer registration system in Japan
focusing on urogenital malignancies
承認研究期間：平成２５年３月６日～

H25.2.12 織田 禎二
循環器・呼吸器外科学
教授
Teiji Oda
Unit of Cardiovascular
and Chest Surgery,
Professor

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
Study of tenascin family and unidentified proteins in the
development of cardiovascular diseases by a comprehensive
proteomic approach

H25.2.28 山口 清次
小児科学 教授
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

肥満小児のＡＩＭ値に関する研究
A study on serum concentration of AIM (apoptosis inhibitor of
macrophage) in obese children

H25.2.19 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

ネフローゼ症候群を呈する高齢者の一次性膜性腎症に対するミゾリビ
ンの有効性と安全性の検討（多施設共同研究）
The prospective multi-center study on the efficacy and safety
of mizoribine for the treatment of aged nephrotic patients with
primary membranous nephropathy.

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成３０年３月３１日

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２７年１２月３１日
1228

H24.2.22 村川 洋子
内科学第三 准教授
Yohko Murakawa
Department of Internal
Medicine Ⅲ, Associate
Professor

トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキシマ
ブ治療の有効性、安全性に関する検討（PRISM Study)
Prospective research of infliximab treatment in active RA
patients refractry to anti-interleukin six receptor monoclonal
antibody.
承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２６年１１月３０日

1227

H25.2.15 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

軽症逆流性食道炎患者に対するラフチジンの臨床効果（ランソプラ
ゾールを対照とした医療経済比較）
Clinical effect of lafutidine (Protecadin) on the mild case of
Reflux Disease (health care economic comparison of which it
contrasts Lansoprazole)
承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２６年３月３１日

1226

形質細胞白血病に関する多施設共同後方視的調査研究
H25.2.26 三宅 隆明
内科学第一 助教
Multicenter retrospective study for plasma cell leukemia
Takaaki Miyake
Department of Internal 承認研究期間：平成２５年３月６日～平成２７年３月１日
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1225

1224

1223

1222

1221

1220

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.1.31 大熊 里依
歯科口腔外科 歯科研修
医
Satoe Okuma
Department of Oral and
Maxillofacial Surgery,
Resident

課

題

名

咬合機能不全が認知機能に及ぼす影響に関する臨床研究
Clinical study on relationship between occlusal and congnitive
function
承認研究期間：平成２５年２月２１日～平成２６年３月３１日

H25.1.28 谷戸 正樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

ステレオ眼底カメラによる緑内障診断
Glaucoma diagnosis by using a stereoscopic fundus camera; The
Glaucoma Stereo Analysis Study (GSAS)

H25.1.22 大平 明弘
眼科学講座 教授
Akihiro Ohira
Department of
Ophthalmology,
Professor

小型RFID tag を取り付けた眼科手術用鋼製小物の安全性に関する研究
Study on the safety of the ocular surgical instruments with
RFID mini-tag

H25.1.31 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

DPP-4阻害薬の食後高脂血症に対する影響の検討
Clinical study examining effect of DPP-4 inhibitors on
postprandial hyperlipidemia

H25.1.31 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

DPP4阻害薬の血糖コントロール、肝腎機能に与える長期的影響の検討
（後向き研究）
Long-term effects of DPP4 inhibitors on glycemic control,
liver and renal functions

H25.1.31 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

２型糖尿病における血中DPP4濃度と糖代謝指標、合併症との関連性の
検討（横断解析）
A cross-sectional study on the relationship between blood DPP-4
levels versus parameters of glucose metabolism and diabetic
complication

承認研究期間：平成２５年２月２１日～平成３０年２月２０日（５年
間）

承認研究期間：平成２５年２月２１日～平成２５年４月３０日

承認研究期間：平成２５年３月１日～平成２８年２月２９日

承認研究期間：平成２５年３月１日～平成２６年２月２８日

承認研究期間：平成２５年３月１日～平成２８年２月２９日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1219

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.1.31 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

課

題

名

インスリン治療中２型糖尿病患者へのDPP4阻害薬ビルダグリプチン追
加による血糖コントロール、糖尿病合併症への影響の検討

The effects of add-on therapy of DPP4 inhibitor, Vildagliptin,
on glucose control and diabetic complication in type 2 diabetes
mellitus treated with insulin administration
承認研究期間：平成２５年３月１日～平成３０年３月３１日

1218

1217

H25.1.8

谷戸 正樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

H25.1.31 関根 浄治
歯科口腔外科学 教授
Joji Sekine
Department of Oral and
Maxillofacial Surgery,
Professor

全ゲノム配列解析による新規緑内障遺伝子の探索
Exploring of novel glaucoma genes by using whole genome
sequence analysis
承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２９年７月３１日

嚥下機能スクリーニングテストを指標とした胃食道逆流症（GERD）と
口腔内症状に関する臨床研究
A clinical investigation of the relationship between gastroesophageal reflux disease and oral characteristic findings by
using swallowing test
承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２７年３月３１日

1216

1215

1214

H25.1.27 竹谷 健
輸血部 講師
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion,
Associate Professor

小児固形腫瘍観察研究
Observational study for Pediatric solid tumor

H25.1.29 山本 徹
消化器・総合外科学 助
教
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Assistant Professor

Stage III 治癒切除大腸癌に対する術後補助化学療法としての
Capecitabine 療法とS-1 療法との ランダム化第 III 相比較臨床試験
JCOG0910
Randomized Study of Capecitabine vs. S-1 for Stage III
Colorectal Cancer CRC Adj-CAPS

欠番

承認研究期間：平成２５年２月６日～平成３３年１２月３１日

承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２８年１月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1213

1212

1211

申 請
研究等責任者
年 月
日
H25.1.10 平原 典幸
消化器外科 講師
Noriyuki Hirahara
Department of
Gastroenterological
Surgery, Associate
Professor

課

題

名

HER2陽性進行・再発胃癌を対象としたCapecitabine / Cisplatin /
Trastuzumab
療法
－第II相試験－
Capecitabine / Cisplatin / Trastuzumab for previously untreated
HER2 positive advanced gastric cancer.－Phase II study－
承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２８年２月５日（３年間）

H25.1.28 髙橋 勉
内科学第三 助教
Tsutomu Takahashi
Department of Internal
Medicine III, Assistant
Professor

本邦の同種造血幹細胞移植後長期生存成人患者におけるQuality of
Life に関する調査研究
The study of the Quality of Life of long-term survivor after
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Japan.

H25.1.22 結城 崇史
光学医療診療部 助教
Takafumi Yuki
Division of Endoscopy,
Assistant Professor

抗血栓薬継続下における上部消化管内視鏡下生検による出血リスクの
検討
Study of upper gastrointestinal endoscopic biopsies risk in
patient on antithrombotic

承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２６年７月３１日

承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２６年１２月３１日
1210

H25.1.24 守田 美和
内分泌代謝内科 助教
Miwa Morita
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

ジェイ－ブランド レジストリー
J-BRAND Registry
（Japan-Based clinical ReseArch Network for Diabetes Registry）
承認研究期間：平成２５年２月６日～平成２９年３月３１日

1209 H24.12.28 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

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
Genome wide analysis and combined omix analysis of patients
with eosinophilic esophagitis and eosinophilic gastroenteritis

1208 H24.12.18 原 克典
眼科 助教
Katsunori Hara
Department of
Ophthalmology,
Assistant Professor

高齢者における白内障手術前後での睡眠状態の変化に関する研究
Change in sleep state of the elderly before and after cataract
surgery

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成３０年１月２７日（５年
間）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1207 H24.12.13 高井 保幸
眼科学 助教
Yasuyuki Takai
Department of
Ophthalmology,
Assistant Professor
1206 H24.12.10 今出 真司
整形外科学 助教
Shinji Imade
Department of
Orthopaedic Surgery,
Assistant Professor

課

題

名

健常人を対象としたルテインエステル体とルテインフリー体サブリメ
ント投与による黄斑色素密度と視機能変化に関するクロスオーバー比
較試験
A cross-over study on investigation of the effect of ester and
free lutein supplementation on macular pigment and visual
function in healthy subjects
承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２８年１月２７日（３年
縫合後半月板再損傷例に対する半月板再縫合術の臨床成績に関する研
究
A study on the clinical outcomes of revision meniscal repair
承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２５年２月２７日

1205 H24.12.28 金子 栄
皮膚科 講師
Sakae Kaneko
Department of
Dermatology, Associate
Professor

「アトピー性皮膚炎の外用指導について」薬剤師へのアンケート
Questionnaire for pharmacists about the guidance of ointment
for patients with atopic dermatitis

1204 H24.12.20 金子 栄
皮膚科 講師
Sakae Kaneko
Department of
Dermatology, Associate
Professor

乾癬に対するインフリキシマブ寛解導入後休薬に関する研究（前向き
研究）
Discontinuation of infliximab after attaining low disease
activity in patients with psoriasis (A prospective study)

1203 H24.12.12 小黒 浩明
神経内科 講師
Hiroaki Oguro
Department of
Neurology, Associate
Professor

反復経頭蓋磁気刺激による脳の安静時機能的結合の回復
Improvement of brain functional connectivity at resting-state
with repetitive transcranial magnetic stimulation.

1202 H24.12.28 川島 耕作
内科学第二 助教
Kousaku Kawashima
Second Department of
Internal Medicine，
Assistant Professor

炎症性腸疾患患者の血清マトリックスメタロプロティナーゼ－３（Ｍ
ＭＰ－３）の臨床的意義に関する検討
A study on clinical significance of serum matrixmetalloproteinase-3 level in patients with inflammatory bowel
disease.

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２６年９月３０日

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２７年３月３１日
1201 H24.12.28 川島 耕作
内科学第二 助教
Kousaku Kawashima
Second Department of
Internal Medicine，
Assistant Professor

炎症性腸疾患患者における肝胆膵酵素異常に関する検討
Retrospective analysis of the liver function and pancreatic
enzyme in the patients with inflammatory bowel disease
承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２６年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1200 H24.12.28 川島 耕作
内科学第二 助教
Kousaku Kawashima
Second Department of
Internal Medicine，
Assistant Professor

課

題

名

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
A multi-center prospective study about the clinical
significance of the measurement of faecal calprotectin of
patients with inflammatory bowel disease
承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２６年３月３１日

1199 H24.12.27 守田 美和
内分泌代謝内科 助教
Miwa Morita
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

２型糖尿病におけるDPP-4阻害薬の血糖変動と血管内皮機能に及ぼす影
響の検討
The effect of DPP-4 inhibitor on glucose fluctuations and
endothelial function in patients with type 2 diabetes.

