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2056
腎移植後のサイトメガロウイルス感染症予防としてのバルガンシクロ
ビル投与におけるアンチゲノミア陽性化率の検討

泌尿器科 講師 内田　潤次 保留

2073
5-aminolevulinic acid(ALA)内服による表在性皮膚悪性腫瘍及び毛
包脂腺系腫瘍に対する光線力学療法

形成外科 病院講師 小澤　俊幸 保留

2074
HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ+化学療法における ki-
67 index を用いた治療選択研究 -ランダム化第Ⅱ相試験-

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2075
HER2陽性転移性乳癌におけるトラスツズマブbeyondPDとラパチニ
ブ切り替えの比較試験(WJOG6110B/ELTOP試験)

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2076 小児頭蓋内NGGCTに対する強化化学療法 小児科 講師 時政　定雄 修正承認

2077 小児頭蓋内ジャーミノーマに対する化学療法 小児科 講師 時政　定雄 修正承認

2078 慢性疼痛患者におけるトラムセット®の有効性の検討 -1%散リン酸コ
デインと比較して‐

麻酔科 講師 舟尾　友晴 修正承認

2079 皮膚潰瘍に対する多血小板血漿(platelet-rich plasma)治療 皮膚科 教授 石井　正光 修正承認

2080
呼吸リハビリテーション施行中のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)患者に
対するツロブテロール貼付薬の運動耐用能改善効果

呼吸器病態制御内科学病院講師 浅井　一久 修正承認

2081 G-PRIDE試験 消化器内科学 教授 荒川　哲男 承認

2082
骨粗鬆症を合併したGenotype1高ウイルス量C型慢性肝炎に対する
PEG-IFNα2a/RBV/Eldecalcitol併用療法の有効性・安全性の検討

肝胆膵病態内科学 准教授 田守　昭博 修正承認

2083
ドネペジル塩酸塩5mg服用中のアルツハイマー型認知症患者にお
ける追加治療選択肢の検討

老年科・神経内科学講師 嶋田　裕之 修正承認
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2084
予防接種に関するワクチンの有効性・安全性等についての分析疫
学研究

公衆衛生学 教授 廣田　良夫 修正承認

2085 大阪市民の社会生活と健康に関する調査 公衆衛生学 教授 廣田　良夫 修正承認

2086
血糖測定の使用状況調査と、小型の自己検査用グルコース測定器
の使用感に関する調査およびそのサイズ・デザインの有用性につい
ての検討

発達小児医学教室 講師 川村　智行 修正承認

2087
慢性閉塞性肺疾患（COPD)における骨粗鬆症合併とその寄与因子
の検討

呼吸器病態制御内科学教授 平田　一人 修正承認

2088
乳癌患者における臨床試験参加・辞退に影響する要因の質問紙調
査（Ⅱ）

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2089 乳癌患者における臨床試験参加・辞退の生存予後調査（Ⅱ） 腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2090
関節リウマチ患者における滑膜組織とマトリックスメタロプロテアーゼ
３の関連に関する研究

リウマチ外科学 准教授 小池　達也 修正承認

2091 身体的疲労時における抑制システムの神経基盤の解明 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2092 身体的疲労時における促進システムの神経基盤の解明 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2093 ストレスの身体的疲労に対する脳神経学的影響の検討 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2094 慢性疲労とCoQ10 システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 修正承認

2095 慢性疲労症候群の実態解明 代謝内分泌病態内科学教授 稲葉　雅章 修正承認

2096
腎性貧血を呈する腎不全患者におけるエリスロポエチン製剤（ESA）
投与による鉄代謝に関与するヘプシジン、フェリチンの動態につい
ての検討

代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学教授 稲葉　雅章 修正承認

2097
心臓血管外科手術における Stroke volume variation、 Pleth
variability index の有効性の検討

麻酔科 講師 舟尾　友晴 修正承認
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2098
心臓血管外科手術における中心静脈酸素飽和度・混合静脈血酸素
飽和度較差と予後との関連

麻酔科 講師 舟尾　友晴 修正承認

2099
トラスツズマブの効果予測マーカーおよびHER2陽性乳癌のサブクラ
ス分類器の探索

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

960
アルツハイマー型認知証発症の危険性に関与するApoE遺伝子多
型解析

老年内科・神経内
科

講師 嶋田　裕之 承認

1325 B型肝細胞癌根治治療後のエンテカビル療法に関する臨床試験 肝胆膵内科 准教授 田守　昭博 修正承認

1436
エンテカビル投与1年のHBe抗原陽性B型慢性肝炎症例に対するエ
ンテカビル継続投与群とエンテカビル＋HBワクチン併用療法群での
ランダム化比較臨床試験

肝胆膵病態内科
学

准教授 田守　昭博 修正承認

1557
夜間頻尿に対するα１受容体遮断薬とイミダフェナシンの併用効果
に関する臨床研究 － 大阪北陸male LUTS研究会による多施設参
加臨床研究 －（研究名略称：Good-Night Study）

泌尿器科 講師 玉田　聡 承認

1559
治療抵抗性造血器悪性疾患に対するHLA半合致同種造血幹細胞
移植

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 修正承認

1569 感染症における炎症マーカーの検討
呼吸器病態制御
内科学

病院講師 浅井　一久 承認

1616
成人T細胞性白血病/リンパ腫（ATL/L）及び、治療抵抗性中・高悪
性度リンパ腫に対するHLA半合致同種造血幹細胞移植

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 修正承認

1619
低用量アスピリン誘発小腸傷害に対するレバミピドの治癒促進効果
の検討-CREAM多施設参加臨床研究-

消化器内科 教授 荒川　哲男 承認

1626
低用量アスピリン及びNSAIDs長期服薬による消化管粘膜傷害の発
生状況の調査と関連するリスクファクターの探索研究のための予備
研究

消化器内科 教授 荒川　哲男 承認

1742 原発性骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物の有効性検討
老年内科・神経内
科

病院講師 正木　秀樹 承認

一部変更申請
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1774
骨代謝マーカーの長期における骨折発生予測能・骨密度変化判定
能の検討

老年内科 病院講師 正木　秀樹 承認

1775
骨代謝マーカーの長期における骨粗鬆症治療薬効果判定能・骨折
発生予測能の検討

老年内科 病院講師 正木　秀樹 承認

1878 初発膠芽腫に対するホウ素中性子捕捉療法 脳神経外科 講師 露口　尚弘 承認


