
課題番
号

課　　題　　名 結果

1705
３軸加速度計測装置付き簡易心電センサ（簡易型無線バイ
タルセンサ）の有効性の検証

血行動態力学 教授 竹内　一秀 修正承認

1706
FLT3/ITD変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした
同種造血幹細胞移植療法の有効性と安全性に関する臨床
第Ⅱ相試験（JALSG AML209-FLT3-SCT Study）

血液腫瘍制御学 准教授 山根　孝久 修正承認

1707
成人 core binding factor 急性骨髄性白血病に対するシタ
ラビン大量療法のKIT 遺伝子型別反応性を評価する臨床
第Ⅳ相試験（JALSG CBF-AML209-KIT Study）

血液腫瘍制御学 准教授 山根　孝久 修正承認

1708

局所進行非小細胞肺癌に対する胸部放射線＋TS-1＋
Cisplatin 同時併用療法と胸部放射線＋Vinorelbine＋
Cisplatin 同時併用療法の無作為化第Ⅱ相試験
（WJOG5008L）

呼吸器病態制御
内科学

准教授 工藤　新三 修正承認

1709
膵・胆道癌術後補助化学療法におけるTS-1 ４週投与２週
休薬投与法のfeasibility試験

肝胆膵外科学 講師 上西　崇弘 承認

1710
H.pylori 陽性早期胃癌における内視鏡的粘膜下層剥離術
（ESD）後の除菌治療と抗潰瘍剤治療の有用性に関する探
索的検討

卒後医学教育学
（消化器内科）

講師 町田　浩久 修正承認

1711
肝癌切除術施行後の消化管機能異常に対する大建中湯
（DKT：TJ-100）の臨床的効果（プラセボを対照とした多施
設二重盲検群間比較試験）

肝胆膵外科 准教授 久保　正二 修正承認

1712 手術部位感染分離菌感受性サーベイランス 肝胆膵外科学 准教授 久保　正二 修正承認

1713
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（JALSG AML209-Genetic
Study）

血液腫瘍制御学 准教授 山根　孝久 修正承認

1714 がん性疼痛に関するアンケート調査を用いた臨床研究
化学療法セン
ター

センター
長

工藤　新三 修正承認

1715
EGFR活性型変異を有する非小細胞肺癌患者のEGFR-
TKI 耐性機構を検討する研究

呼吸器内科 准教授 工藤　新三 保留

1716
遷延性及び慢性咳嗽における喀痰上清の有用性について
の検討

呼吸器病態制御
内科

病院講師 浅井　一久 修正承認

審議事項は以下のとおり
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1717

サルメテロール/フルチカゾン配合剤による喘息治療効果
不十分症例に対するブデソニド/ホルモテロール配合剤
160/4.5μg製剤4吸入/日 8週間投与の有効性及び安全
性について検討する非盲検自己対照比較観察研究

呼吸器病態制御
内科

病院講師 浅井　一久 承認

1718 N-SAS BC 07 コホート研究 腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

1719 N-SAS BC 07 観察研究 腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

1720 非アルコール性脂肪肝の病態の解明
肝胆膵病態内科
学

病院講師 藤井　英樹 修正承認

1721 自然を感じる空間の抗疲労効果検証
システム神経科
学

講師 田中　雅彰 承認

1722 インドアグリーンのある暮らしの抗疲労効果検証
システム神経科
学

講師 田中　雅彰 承認

1723 炎暖房のある暮らしの抗疲労効果検証
システム神経科
学

講師 田中　雅彰 承認

1724 １型糖尿病患者における基礎インスリン量の研究 発達小児医学 講師 川村　智行 修正承認

1725
１型糖尿病患者における高脂肪・高蛋白食摂取時のCGM
を用いた血糖変動についての研究

発達小児医学 講師 川村　智行 修正承認

1726 慢性疲労の評価開発に関する研究 神経精神科 講師 松井　徳造 修正承認

1727
認知症の予測因子としての成人血漿中Aβタンパク測定の
臨床的意義

老年内科・神経
内科

講師 嶋田　裕之 承認

1728 周術期の活性酸素ストレスの変化の研究 麻酔科 准教授 土屋　正彦 修正承認

1729 EOB造影MRIによるTACEの術前診断 放射線科 講師 羽室　雅夫 修正承認

1730
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（JALSG AML209-Genetic
Study）

血液腫瘍制御学 准教授 山根　孝久 保留

783 大阪母子保健研究 公衆衛生学 教授 廣田　良夫 承認

784 大阪母子保健研究 公衆衛生学 教授 廣田　良夫 承認
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960
アルツハイマー型認知症発症の危険性に関与するApoE遺
伝子多型解析

老年科・神経内
科

講師 嶋田　裕之 承認

1160 ヒト骨髄由来未分化組織幹細胞の同定とその特性解明 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1504

切除不能大腸癌に対する5-FU/1-
LV/oxaliplatin(FOLFOX)＋bevacizumab と TS-
1/oxaliplatin (SOX) ＋bevacizumab とのランダム化比較第
Ⅲ相試験

腫瘍外科 講師 前田　清 承認

1519
慢性期慢性骨髄性白血病における標準的イマチニブ増量
法と積極的イマチニブ増量法のランダム化比較第Ⅲ相試
験（JALSG-CML207）

血液腫瘍制御学 准教授 山根　孝久 承認

1660
関節リウマチ患者の罹患率と死亡率を下げるためのリスク
因子のトータルマネージメント

循環器内科 教授 葭山　稔 承認

1674

実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント(XIENCE

VTM)とシロリムス溶出性ステント(CYPHER SELECTTM +ステ
ント)の有効性および安全性についての多施設前向き無作
為化オープンラベル比較試験(RESET:Randomized
Evaluation of Sirolimus-eluting versus Everolimus-eluting
stent Trial)

リウマチ外科学 准教授 小池　達也 承認