1198 H24.12.28 藤田 委由
公衆衛生学 教授
Yasuyuki Fujita
epartment of Public
Health, Professor

仁多水（ミネラルウォーター）は中性脂肪の値を改善するか？（予備
調査）
Dose Jin-Oh-Sui (Mineral water) improve the value of serum
triglyceride ? (A pilot Study)

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２５年１月２８日～平成２６年３月３１日
1197

1196

H24.12.27 矢野 彰三
臨床検査医学 准教授
Shozo Yano
Department of
Laboratory Medicine,
Associate Professor

保存期慢性腎臓病における赤血球造血刺激因子製剤（ＥＳＡ）による
腎機能・心機能への影響の検討
Effect of erythropoiesis stimulating agents (ESAs) on renal and
cardiac function in non-dialyzed CKD patients
承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成３０年１月１６日（５年
間）

H24.12.21 高橋 伸幸
非代償性心不全で入院し、体液貯留に対してトルバプタン治療を受け
内科学第四 助教
た患者に関する多施設共同前向きコホート研究
Nobuyuki Takahashi
Department of Internal
Medicine IV, Assistant
Professor
Multicenter Tolvaptan study For Uncontrolled volume overload in
Japanese acute decompensated heart failure patients : A
prospective observational multicenter cohort study
承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成２６年１２月３１日

1195 H24.12.28 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

第３期慢性腎臓病を伴う高尿酸血症患者を対象としたフェブキソス
タット製剤の腎機能低下抑制効果に関する多施設共同、プラセボ対
照、二重盲検、ランダム化並行群間比較試験（CSP-LD15[FEATHER
study]）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
年 月
日

研究等責任者

課

題

名

FEbuxostat v.s. placebo rAndomized controlled Trial on renal
dysfunction in patient with HyperEruicemia associated with
chRonic kidney disease stage 3
承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成２７年１２月３１日
1194 H24.12.28 石原 正樹
神経内科 助教
Masaki Ishihara
Department of
Neurology, Assistant
Professor

高ＬＤＬコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者（75歳以
上）に対するエゼチミブの脳心血管イベント発症抑制効果に関する多
施設共同無作為化比較試験 ＥＷＴＯＰＩＡ75試験
Ezetimibe Lipid Lowering Trial On Preventlon Of Atherosclerosis
in 75 or Older
承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成２９年１２月３１日

1193 H24.12.28 石原 俊治
内科学第二 准教授
Shunji Ishihara
Second Department of
Internal Medicine,
Associate Professor

高齢者炎症性腸管障害に関する疫学的研究
Multicenter case-controll study about the old onset
inflammatory bowel disease

1192 H24.12.25 三宅 隆明
内科学第一 助教
Takaaki Miyake
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

慢性骨髄単球性白血病(CMML)に対するアザシチジンの有効性と予後因
子の調査研究
Retrospective study of the effectiveness and the prognostic
factor of azacitidine for chronic myelomonocytic leukemia(CMML)

1191 H24.12.12 藤田 委由
公衆衛生学 教授
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

膵臓がんの発症に影響する要因の調査
The analysis of factors that influence the onset of pancreatic
cancer

1190 H24.12.12 藤田 委由
公衆衛生学 教授
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

血中アミノ酸の解析による健康状態の判定
Health examination with serum amino acid profiling

承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成３０年１月１６日（５年
間）

承認研究期間：平成２５年１月１７日～平成２７年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1189 H24.11.12 中山 健太郎
婦人科 講師
Kentaro Nakayama
Department of
Obstetrics and
Gynecology, Associate
Professor

課

題

名

治療抵抗性再発子宮体癌に対するベバシズマブ療法
Treatment with Bevacizumab for recurrent endometrial cancer.
承認研究期間：平成２４年１２月２０日～平成２９年１２月１９日
（４年間）

大腸腫瘍発生過程におけるＭＦＧ－Ｅ８発現に関する検討
1188 H24.11.30 結城 崇史
光学医療診療部 助教
Expression of MFG-E8 in the development ofcolorectal cancer
Takafumi Yuki
Division of Endoscopy, 承認研究期間：平成２４年１２月２０日～平成２６年１２月３１日
Assistant Professor

1187 H24.11.29 結城 崇史
光学医療診療部 助教
Takafumi Yuki
Division of Endoscopy,
Assistant Professor

抗血栓薬継続下における上部消化管内視鏡下生検による出血リスクの
検討
Study of upper gastrointestinal endoscopic biopsies risk in
patient on antithrombotic therapy
承認研究期間：平成２４年１２月２０日～平成２６年１２月３１日

1186 H24.11.27 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

喘息例における好酸球性食道炎の有病率と発症リスクの検討
Study on the prevalence and risk factors of eosinophilic
esophagitis in patients with bronchial asthma

1185 H24.11.20 金井 理恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

小児Ｂ前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相およ
び第III相臨床試験 （ＡＬＬ－Ｂ１２）
付随研究：ゲノム情報に基づく小児白血病の創薬標的候補探索研究
（ゲノム研究）

承認研究期間：平成２４年１２月２０日～平成２５年１２月１９日
（１年間）

Multicenter clinical trial Phase II and III study for ALL in
childhood
Additional Study:Drug discovery research for childhood leukemia
using genom analysis
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２８年３月３１日

1184 H24.11.30 並河 徹
病態病理学 教授
Toru Nabika
Department of
Functional Pathology,
Professor

生活習慣病の予知予防に関するゲノム疫学研究
Genomic epidemiological study for life-style diseases
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２８年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1183 H24.11.30 兒玉 達夫
眼科学 准教授
Tatsuo Kodama
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

課

題

名

角結膜悪性腫瘍および前癌病変に対するマイトマイシンＣ点眼療法の
検討
A study of topical mitomycin C in the treatment of ocular
surface malignant tumors.
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２９年１１月３０日

1182 H24.11.21 山本 徹
消化器・総合外科学 助
教
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Assistant Professor

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
JCOG 1107
A randomized controlled trial comparing laparoscopic surgery
with open surgery in palliative resection of primary tumor in
incurable Stage IV colorectal cancer

1181 H24.11.20 金井 理恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

小児Ｂ前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相およ
び第III相臨床試験 （ＡＬＬ－Ｂ１２）
付随研究：多層的オミックス情報に基づく小児白血病の創薬標的候補
探索研究（非ゲノム）

承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２８年１１月３０日

Multicenter clinical trial Phase II and III study for ALL in
childhood
Additional Study:Drug discovery research for childhood leukemia
using multi-omics analysis
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２８年３月３１日

1180

1179

H24.11.20 金井 理恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

小児Ｂ前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相およ
び第III相臨床試験 （ＡＬＬ－Ｂ１２）
Multicenter clinical trial Phase II and III study for ALL in
childhood

H24.11.28 髙橋 勉
内科学第三 助教
Tsutomu Takahashi
Department of Internal
Medicine III, Assistant
Professor

［再発・難治 T 細胞リンパ腫に対するSMILE 療法〕における末梢血中
EB ウイルス DNA 量の定量に関する研究
Quantitative study of EB virus DNA load in peripheral blood
during SMILE therapy for relapsed or refractory T cell
lymphoma.

承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成３４年１１月３０日

承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２７年１１月３０日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1178

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.11.28 髙橋 勉
内科学第三 助教
Tsutomu Takahashi
Department of Internal
Medicine III, Assistant
Professor

1177 H23.11.30 村川 洋子
内科学第三 准教授
Yohko Murakawa
Department of Internal
Medicine Ⅲ, Associate
Professor

課

題

名

再発・難治 T 細胞リンパ腫に対するSMILE 療法の第Ⅱ相試験
Phase Ⅱ study of SMILE therapy for relapsed or refractory T
cell lymphoma.
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２７年１２月６日（３年
間）
日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target,T2T）実践
のアウトカム測定のためのＨＡＱ調査
Study of functional outcome in rheumatoid arthritis patients
after the implementation of treat-to-target in daily clinical
practice.
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２７年９月３０日

1176 H23.11.30 村川 洋子
内科学第三 准教授
Yohko Murakawa
Department of Internal
Medicine Ⅲ, Associate
Professor

大型血管炎（高安病と巨細胞性動脈炎）の寛解導入治療の現状と有効
性に関する観察研究
Japanese nation-wide prospective observational study on the
current state and efficacy of therapeutics for large vessel
vasculitis, ～Takayasu's arteritis and Giant cell arteritis～
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２８年５月３１日

1175 H24.11.30 佐藤 秀一
光学医療診療部 准教授
Shuichi Sato
Division of Endoscopy,
Associate Professor

慢性肝疾患における非侵襲的弾性検査法を用いた肝線維化評価予測に
関する研究－II
Assessment of Liver FIBROsis by Real-time Tissue ELASTography
in Chronic Liver Disease-II (FIBROELAST-II Study)
承認研究期間：平成２４年１２月７日～平成２７年１２月６日（３年
間）

1174 H24.10.26 江副 智子
保健管理センター 教授
Satoko Ezoe
Health Administration
Center Izumo, Professor

医学生のケータイ依存に関する調査
Mobile phone dependence in medical students

1173 H24.10.24 竹谷 健
輸血部 講師
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

大量出血におけるクリオプレシピテートの有効性
An effective treatment with cryoprecipitate for massive
bleeding

1172 H24.10.29 勝部 瑞穂
検査部 臨床検査技師
Mizuho Katsube
Central Clinical
Laboratory, Medical
Technologist

深部静脈血栓症を除外診断するためのラテックス凝集反応を利用した
可溶性フィブリンの検出に関する研究
A study on detection of soluble fibrin by latex agglutination
test to exclude deep venous thrombosis (DVT).

（平成２２年５月２５日実施済み「調査」の遡及的倫理審査承認案
件）

承認研究期間：平成２４年１１月２６日～平成２９年１０月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月２６日～平成２５年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1171 H24.10.18 永井 秀政
脳神経外科学 准教授
Hidemasa Nagai
Department of
Neurosurgery, Associate
Professor

課

題

名

頸動脈エコーによる頸動脈ステント留置術の長期観察での評価に関す
る研究
The significance of carotid duplex ultrasonography for the
long-term follow-up patients after carotid artery stending.
承認研究期間：平成２４年１１月２６日～平成２５年９月３０日

1170 H24.10.31 石原 俊治
内科学第二 准教授
Shunji Ishihara
Second Department of
Internal Medicine,
Associate Professor

炎症性腸疾患の炎症・修復過程における病態解析
Analysis of the inflammatory and repair process in inflammatory
bowel disease

1169 H24.10.31 三宅 隆明
内科学第一 助教
Takaaki Miyake
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

多発性骨髄腫におけるＮＭ２３の発現と予後との関連性
Relationship between the expression of NM23 and prognosis in
multiple myeloma

1168 H24.10.31 紫藤 治
公衆衛生学 教授
Osamu Shido
Department of
Environmental
Physiology, Professor

加齢による母乳中の脂肪酸組成の変化
Changes in fatty acid composition in mother's milk with
advancing age

1167 H24.10.29 須谷 顕尚
呼吸器・化学療法内科
助教
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

扁平上皮癌を除く高齢者非小細胞肺癌患者に対するカルボプラチン /
パクリタキセルbi-weekly＋ベバシズマブ併用療法（CBDCA / PTX biweekly＋Beva）第Ⅱ相臨床試験におけるVEGF遺伝子多型解析
Analysis of polymorphisms in the VEGF gene on PhaseⅡ Trial
(Carboplatin-Paclitaxel bi-weekly and Bevacizumab combination
therapy for Elderly Patients With Nonsquamous Non-Small-Cell
Lung Cancer)

1166

末梢動脈疾患患者に対するG-CSF動員自家末梢血単核球細胞移植治療の
ランダム化比較試験
Improvement of PAD with G-CSF mobilized Autologous PBMC
Transplantation

H24.10.26 花田 智樹
心臓血管外科 講師
Tomoki Hanada
Cardiovascular and
Chest Surgery,
Associate Professor

承認研究期間：平成２４年１１月２６日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月２６日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月２６日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２９年１０月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２７年１月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1165

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.10.25 佐倉 伸一
手術部 准教授
Shinichi Sakura
Surgical Operation
Center, Associate
Professor

課

題

名

超音波ガイド下傍仙骨坐骨神経ブロックが人工股関節全置換術後の術
後痛に与える影響に関する後向き研究
Effects of ultrasound-guided parasacral sciatic nerve block on
postoperative analgesia after total hip
arthroplasty:retrospective study
承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２５年１０月３１日

1164 H24.10.29 北垣 一
放射線医学 教授
Hajime Kitagaki
Department of Radiology

日常診療下でのガドキセト酸ナトリウム肝造影ＭＲＩ
～肝細胞造影相における肝エンハンスメントと肝機能に関わる臨床検
査項目との相関性ならびに肝細胞造影相撮像タイムポイントに関する
検討～
Investigation of correlation between liver enhancement on
hepatobiliary phase and serum parameters including the imaging
time point in daily medical practice.
承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２５年１０月３１日

1163

H24.10.9 谷戸 正樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

血管新生緑内障に対するチューブシャント手術の有効性と安全性に関
するランダム化並行群間比較試験
A randomized comparative study for efficacy and safety of
glaucoma tube shunt surgery against neovascular glaucoma
承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２９年１１月１３日
（５年間）

1162 H24.10.31 宮﨑 康二
産科婦人科学 教授
Kohji Miyazaki
Department of
Obstetrics and
Gynecology, Professor

日本産科婦人科学会周産期委員会

1161 H24.10.25 山本 徹
消化器・総合外科学 助
教
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Assistant Professor

治癒切除不能進行大腸癌に対する原発巣切除の意義に関するランダム
化比較試験
JCOG 1007
A randomized controlled trial comparing resection of primary
tumor plus chemotherapy with chemotherapy alone in incurable
Stage IV colorectal cancer

周産期登録事業への参加

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２５年１０月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1160 H24.10.30 須谷 顕尚
呼吸器・化学療法内科
助教
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

課

題

名

上皮成長因子受容体遺伝子変異（Exon 19 deletionまたはExon 21
point mutation）がない、または不明である非扁平上皮非小細胞肺が
んに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ併用療法
施行後、維持療法として、ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法をベ
バシズマブ単剤と比較する第III相臨床試験

A randomized phase III study of continuous maintenance
Bevacizumab with or without Pemetrexed after induction therapy
of Carboplatin, Pemetrexed, and Bevacizumab in patients
with advanced non-squamous non-small-cell lung cancer
whose EGFR mutation status is not active (other than Exon 19
deletion or Exon 21 point mutation) or is not known
承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２９年１０月３１日

1159 H24.10.29 須谷 顕尚
呼吸器・化学療法内科
助教
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

扁平上皮癌を除く高齢者非小細胞肺癌患者に対するカルボプラチン /
パクリタキセルbi-weekly＋ベバシズマブ併用療法（CBDCA / PTX biweekly＋Beva）第II相臨床試験
Phase II Trial of Carboplatin-Paclitaxel bi-weekly and
Bevacizumab combination therapy for Elderly Patients With
Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer

1158 H24.10.30 飛田 博史
肝臓内科 助教
Hiroshi Tobita
Department of
Hepatology, Assistant
Professor

脂質異常症を伴う消化器疾患に対するエゼチミブの有用性－胆汁脂質
代謝への影響－
The efficacy of ezetimibe for digestive disease patients with
dyslipidemia. -Effects on biliary lipid metabolism-

1157 H24.10.31 石原 俊治
内科学第二 准教授
Shunji Ishihara
Second Department of
Internal Medicine,
Associate Professor

自然免疫応答からみた炎症性腸疾患の病態解析
Analysis of the innate immune responses in inflammatory bowel
disease

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２９年１０月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２６年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
研究等責任者
年 月
日
1156 H24.10.31 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

課

題

名

健康成人を対象としたプロトンポンプインヒビターの胃内ｐHに及ぼす
影響の検討 －エソメプラゾールとラベプラゾールを比較して－
Study of the effect of Proton Pump Inhibitor(PPI)on intragastric pH in healthy volunteer -Comparison of Esomeprazole
and Rabeprazole承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２５年３月３１日

1155 H24.10.30 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

Helicobacter pylori 陰性健常成人における Proton Pump inhibitor
間の夜間酸分泌抑制力の比較検討
Comparison of the night acid suppression between Proton Pump
inhibitors in Helicobacter pylori negative healthy volunteers

1154 H24.10.30 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

ラベプラゾールで効果不十分な逆流性食道炎患者に対するエソメプラ
ゾールの有効性の検討 (CHANGE-R Study)
An Efficacy Study of Esomeprazole in Patients with Reflux
Esophagitis Poorly Responsive to Rabeprazole (CHANGE-R Study)

1153 H24.10.30 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

ランソプラゾールで効果不十分な逆流性食道炎患者に対するエソメプ
ラゾールの有効性の検討 (CHANGE-L Study)
An Efficacy Study of Esomeprazole in Patients with Reflux
Esophagitis Poorly Responsive to Lansoprazole (CHANGE-L Study)

1152

H24.9.28 佐倉 伸一
手術部 准教授
Shinichi Sakura
Surgical Operation
Center, Associate
Professor

超音波ガイド下傍仙骨坐骨神経ブロックが人工股関節全置換術後の術
後痛に与える影響に関する研究
Effects of ultrasound-guided parasacral sciatic nerve block on
postoperative analgesia after total hip arthroplasty

H24.9.25 北垣 一
放射線医学 教授
Hajime Kitagaki
Department of
Radiology, Professor

ＭＲＩ検査における撮影条件の最適化に関する研究
A study on optimization of imaging parameters in MRI
examination.

1151

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２６年２月２８日

承認研究期間：平成２４年１１月１４日～平成２６年２月２８日

承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２６年９月３０日

承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成３０年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1150

1149

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.8.30 中山 健太郎
婦人科 講師
Kentaro Nakayama
Department of
Obstetrics and
Gynecology, Associate
Professor

H24.9.27 有地 直子
泌尿器科 助教
Naoko Arichi
Department of Urology,
Assistant Professor

課

題

名

治療抵抗性再発上皮性卵巣癌に対するベバシズマブ治療の有効性の検
討
Treatment with Bevacizumab for recurrent ovarian cancer.
承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２９年９月３０日

進行／再発副腎皮質癌に対するgemcitabine、capecitabine併用化学療
法
Effect of gemcitabine plus capecitabine chemotherapy on
advanced / recurrent adrenocortical carcinoma
承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２６年３月３１日

1148

1147

H24.9.25 田島 義証
消化器・総合外科学 教
授
Yoshitsugu Tajima
Department of Digestive
and General Surgery,
Professor

大腸癌術後補助化学療法としてのXELOX療法の検討 ―Phase Ⅱ 試
験―
Phase Ⅱ study of adjuvant chemotherapy with capecitabine plus
oxaliplatin for Japanese patients with colorectal cancer

H24.9.28 森田 栄伸
皮膚科学 教授
Eishin Morita
Department of
Dermatology, Professor

皮膚がん患者を対象にしたインドシアニングリーンを用いた蛍光色素
法とラジオアイソトープ（RI）標識法によるセンチネルリンパ節の同
定とそれに基づいた所属リンパ節の処置,解析方法の開発（前向き研
究）

承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２９年９月３０日

The development of better surgical procedure of skin cancers
through accurate sentinel lymph nodes' identification by
utilizing both fluorescent method with indocyanine green and
radioisotope method. （Prospective Study）
承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２９年３月３１日

1146

H24.9.20 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

75gOGTTと骨代謝、動脈硬化指標の関連性についての臨床研究
A clinical study about the relationship between 75gOGTT and
indices of bone metabolism or atherosclerosis
承認研究期間：平成２４年１１月１日～平成２７年１０月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1145

1144

1143

1142

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.9.19 丸山 理留敬
器官病理学 教授
Riruke Maruyama
Department of
Pathology, Professor

課

題

名

ヒト消化管粘膜の好酸球数とその分布についての研究
Research on the number distribution of eosinophils in human
gastrointestional tract
承認研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２５年１０月３１日

H24.9.25 北垣 一
放射線医学 教授
Hajime Kitagaki
Department of
Radiology, Professor

三次元ＭＲＩ画像を用いた正常圧水頭症の定量評価に関する研究
Quantitative evaluation of NPH using three-dimensional MRI
images.

H24.9.10 谷戸 正樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

倉渕町疫学研究データを用いた眼底写真解析
Analysis of fundus photographs obtained from the Kurabuchi
epidemiologic study.

H24.9.6 小山 泰良
眼科 助教
Yasurou Koyama
Department of
Ophthalmology,
Assistant Professor

加齢黄斑変性患者を対象としたルテインサプリメント投与による黄斑
色素密度と視機能変化に関する多施設無作為化並行群間比較試験

承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２５年５月３１日

承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２６年１２月３１日

Placebo-controlled, randomized multi-center trial of
investigating the effect of lutein supplementation on macular
pigment and visual function in age-related macular degeneration
patients.
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２７年１０月１０日
（２年間）
1141

H24.9.13 長濱 道治
精神医学 助教
Michiharu Nagahama
Department of
Psychiatry, Assistant
Professor

日本人のアルツハイマー型認知症患者を対象とした抗精神病薬のリス
クに関する検討
Research about the risk of the antipsychotic for the Japanese
patients of Alzheimer's disease
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２５年５月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1140

1139

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.9.26 山本 徹
消化器・総合外科学 助
教
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Assistant Professor

課

題

名

再発危険因子を有する Stage II 大腸癌に対するUFT/LV 療法の臨床的
有用性に関する研究
Clinical trial on the efficacy of the UFT/LV for the Stage II
colorectal cancer with riskfactors for recurrence (JFMC46-1201)
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成３２年４月３０日

KRAS 野生型切除可能大腸癌肝転移に対する術後補助化学療法
H24.9.25 山本 徹
消化器・総合外科学 助 mFOLFOX6 と 周術期化学療法 mFOLFOX6＋セツキシマブの第Ⅲ相ランダ
教
ム化比較試験
EXPERT 試験
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Assistant Professor
Randomized phase Ⅲ trial of surgery followed by mFOLFOX6 as
adjuvant chemotherapy versus peri-operative mFOLFOX6 plus
cetuximab for KRAS wild type resectable liver metastases of
colorectal cancer
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２９年５月６日

1138

術後補助化学療法に Oxaliplatin を用いた 大腸癌再発症例に対して
H24.9.25 山本 徹
消化器・総合外科学 助 のFOLFOX、XELOX±BV の再投与の検討
教
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Assistant Professor
Evaluation of the reintroducing FOLFOX or XELOX +/- BV in
relapsed
colorectal cancer patients treated with oxaliplatin as adjuvant
chemotherapy. [REACT study]
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２７年８月３１日

1137

H24.9.28 金子 栄
皮膚科 講師
Sakae Kaneko
Department of
Dermatology, Associate
Professor

胸腺腫における天疱瘡関連蛋白の発現についての検討（前向き研究）
Analysis of pemphigus related protein expression in thymoma
（Prospective Study）
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２７年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1136

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.9.26 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

課

題

名

IgA腎症の最適な治療法選択のための糖鎖異常IgAならびに免疫複合体
測定によるIgA腎症疾患活動性評価に向けた基礎研究
Fundamental study for the evaluation of IgA nephropathy disease
activity with measurement of aberrantly glycosylated IgA and
immune complexes.
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２５年３月３１日

1135

H24.9.26 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

ネフローゼ症候群を呈する高齢者の一次性膜性腎症に対するミゾリビ
ンの有効性と安全性の検討（多施設共同研究）
The prospective multi-center study on the efficacy and safety
of mizoribine for the treatment of aged nephrotic patients with
primary membranous nephropathy.
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２７年１０月３１日

1134

1133

1132

H24.9.24 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

高齢者ネフローゼ症候群の予後に関する観察研究（後向きコホート研
究）
Japan nephrotic syndrome cohort study in elderly

H24.9.24 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

腎生検によらない血清糖鎖異常IgAならびに関連免疫複合体測定による
IgA腎症診断スコアリングシステムの構築に向けた研究
The construction of IgA nephropathy diagnosis scoring system
without renal biopsy

H24.9.24 伊藤 孝史
腎臓内科 講師
Takafumi Ito
Department of
Nephrology, Associate
Professor

腹膜透析患者の残存腎機能に与える造影剤の影響
Effects of contrast medium for residual renal function in
peritoneal dialysis patients

承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２７年１２月３１日

承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２４年１２月３１日

承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２６年６月３０日

1131

ウイルス性肝疾患に係る各種対策の医療経済評価に関する研究
H24.9.28 佐藤 秀一
光学医療診療部 准教授 Health economical effect of vary measures for viral hepatitis
Shuichi Sato
Division of Endoscopy, 承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２５年３月３１日
Associate Professor

1130

H24.9.28 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

低用量アスピリン起因性出血性胃潰瘍の既往を有する患者に対する再
出血予防効果の検討：ラベプラゾールナトリウムとファモチジンの比
較（多施設共同ランダム化比較試験）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

申 請
年 月
日

研究等責任者

課

題

名

Randomized, double-blind multicenter clinical trial of
rabeprazole for the prevention of aspirin-induced recurrent
ulcer bleeding: comparison with high-dose famotidine. (RAINBOW
study)
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２６年３月３１日
1129

H24.9.21 田中 順子
腫瘍・血液内科 講師
Junko Tanaka
Department of Cancer
and Hematology,
Associate Professor

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 -JALSG CML212 study-

A prospective randomized study to compare the cumulative
achievement of complete molecular response for adult de novo
chronic myeloid leukemia in chronic phase between nilotinib and
dasatinib.
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２９年１２月３１日
1128

H24.9.10 田中 順子
腫瘍・血液内科 講師
Junko Tanaka
Department of Cancer
and Hematology,
Associate Professor

チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝学的完全寛解(Complete
Molecular Response;CMR)に到達している慢性期慢性骨髄性白血病患者
を対象としたダサチニブ投与中止後の安全性と有効性を検討する臨床
試験 Stop Dasatinib Study <<STDAST>>
Stop Dasatinib trial in complete molecular response CML.
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成３２年７月３１日

1127

H24.9.26 山口 徹
内科学第一 准教授
Toru Yamaguchi
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Associate
Professor

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンに
よるLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究
Standard versus intensive statin therapy for
hypercholesterolemic patients with diabetic retinopathy
(EMPATHY)
承認研究期間：平成２４年１０月１１日～平成２７年１０月３１日

1126

H24.8.24 矢野 誠司
消化器・総合外科学 准
教授
Seiji Yano
Department of Digestive
and General Surgery,
Associate Professor

胆膵腫瘍組織を用いた遺伝子学的研究のための試料保存：後向き研究
Retrospective preservation of pancreatobiliary tumor for
subsequent genetic study
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２９年９月３０日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1125

1124

1123

1122

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.8.24 矢野 誠司
消化器・総合外科学 准
教授
Seiji Yano
Department of Digestive
and General Surgery,
Associate Professor

課

題

名

胆膵腫瘍組織を用いた遺伝子学的研究のための試料保存：前向き研究
Prospective preservation of pancreatobiliary tumor for
subsequent genetic study
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２９年９月３０日

H24.8.30 竹谷 健
輸血部 講師
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion,
Associate Professor

重症低ホスファターゼ症に対する骨髄移植併用同種間葉系幹細胞移植
Allogeneic Bone Marrow and Mesenchymal Stem Cell
Transplantation for patients with severe Hypophosphatasia

H24.8.26 竹谷 健
輸血部 講師
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion,
Associate Professor

神経線維腫症Ⅰ型に合併する蔓状神経線維腫に対するイマチニブの効
果
Imatinib therapy for patients having plexiform neurofibroma
complicated with Neurofibromatosis type Ⅰ

H24.8.24 直良 浩司
薬剤部 教授
Kohji Naora
Department of Pharmacy,
Professor

上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤の体内動態に対す
る胃酸分泌抑制薬併用の影響に関する研究
Effects of the gastric secretion inhibitors on the
pharmacokinetics of EGFR-tyrosine kinase inhibitors in patients

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２８年３月３１日

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２６年８月３１日

1121

H24.8.27 三島 清司
検査部 臨床検査技師長
Seiji Mishima
Central Clinical
Laboratory, Chief
Medical Technologist

多項目自動血球分析装置ならびに自動血球分類装置を組み合わせた血
液検査システムの効率的な運用方法の構築
Establishment of the efficient blood test system using the
automated hematology analyzer and automated blood cell
morphology analyzer.
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２６年３月３１日

1120

H24.8.3 平原 典幸
消化器外科 講師
Noriyuki Hirahara
Department of
Gastroenterological
Surgery, Associate
Professor

食道癌術後化学療法としてのDCF療法の忍容性の検討
Feasibility study of adjuvant chemotherapy with docetaxel,
cisplatin and fluorouracil for esophagealcancer
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２９年８月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1119

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.8.30 津端 由佳里
呼吸器・臨床腫瘍学 助
教
Yukari Tsubata
Division of Respiratory
Medicine and Medical
Oncology, Assistant
Professor

課

題

名

がん化学療法に伴う発熱性好中球減少症の治療およびG-CSF使用方法の
現状調査ならびに出雲圏域における病診連携構築のための基礎研究
A survey of treatment of febrile neutropenia and usage of G-CSF
with cancer chemotherapy for solid malignancies in Shimane
Prefecture
― for hospital and clinic cooperation in the area of Izomo
City ―
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２６年３月３１日

1118

1117

1116

H24.8.30 津端 由佳里
呼吸器・臨床腫瘍学 助
教
Yukari Tsubata
Division of Respiratory
Medicine and Medical
Oncology, Assistant
Professor

非小細胞肺癌腫瘍組織におけるEGFR-TKIの分子イメージングに関する
基礎的検討
High-sensitivity imaging of erlotinib in resected non-smallcell lung cancer.

H24.8.20 多田 光宏
呼吸器・化学療法内科
助教
Mitsuhiro Tada
Division of Medical
Oncology and
Respiratory Medicine，
Assistant Professor

質問票を用いた島根県における気管支喘息患者実態調査
Investigation of the asthmatic patients using the questionnaire
in Shimane

H24.8.30 小黒 浩明
神経内科 講師
Hiroaki Oguro
Department of
Neurology, Associate
Professor

中枢神経疾患による運動障害および高次脳機能障害に対する経頭蓋直
流刺激による治療
Transcranial direct current stimulation (tDCS) therapy for
movement disorder and cognitive impairment in neurological
patients

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２６年３月３１日

実施済み研究の遡及倫理審査承認申請案件。

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２９年８月３１日

1115

H24.8.28 木下 芳一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

好酸球性食道炎／好酸球性胃腸炎のアレルゲン検索に関する研究
A research for allergy testing in patients with eosinophilic
esophagitis and eosinophilic gastroenteritis
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２６年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1114

1113

1112

1111

1110

1109

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.8.31 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

課

題

名

血清insulin-like growth factor-Ⅰ レベルに影響を与える因子の検
討
A clinical study examining what factor can affect serum
insulin-like growth factor-Ⅰlevel
承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２６年９月３０日

H24.8.31 金沢 一平
内分泌代謝内科 助教
Ippei Kanazawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

血清insulin-like growth factor-Ⅰ が２型糖尿病患者の新規骨折を
予想しうるか
Clinical study whether or not serum insulin-like growth factorⅠcan predict the incidence of fractures in patients with type
2 diabetes

H24.8.31 守田 美和
内分泌代謝内科 助教
Miwa Morita
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

２型糖尿病におけるDPP-4阻害薬またはメトホルミンの血糖変動と血管
内皮機能に及ぼす影響の検討
The effect of DPP-4 inhibitor or metformin on glucose
fluctuations and endothelium function in patients with type 2
diabetes.

H24.8.8 内藤 陽子
大学院医学系研究科 学
生
Yoko Naito
Department of Medical
Science, Graduate
School of Medical
Research(Master),
Graduate Student

温泉の自律神経機能への影響に関する研究
Study on the influence of autonomic nervous function by hot
spring

H24.8.6 竹谷 健
輸血部 講師
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion,
Associate Professor

低ホスファターゼ症患者細胞を用いた細胞分化研究
Research for cell differentiation using cells of patients with
hypophosphatasia

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２７年９月３０日

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２４年９月２４日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２７年３月３１日

放射線療法における成分栄養剤による支持療法の検討
H24.8.29 猪俣 泰典
放射線腫瘍学 教授
Evaluation of elemental nutritional support during radiotherapy
Taisuke Inomata
Department of Radiation 承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２７年３月３１日
Oncology, Professor

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1108

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.8.31 椎名 浩昭
泌尿器科学 准教授
Hiroaki Shiina
Department of Urology,
Associate Professor

課

題

名

前立腺癌骨転移評価時の骨シンチグラフィにおける骨転移評価指標
Bone Scan Index(BSI) を用いた治療効果、予後予測に関する研究
Study on evaluation of treatment and prognosis using Bone Scan
Index(BSI) in the bone scintigraphy at the prostate cancer bone
metastases evaluation
承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２９年３月３１日

1107

1106

1105

1104

H24.8.30 内尾 祐司
整形外科学 教授
Yuji Uchio
Department of
Orthopaedic Surgery,
Professor

抗菌作用を有するヨウ素担持チタン製インプラント挿入の臨床試験
Clinical study of antimicrobial coating of titanium implants
with iodine

H24.8.28 新原 寛之
皮膚科 助教
Hiroyuki Niihara
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

重症薬疹における長期予後の調査研究 臨床疫学研究
The investigative research of long-term prognosis in severe
cutaneous drug eupion

H24.8.6 森田 栄伸
皮膚科学 教授
Eishin Morita
Department of
Dermatology, Professor

アトピー性皮膚炎患者における角質機能に対する評価法の検討
Evaluation of corneal function in the patients with atopic
dermatitis

H24.8.31 石原 俊治
内科学第二 准教授
Shunji Ishihara
Second Department of
Internal Medicine,
Associate Professor

活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口5-ASA製剤治療に関する実
態調査（観察研究）
Observational study on clinical Practice in the Management of
Ulcerative colitis with oral 5-aminosalicylic acid in Japan
(OPUTIMUM study)

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２９年８月３１日

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２７年４月３０日

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２６年１２月３１日

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２５年６月３０日

1103

H24.8.31 石原 俊治
内科学第二 准教授
Shunji Ishihara
Second Department of
Internal Medicine,
Associate Professor

免疫抑制療法によるＢ型肝炎ウイルスの再活性化
―長期経過を基にした医療経済的に適正な対策法の確立―
Multicenter Prospective Study of Hepatitis B Reactivation
Following Immunosuppressive Therapy
承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２６年１２月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1102

1101

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.8.30 池尻 文良
腫瘍・血液内科 医科医
員
Fumiyoshi Ikejiri
Department of Cancer
and Hematology,
Clinical Fellow
H24.8.27 田中 順子
腫瘍・血液内科 講師
Junko Tanaka
Department of Cancer
and Hematology,
Associate Professor

課

題

名

縦隔原発大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫に関する多施設共同後方視的研究
A multicenter retrospective study of primary mediastinal large
B-cell lymphoma
承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２５年５月３１日

急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療 ―第
Ⅱ相臨床試験― JALSG APL212
Post remission therapy with arsenic trioxide and gemtuzumab
ozogamicin (GO) in acute promylocytic (APL) : A Phase ⅡJALSG
APL212 Study.
承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成３３年８月３１日

1100

H24.8.27 田中 順子
腫瘍・血液内科 講師
Junko Tanaka
Department of Cancer
and Hematology,
Associate Professor

６５歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸による地固め療法
―第Ⅱ相臨床試験― JALSG APL212G
Post remission therapy including arsenic trioxide against acute
promylocytic leukemia (APL) over 65 years old Phase ⅡClinical
Study JALSG APL212G.
承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成３３年８月３１日

1099

1098

1097

H24.8.27 田中 順子
腫瘍・血液内科 講師
Junko Tanaka
Department of Cancer
and Hematology,
Associate Professor

本邦における非血縁者間末梢血幹細胞移植の移植成績に関する観察研
究
Observational study of unrelated allogeneic peripheral blood
stem cell transplantation

H24.8.27 守田 美和
内分泌代謝内科 助教
Miwa Morita
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

ジェイ－ブランド レジストリー
J-BRAND Registry
（Japan-Based clinical ReseArch Network for Diabetes Registry）

一
H24.7.31 北 垣
放射線医学 教授
Hajime Kitagaki
Department of
Radiology, Professor

ナビゲータエコーを用いたＭＲＩ画像の画質改善に関する研究
Research for improvement in quality of MRI images utilizing
thenavigator echo.

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２７年６月３０日

承認研究期間：平成２４年９月１２日～平成２７年６月３０日

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２５年１２月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1096

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.7.30 板 倉 正 幸
乳腺・内分泌外科 講師
Masayuki Itakura
Department of Breast
and Endocrine Surgery,
Associate Professor

課

題

名

高齢者を対象とした乳癌術後補助化学療法としてのアンスラサイクリ
ンベースレジメン後のアブラキサンの認容性の検討
Feasibility study of Anthracycline Based Regimen followed
byNab-Paclitaxel as adjuvant chemotherapy for elderly
patientswith breast cancer
承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２６年７月３１日

1095

1094

1093

1092

H24.7.18 平 原 典 幸
消化器外科 講師
Noriyuki Hirahara
Department of
Gastroenterological
Surgery, Associate
Professor

消化器癌患者における酸化ストレスと抗酸化力の変化に関する検討
The Changes of Oxidative Stress and Anti-Oxidative Effect
inPatients with Digestive Cancer

和 子
H24.7.18 岸
子どものこころ診療部
講師
Kazuko Kishi
Department of Pediatric
Psychiatry, Associate
Professor

ラスムッセン症候群に対する定期的γグロブリン療法の有効性に関す
る研究
A study on efficacy of regular venous γglobulin therapy to
Rasmussen’s encephalitis

和 子
H24.7.18 岸
子どものこころ診療部
講師
Kazuko Kishi
Department of Pediatric
Psychiatry, Associate
Professor

MELASに対するL-アルギニン療法の有効性に関する研究
A study on efficacy of L-arginine therapy to MELAS
（Mitchondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis
andStroke-like episodes）

H24.7.31 山 口 清 次
小児科学 教授
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

シベレスタットナトリウム（エラスポール ）投与後のピバロイルカル
ニチン上昇による２次性カルニチン欠乏症に関する研究
Study of secondary carnitine deficiency caused by increase
ofpivaloylcarnitine due to treatment of sivelestat sodium
hydrate

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２９年７月３１日

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２７年３月３１日

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２７年３月３１日

Ⓡ

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２６年１２月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1091

申 請
研究等責任者
年 月
日
勉
H24.7.31 髙 橋
内科学第三 助教
Tsutomu Takahashi
Department of Internal
Medicine III, Assistant
Professor

課

題

名

悪性リンパ腫に対する高度催吐性化学療法施行時の悪心・嘔吐に対す
るパロノセトロンの効果と安全性の検討
The study of efficacy and safety of palonosetron for high
riskchemotherapy induced nausea and vomiting in malignant
lymphoma.
承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２６年９月３０日

1090

1089

1088

1087

H24.7.31 山 本 昌 弘
内分泌代謝内科 助教
Masahiro Yamamoto
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

２型糖尿病患者における酸化ストレスおよび腎障害と骨脆弱性に関す
る後ろ向き臨床検討
A clinical retrospective study on the relationship between
bonefragility and oxidative stress or chronic kidney disease
inpatients with type 2 diabetes

H24.7.30 小 川 典 子
内分泌代謝内科 助教
Noriko Ogawa
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

糖尿病患者におけるFetuin-Aと骨血管連関の関係
The relationship between serum fetuin-A and bone-vascular axis
in the patients with diabetes mellitus

H24.7.31 藤 田 委 由
公衆衛生学 教授
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

２０１０ハイチ大地震後の女性の健康の調査
Epidemiological study of reproductive health problems in Haiti
after the earthquake in 2010

H24.7.9 藤 田 委 由
公衆衛生学 教授
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

島根県奥出雲町国保ヘルスアップ事業の疫学的評価
Epidemiological evaluation of health promotion project in
Okuizumo, Shimane Prefecture

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２５年７月３１日

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２５年７月３１日

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２６年３月３１日

承認研究期間：平成２４年８月２７日～平成２７年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1086

1085

1084

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.7.24 三 宅 隆 明
内科学第一 助教
Takaaki Miyake
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

課

題

名

造血器腫瘍幹細胞の遺伝子発現解析（後向き研究）
Gene expression analysis of hematopoietic tumor stem cell
(Retrospective Study)
承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２７年１２月３１日

H24.7.24 三 宅 隆 明
内科学第一 助教
Takaaki Miyake
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

造血器腫瘍幹細胞の遺伝子発現解析（前向き研究）
Gene expression analysis of hematopoietic tumor stem cell
(Prospective Study)

H24.7.25 藤 田 委 由
公衆衛生学 教授
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

島根県出雲市の幼児、小学生、中学生における生活習慣と健康（スト
レス評価）に関する疫学研究
Epidemiological Study of the relationship between lifestyle and
their health indicators (including stress marker) among
children of preschool, elementary school, and junior high
school in Shimane Japan.

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２７年１２月３１日

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２８年３月３１日

1083

H24.7.30 橋 口 尚 幸
救急医学 教授
Naoyuki Hashiguchi
Department of Emergency
and Critical Care
Medicine, Professor

敗血症におけるデクスメデトミジンの予後改善効果および臓器保護作
用に関する研究
Study of Dexmedetomidine on outcome and organ protective
effects in patients with sepsis: Dexmedetomidine for Sepsis in
ICU Randomized Evaluation trial (DESIRE trial)
承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２９年７月３１日

1082

H24.7.31 関 根 浄 治
歯科口腔外科学 教授
Joji Sekine
Department of Oral and
Maxillofacial Surgery,
Professor

唾液分泌と嚥下機能を指標とした胃食道逆流症（GERD）の早期発見ガ
イドラインの作成
Establishment of clinical guideline for early detection of
gastroesophageal reflux disease (GERD) evaluated by salivary
flow volume and swallowing function
承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２６年３月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1081

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.7.31 宮 﨑 康 二
産科婦人科学 教授
Kohji Miyazaki
Department of
Obstetrics and
Gynecology, Professor

課

題

名

ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学療法
の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験
Phase Ⅲ, randomized, comparative study of surgery plus
adjuvant chemotherapy and surgery alone for patients with
surgical stage Ⅰ epithelial ovarian cancer.
承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２９年６月３０日

1080

H24.7.31 宮 﨑 康 二
産科婦人科学 教授
Kohji Miyazaki
Department of
Obstetrics and
Gynecology, Professor

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対するパクリタキセル毎週点滴
静注＋カルボプラチン３週毎点滴静注投与とパクリタキセル毎週点滴
静注＋カルボプラチン３週毎腹腔内投与のランダム化比較試験
A RANDOMIZED PHASE Ⅱ/Ⅲ TRIAL OF INTRAVENOUS (Ⅳ) PACLITAXEL
WEEKLY PLUS Ⅳ CARBOPLATIN ONCE EVERY 3 WEEKS VERSUS Ⅳ
PACLITAXEL WEEKLY PLUS INTRAPERITONEAL(IP) CARBOPLATIN ONCE
EVERY 3 WEEKS IN WOMEN WITH EPITHELIAL OVARIAN, FALLOPIAN TUBE
OR PRIMARY PERITONEAL CANCER
承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２８年４月３０日

1079

1078

1077

H24.7.31 椎 名 浩 昭
泌尿器科学 准教授
Hiroaki Shiina
Department of Urology,
Associate Professor

エラストグラフィ、RVSによる前立腺生検成績の検証とRVSの精度向上
Validation of accuracy of prostate biopsy using Elastography
and RVS and precision enhancement of RVS

H24.7.3 金 井 理 恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

小児慢性期慢性骨髄性白血病(CML) に対する多施設共同観察研究
CML-08
Multicenter Observational study for CML in childhood

H24.7.3 金 井 理 恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する多施設共同観察研究実施計画書
TAM-10
Pilot Study for AML in Down syndrome using detection of minimal
residual disease

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成３１年９月３０日

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成３１年２月２８日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1076

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.7.24 山 口 清 次
小児科学 教授
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

課

題

名

ミトコンドリア脳筋症に合併する高乳酸血症に対するピルビン酸ナト
リウム療法の開発研究
Clinical trial of sodium pyruvate therapy for hyperlactacidemia
complicated with mitochondrial encephalomyopathy
承認研究期間：平成２４年８月８日～平成３０年３月３１日

1075

1074

1073

1072

H24.7.26 新 原 寛 之
皮膚科 助教
Hiroyuki Niihara
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

リケッチア感染症における病態解析ならびに重症化機序解明に関する
研究
The research of pathological analysis in rickettsial infection
and mechanism of increase in severity

勉
H24.7.31 髙 橋
内科学第三 助教
Tsutomu Takahashi
Department of Internal
Medicine III, Assistant
Professor

未治療ＣＤ５陽性びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫に対するDoseadjusted EPOCH-R/HD-MTX療法の第Ⅱ相試験
A Phase 2 trial of DA-EPOCH and Rituximab with HD-MTX therapy
for newly-diagnosed DLBCL with CD5 expression.

H24.7.31 守 田 美 和
内分泌代謝内科 助教
Miwa Morita
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

生活習慣病の血管内皮機能に関連する因子の研究
Study for factors related with vascular endothelial function in
lifestyle-related disease

H24.7.31 守 田 美 和
内分泌代謝内科 助教
Miwa Morita
Department of
Endocrinology and
Metabolism, Assistant
Professor

耐糖能障害患者における血糖変動と糖尿病合併症との関連の検討
Clinical study of the association between diabetic complication
and blood glucose fluctuation in patient with abnormal glucose
tolerance

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２７年４月３０日

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２８年９月３０日

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２９年７月３１日

承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２９年７月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1071

1070

申 請
研究等責任者
課
題
名
年 月
日
高齢者多発性骨髄腫に関する多施設共同後方視的調査研究
H24.7.12 三 宅 隆 明
内科学第一 助教
Multicenter retrospective study for elderly multiple myeloma
Takaaki Miyake
Department of Internal 承認研究期間：平成２４年８月８日～平成２４年１２月３１日
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

H24.6.29 丸 山 理留敬
器官病理学 教授
Riruke Maruyama
Department of
Pathology, Professor

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
A pilot study on establishment of a tissue bank in Shimane
University
承認研究期間：平成２４年７月２３日～平成２５年３月３１日

1069

1068

1067

H24.4.10 成 相 義 樹
歯科口腔外科 講師
Yoshiki Nariai
Department of Oral and
Maxillofacial Surgery,
Associate Professor

McCune-Albright症候群患者における異形成骨移植の検討
Evaluation of dysplastic bone transplantation in patient with
McCune-Albright syndrome.

H24.6.26 谷 戸 正 樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

Optical coherence tomographyによるテノン嚢厚の測定
Measurement of Tenon's capsule thickness by using optical
coherence tomography

H24.6.29 古 屋 智 英
精神医学 助教
Motohide Furuya
Department of
Psychiatry, Assistant
Professor

健常者における酸棗仁湯のメラトニンへの影響についての検討：予備
的研究
The effect of Sansoninto, the Japanese herbal medicine, on
melatonin levels in healthy subjects : A pilot study.

承認研究期間：平成２４年７月２３日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２４年７月２３日～平成２９年７月２２日（５年
間）

承認研究期間：平成２４年９月１０日～平成２４年１２月３１日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1066

1065

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.6.29 古 屋 智 英
精神医学 助教
Motohide Furuya
Department of
Psychiatry, Assistant
Professor

不眠症に対する酸棗仁湯の臨床効果についての検討
Investigation of Sansoninto, the Japanese herbal medicine,
treatment in the patient with insomania.

H24.6.26 内 尾 祐 司
整形外科学 教授
Yuji Uchio
Department of
Orthopaedic Surgery,
Professor

NSAIDｓ継続投与患者におけるエソメプラゾールとランソプラゾールに
よる上腹部症状の改善効果についてのオープンラベル並行群間比較試
験
Efficacy of Esomeprazole and Lansoprazole in patients with
upper gastrointestinal symptoms taking non-steroidal antiinflammatory drugs

課

題

名

承認研究期間：平成２４年７月２３日～平成２４年１２月３１日

承認研究期間：平成２４年７月２３日～平成２５年１０月３１日
1064

成人食物アレルギーを中心とした疫学調査
H24.6.29 森 田 栄 伸
皮膚科学 教授
Epidemiological study of food allergy
Eishin Morita
Department of
承認研究期間：平成２４年７月２３日～平成２７年３月３１日
Dermatology, Professor

1063

H24.6.29 飛 田 博 史
肝臓内科 助教
Hiroshi Tobita
Department of
Hepatology, Assistant
Professor

1062
1061

酸化ストレスからみた肝疾患の病態に関する検討
Relationship between liver diseases and oxidant stress
承認研究期間：平成２４年８月１日～平成２６年７月３１日

欠番
H24.6.12 谷 戸 正 樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

プロスタグランディン製剤による眼圧下降効果に影響する遺伝子要因
の解析
Analysis for genetic factors in association with intraocular
pressure-reduction efficacy of prostaglandin analogues
承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２９年７月１０日（５年
間）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1060

1059

1058

1057

1056

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.6.27 木 下 芳 一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

課

題

名

IgG4関連疾患・自己免疫性膵炎における疾患関連遺伝子の解析
Genome wide association study of IgG4 related disease and
autoimmune pancreatitis
承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２７年７月１０日（３年
間）

健
H24.6.26 竹 谷
輸血部 講師
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion,
Associate Professor

小児ランゲルハンス組織球症（LCH）に対するリスク別臨床試験：LCH
－12
Stratification Clinical trial for pediatric Langerhans Cell
Histiocytosis

H24.6.26 高 井 保 幸
眼科学 助教
Yasuyuki Takai
Department of
Ophthalmology,
Assistant Professor

眼科手術により採取された眼部液性成分の物理的・生物学的性状測定
Measurement of physiological and biological properties in
ocular fluids obtained by various ophthalmic surgeries.

H24.6.19 谷 戸 正 樹
眼科 講師
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

白内障手術の術後眼内炎に対する前向き多施設共同研究
Prospective multicenter study for endophthalmitis after
cataract surgery

聡
H24.6.29 本 田
泌尿器科 講師
Satoshi Honda
Department of Urology,
Associate Professor

根治手術が施行された上部尿路癌におけるリンパ節郭清術の意義と術
後の膀胱再発に関する調査研究
The research on significance of the lymphadenectomy and a
postoperative bladder recurrence in the upper urinary tract
cancer with radical operation

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２８年５月３１日

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２９年７月１０日（５年
間）

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２６年６月３０日

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２７年１月３１日

1055

H24.6.29 金 井 理 恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の
実施可能性とその有用性を探索するパイロット試験
AML-D11
Pilot Study for AML in Down syndrome using detection of minimal
residual disease
承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２９年２月２８日

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1054

1053

1052

1051

申 請
研究等責任者
年 月
日
H24.6.29 金 井 理 恵
小児科 講師
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

課

題

名

乳児期発症の旧姓リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性
に関する多施設共同研究第Ⅱ相臨床試験 MLL-10
Clinical trial PhaseⅡstudy for ALL in infant MLL-10
承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成３１年１２月３１日

H24.6.29 田 邉 一 明
内科学第四 教授
Kazuaki Tanabe
Fourth Division of
Internal Medicine,
Professor

高血圧患者におけるアジルサルタンの有効性・安全性についての検討
Evaluation of the effect and safety of Azilsartan in
Hypertention Patients

H24.6.20 木 下 芳 一
内科学第二 教授
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

320列Area Detector CTによる健康成人および食道裂孔ヘルニア患者に
おける食道蠕動運動についての検討
Analysis of esophageal peristaltic movement by using 320 line
Area Detector CT

H24.6.27 田 中 順 子
腫瘍・血液内科 講師
Junko Tanaka
Department of Cancer
and Hematology,
Associate Professor

「重症再生不良性貧血患者に対するウサギ抗胸腺細胞グロブリン（サ
イモグロブリン®）の前方視的ランダム化用量比較多施設共同研究」
APBMT AAWG-01
A randomized dose-comparative study of antithymocyte globulin
in severe aplastic anemia

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２５年１２月３１日

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２５年３月３１日

承認研究期間：平成２４年７月１１日～平成２８年６月３０日
1050

24.05.25 谷 戸 正 樹
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

難治性緑内障に対するエクスプレスシャント手術とトラベクレクト
ミーの比較試験
Comparison between ExPress shunt surgery and trabeculectomy for
refractory glaucoma
（研究期間：H24.06.25～H27.06.24）

1049

24.05.25 谷 戸 正 樹
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

緑内障に対するエクスプレスシャント手術の治療効果
Efficacy of ExPress shunt surgery for glaucoma
（研究期間：H24.06.25～H29.06.24）

1048

透析患者におけるアジルサルタンの有効性・安全性についての検討
24.05.30 椎 名 浩 昭
Hiroaki Shiina
Effectiveness and Safety of Azilsartan in Dialysis Patients
Department of Urology, （研究期間：H24.06.25～H25.12.31）
Associate Professor

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1047

申 請
研究等責任者
年 月
日
24.05.22 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

課

題

名

成人期に診断された先天代謝異常症の予後に関する臨床研究
A Clinical Study of Inborn errors of metabolism detected in
adults
（研究期間：H24.06.25～H25.03.31）

1046

24.05.31 木 庭 尚 哉
Naoya Koba
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

肺扁平上皮癌患者に対するS-1隔日＋カルボプラチン療法の第Ⅱ相臨床
試験
Phase Ⅱ clinical trial of alternate-day therapy of S-1 plus
carboplatin for squamous cell lung cancer
（研究期間：H24.06.25～H26.03.31）

1045

24.05.31 木 庭 尚 哉
Naoya Koba
Department of Internal
Medicine Division of
Medical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

高齢者非小細胞肺癌に対するS-1隔日＋カルボプラチン療法の第Ⅰ相臨
床試験
Phase Ⅰclinical trial of alternate-day therapy of S-1 plus
carboplatin for elderly patients with non-small cell lung
cancer
（研究期間：H24.06.25～H26.03.31）

1044

24.05.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

健康成人を対象とした全周8ch pH・圧モニタリングシステムを用いた
下部食道における酸暴露と運動能についての検討
Observations of acid reflux and motor function in distal
esophagus using simultaneous measurements of intra-esophageal
pH and pressure in 8 directions with novel sensor catheter
（研究期間：H24.06.25～H25.06.30）

1043

徹
24.05.31 並 河
Toru Nabika
Department of
Functional Pathology,
Professor

種々の病態における血中アミノ酸、酸化ストレスマーカーの網羅的測
定による新たな病態マーカーの探索
Comprehensive screening analysis of plasma amino acids and
oxidative stress markers in various pathological conditions
（研究期間：H24.06.25～H26.03.31）

1042

24.05.29 杉 浦 智 子
Tomoko Sugiura
Department of
観察
Biochemistry, Research
Fellow

関節リウマチ患者における抗シトルリン化ペプチド抗体の出現意義に
ついて
The role of anti-citrullinated peptide antibody in patients
with rheumatoid arthritis
（研究期間：H24.06.25～H27.03.31）

1041

隆 明
24.06.11 三 宅
Takaaki Miyake
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

多発性骨髄腫に対する新規治療薬導入後の同種造血幹細胞移植療法に
関する多施設共同後方視的調査研究
Multicenter retrospective study on allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation after the introduction of novel
therapies for multiple myeloma
（研究期間：H24.06.12～H24.07.31）

1040

24.05.24 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

先天異常疾患の病因解明のための正常対照者の遺伝子検査
Genetic tests of normal volunteers to study on pathogenesis of
congenital diseases
（研究期間：H24.06.12～H29.03.31）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1039

申 請
研究等責任者
年 月
日
24.05.24 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

課

題

名

平成１３年４月以前に提供された試料を用いる先天異常疾患の遺伝子
解析
Genetic analysis of case within congenital disease using
samples which were provided before 2001
（研究期間：H24.06.12～H29.03.31）

1038

24.05.24 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

1037

迅速検査キットを使用した破傷風予防に関する研究
24.05.31 橋 口 尚 幸
Naoyuki Hashiguchi
Proteqt (Prophylaxia of Tetanus by Quick Test) study
Department of Emergency （研究期間：H24.06.12～H26.03.31）
and Critical Care
Medicine, Professor

1036

24.05.24 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

『先天代謝異常症患者登録システム』の確立と推進に関する研究
Study of registration and long-term follow up of patients with
inborn metabolic disease
（研究期間：H24.06.12～H29.06.11）

1035

24.05.24 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

インフルエンザ感染症における代謝障害の有無に関する臨床研究
Clinical study of Fln-infection and metabolic disturbance
（研究期間：H24.06.12～H29.03.31）

1034

24.05.11 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

肥満小児のＡＩＭ値に関する研究
A Study on serum concentration of AIM (apoptosis inhibitor of
macrophage) in obese children
（研究期間：H24.06.12～H25.03.31）

1033

24.05.24 渡 邊 伸 英
Nobuhide Watanabe
Department of
Cardiovascular
medicine, Assistant
Professor

遠隔モニタリングシステムによる慢性心不全在宅管理研究
Home telemonitoring study for patient with Heart Failure
（研究期間：H24.06.12～H24.08.31）

1032

24.05.29 三 瀧 真 悟
Shingo Mitaki
Department of
Neurology, Assistant
Professor

脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）慢性期患者における血管性認知障害
に対する抗血小板薬の検討
Study of an antiplatelet agent for the vascular cognitive
disorder in chronic cerebral infarction patients (except for
cardiogenic cerebral embolism)
（研究期間：H24.06.12～H26.03.31）

先天異常疾患の遺伝子解析
Genetic analysis of congenital disease
（研究期間：H24.06.12～H29.03.31）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号

1031

申 請
研究等責任者
年 月
日
24.05.24 村 川 洋 子
Yohko Murakawa
Department of Internal
Medicine 3, Associate
Professor

課

題

名

リウマチ性疾患患者に対するST合剤予防投与における減量・漸増投与
法の有効性と忍容性に関するランダム化比較試験（ST合剤減量・漸増
投与試験）
A randomized clinical trial on the efficacy and tolerability of
dose reduction and escalation regimen of imethoprim /
Sulfamethoxazole (TMP/SMX) in patients with rheumatic diseases
(A study on dose reduction and escalation regimen of TMP/SMX)
（研究期間：H24.06.12～H27.10.31）

1030

24.05.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

健康成人を対象としたプロトンポンプインヒビターの胃内pHに及ぼす
影響の検討 -エソメプラゾールとラベプラゾールを比較してStudy of the effect of Proton Pump Inhibitor(PPI)on intragastric pH in healthy volunteer-Comparison of Esomeprazole and
Rabeprazole（研究期間：H24.06.12～H24.08.31）

1029

24.05.31 藤 田 委 由
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

島根県出雲市の幼児、小学生、中学生における生活習慣と健康（スト
レス評価）に関する疫学研究
Epidemiological Study of the relationship between life style
and their health indicatiors(including stress marker) among
children of preschool, elementary school, and junior high
school in Shimane Japan
（研究期間：H24.06.12～H28.03.31）

1028

24.05.18 橋 本 道 男
Michio Hashimoto
Department of
Environmental
Pysiology, Associate
Professor
24.05.18 橋 本 道 男
Michio Hashimoto
Department of
Environmental
Physiology, Associate
Professor

栄養と有酸素運動による認知症予防・改善効果の検証－ヒト介入試験
Protective and ameliorative effects of nutrition and anaerobic
exercise against dementia
（研究期間：H24.06.12～H26.03.31）

24.04.27 佐 藤 秀 一
Shuichi Sato
Division of Endoscopy,
Associate Professor

高齢者Ｃ型慢性肝炎に対するテラプレビル＋ペグインターフェロン＋
リバビリン併用療法におけるテラプレビル至適投与法に関する検討
The effect of dose reduction of protease inhibitor combined
with pegylated interferon plus ribavirin on sustained
virological response and safety in the elderly patients with
chronic hepatitis C
（研究期間：H24.06.01～H26.05.31）

1027

1026

栄養と有酸素運動による認知症予防・改善効果の検証－ヒト介入試験
Protective and ameliorative effects of nutrition and anaerobic
exercise against dementia
（研究期間：H24.06.12～H26.03.31）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
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知
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1025

申 請
研究等責任者
年 月
日
24.04.12 栂 とも子
Tomoko Toga
Department of Legal
Medicine, Technical
Specialist

課

題

名

Thymidylate Synthase-mRNA および蛋白発現との比較･整合性検討によ
るヒト膵臓および乳腺組織ホルマリン固定パラフィン切片におけるin
situ RT-PCR法の検証
Verification of in situ RT-PCR method detecting Thymidylate
Synthase(TS)-mRNA in human pancreas and breast paraffinembedded tissue sections in comparison with TS-mRNA expression
using Laser Capture Microdissection and Real Time PCR, and with
TS-protein expression using EIA and IHC
（研究期間：H24.05.28～H27.03.31）

1024

24.04.02 木 村 かおり
Kaori Kimura
Department of Legal
Medicine,
Assistant Professor

Deoxyribonuclease II (DNase II) 遺伝子内SNP（一塩基変異多型）検
索：集団調査及び酵素活性に及ぼす変異の影響
Genetic analysis of single nucleotide polymorphisms(SNPs)in the
deoxyribonuclease II (DNase II) gene: population study and the
effect of mutation on the enzyme activity
（研究期間：H24.05.28～H29.03.31）

1023

24.04.05 末 廣 章 一
Shoichi Suehiro
Unit of Cardiovascular
and Chest Surgery,
Department of Surgery,
Assistant professor

緊急冠動脈バイパス術後におけるラメルテオンの術後せん妄予防効果
に関する研究
Trial of ramelteon to prevent postoperative delirium in
patients undergoing emergency coronary artery bypass grafting
（研究期間：H24.05.09～H26.03.31）

1022

24.04.05 須 谷 顕 尚
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

呼吸器疾患の疾患感受性遺伝子および関連タンパク検索のための遺伝
子・タンパク解析
Gene and Protein Analyses searching
for respiratory disease-specific gene and its relating protein
（研究期間：H24.05.09～H27.03.31）

1021

徹
生活習慣病の予知予防に関するゲノム疫学研究
24.04.26 並 河
Toru Nabika
Genomic epidemiological study for life-style diseases
Department of
（研究期間：H24.05.09～H28.03.31）
Functional Pathology，
Professor

1020

24.04.11 佐 倉 伸 一
Shinichi Sakura
Surgical Operation
Center, Associate
Professor

超音波ガイド下持続坐骨神経ブロックー２つのカテーテル挿入方法
（神経と垂直方向挿入法と接線方向挿入法）の比較
Comparison between perpendicular and tangential catheter
insertion to the nerve for continuous sciatic nerve block
（研究期間：H24.05.09～H26.05.08）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
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知
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申 請
研究等責任者
年 月
日
24.04.05 平 原 典 幸
Noriyuki Hirahara
Department of Digestive
and General Surgery,
Associate Professor

課

題

名

切除不能進行・再発胃癌を対象としたTS-1/シスプラチン併用（CS）療
法とドセタキセル/シスプラチン/TS-1 併用（DCS）療法のランダム化
第Ⅲ相試験(JCOG1103)
Phase III study of cisplatin plus TS-1 (CS) compared with
docetaxel and cisplatin plus TS-1 (DCS) as first-line therapy
for advanced gastric cancer (JCOG1103)
（研究期間：H24.05.09～H30.05.08）

1018

24.04.30 金 築 一 摩
Kazuma Kanetsuki
Department of
Cardiovascular Surgery,
Clinical Fellow

開心術術後の自律神経活動および心房細動・粗動発生に及ぼすβ遮断
薬投与の効果についての検討
Effects of ultra short acting β1-blocker, landiolol, on
autonomous activity and the onset of atrial
fibrillation/flutter after cardiac surgery
（研究期間：H24.07.01～H29.06.30）

1017

24.04.30 伊 藤 孝 史
Takafumi Ito
Department of
Nephrology，
Associate Professor

血液透析患者におけるNT-proBNPと心血管障害との関連性
Association between Cardio-vascular disorder and NT-proBNP
value on maintenance hemodialysis patients
（研究期間：H24.05.09～H25.03.31）

1016

24.04.27 石 原 俊 治
Shunji Ishihara
Internal MedicineⅡ,
Associate Professor

自然免疫応答からみた炎症性腸疾患の病態解析
Analysis of the innate immune responses in inflammatory bowel
disease
（研究期間：H24.05.09～H26.04.30）

1015

24.04.25 田 中 順 子
Junko Tanaka
Department of Cancer &
Hematology, Associate
Professor

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
JALSG ALL Clinical Observational Study 12 (JALSG-ALL-CS-12)
（研究期間：H24.05.09～H33.05.31）

1014

24.03.08 鈴 宮 淳 司
Junji Suzumiya
Cancer Center,
Professor

日本における慢性リンパ性白血病の実態調査：全ゲノム解析の付随研
究
Whole-genome sequencing in
patients with Japanese chronic lymphoid leukemia
（研究期間：H24.04.23～H25.03.31）

1013

24.03.08 鈴 宮 淳 司
Junji Suzumiya
ゲノム Cancer Center,
Professor

日本における慢性リンパ性白血病の実態調査：遺伝子多型、変異解析
の付随研究
SNP analysis and the mutation of the patients with Japanese
chronic lymphoid leukemia
（研究期間：H24.04.23～H25.03.31）

1012

毅
24.03.28 吉 廻
Takeshi Yoshizako
Department of
疫学
Radiology, Associate
Professor

画像所見の臨床応用に関する後ろ向き評価
The retrospective analysis of clinical imaging data
（研究期間：H24.04.23～H26.03.31）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
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1011

申 請
研究等責任者
年 月
日
24.03.30 佐 藤 真理子
Mariko Sato
Department of
Rheumatology, Clinical
Fellow

課

題

名

全身性強皮症線維芽細胞におけるスフィンゴシン １-リン酸の関与に
ついての検討
Study on the role of sphingosine 1-phosphate in fibroblasts in
systemic sclerosis
（研究期間：H24.04.23～H27.03.31）

1010

24.03.28 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine，
Professor

好酸球性食道炎と好酸球性胃腸炎のヘリコバクタ・ピロリ感染率の健
診受診者との比較
Comparison of Helicobacter pylori infection rate between
eosinophilic esophagitis, eosinophilic gastroenteritis, and
normal individuals who visited annual health check
（研究期間：H24.04.23～H24.05.31）

1009

24.03.30 三 浦 美樹子
Mikiko Miura
Department of Public
Health, Assistant
Professor

解剖献体における膝関節軟骨に関する疫学研究
Epidemiological study of articular cartilage ware in the knee
joint from cadavers
（研究期間：H24.04.23～H28.03.31）

1008

24.03.27 内 尾 祐 司
Yuji Uchio
Department of
Orthopaedic Surgery,
Professor

細胞外基質の生化学的分析による足関節周囲靭帯および腱損傷の病態
解明
Clarification of the
pathogenesis of the ligamentous and tendon injury in the ankle
joint by the biochemical analysis of the extracellar matrix
（研究期間：H24.04.11～H28.03.31）

1007

24.03.23 児 玉 達 夫
Tatsuo Kodama
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

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
Establishment of library of ocular tissues and cells that
obtained by various ophthalmic surgeries
（研究期間：H24.04.11～H29.04.10）

1006

24.03.12 宮 﨑 康 二
Kohji Miyazaki
Department of
Obstetrics &
Gynecology, Professor

子宮頚部神経内分泌腫瘍に対する集学的治療を探索する観察研究
To analyze treatment results of neuroendocrine carcinoma of the
uterine cervix
（研究期間：H24.04.11～H26.04.10）

1005

勉
24.03.27 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

未治療症候性多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、
自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全性を確認す
る第Ⅱ相臨床研究
Efficacy and safety of new drugs for induction, autologous stem
cell transplantation, consolidation and maintenance therapy in
patients with newly diagnosed symptomatic multiple myeloma: a
phase2 study
（研究期間：H24.04.11～H28.02.28）

1004

24.03.06 村 川 洋 子
Yohko Murakawa
Department of Internal
Medicine 3, Associate
Professor

トシリズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキシマ
ブ治療の有効性、安全性に関する検討（PRISM Study)
Prospective research of infliximab treatment in active RA
patients refractry to anti-interleukin six receptor monoclonal
antibody.
（研究期間：H24.04.11～H26.04.10）

医学部医の倫理委員会承認研究課題一覧表
通
番

知
号
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1002

1001

申 請
研究等責任者
年 月
日
秀 一
24.03.28 佐 藤
Shuichi Sato
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Assistant
24.03.30 大 西 千 恵
Chie Onishi
Department of
Hematology,
Clinical Fellow
24.03.30 大 西 千 恵
Chie Onishi
Department of
Hematology,
Clinical Fellow

課

題

名

潜在性を含む肝性脳症合併肝硬変患者における抑肝散の効果に関する
検討
Effect of TJ-54 on the patients with hepatic encephalopathy
（研究期間：H24.04.11～H26.03.31）
乳腺原発悪性リンパ腫に対する治療成績に関する多施設後方視的調査
研究
A multicenter
retrospective study of primary non-Hodgkin lymphoma of the
mammary gland
（研究期間：H24.04.11～H24.12.31）
高齢者悪性リンパ腫の実態調査：併存疾患と生活機能の観点から
Comprehensive Assessment of Elderly Patients with Malignant
Lymphoma : Assessment of Activity of Daily Living and
Comorbidities
（研究期間：H24.04.11～H27.04.10）

1000

24.03.30 大 西 千 恵
Chie Onishi
Department of
Hematology,
Clinical Fellow

自己評価型用紙を用いた抗がん薬による神経障害の評価
Assessment of Chemotherapy-Induced Neuropathy Using SelfAssessment Form
（研究期間：H24.04.11～H26.04.10）

999

徹
24.03.19 山 口
Toru Yamaguchi
Department of Internal
Medicine 1, Associate
Professor

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンに
よるLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究
Standard versus intensive statin therapy for
hypercholesterolemic patients with diabetic retinopathy
(EMPATHY)
（研究期間：H24.04.11～H27.04.30）

998

剛
24.03.27 田 邉
Tsuyoshi Tanabe
Department of Public
Health, Associate
Professor

血中アミノ酸の解析による健康状態の判定
Health examination with serum amino acid profiling
（研究期間：H24.04.11～H27.03.31）

997

浩
24.03.13 大 谷
Hiroki Otani
Department of
Developmental Biology,
Professor

ヒトの関節拘縮病態の肉眼的および顕微鏡的観察
Macroscopic and histological study of joint contracture in
humans
（研究期間：H24.04.11～H28.03.31）

