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番号

課　　題　　名 結果

2529
維持透析患者の運動介入による筋力および骨塩量改善効果と
myostatinの役割

運動環境生理学 准教授 横山　久代 修正承認

2544 動脈圧反射機能と前庭機能の連関に関する研究 運動環境生理学 准教授 岡崎　和伸 修正承認

2546 公開しない 女性診療科 講師 橘　大介
条件付

修正承認

2547 セント・ジュード・メディカル社製心内植込みリードの評価 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2548
逆流性食道炎患者におけるProton Pump inhibitorの日中・夜間胸や
け症状改善速度の比較とその規定因子の検討（多施設共同ランダム
化二重盲検比較試験）

消化器内科 准教授 藤原　靖弘 次回まわし

2549
クローン病粘膜病変に対するバルーン小腸内視鏡とＭＲＥの比較試
験：国内多施設共同試験

消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2550
潰瘍性大腸炎サーベイランス内視鏡におけるＮＢＩ（Ｎarrow Band
Imaging)と色素内視鏡の比較試験：国内多施設共同研究

消化器内科 講師 渡辺　憲治 修正承認

2551
高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン＋シスプ
ラチン療法とエトポシド＋シスプラチン療法のランダム化比較試験（Ｊ
ＣＯＧ1205/1206）

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

2552
病巣限局的照射野による三次元照射、加速過分割照射を用いた切
除不能Ⅲ期非小細胞肺癌に対する化学放射線療法の第Ⅱ相試験
（ＷＪＯG5710Ｌ）

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 修正承認

2553
化学療法未施行ⅢＢ/Ⅳ期肺扁平上皮癌に対するＣＢＤＣＡ＋ＴＳ－
１併用療法後のＴＳ－１維持療法の無作為化第Ⅲ相試験（ＷＪＯ
G7512Ｌ）

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

2554 糖尿病性腎症における尿中および血中ネフロネクチン濃度の検討
代謝内分泌病態内
科学

准教授 石村　栄治 修正承認

2555
呼吸器エマージェンシー疾患における炎症マーカーの有用性の検
討

呼吸器内科学 病院講師 浅井　一久 承認

2556
不安症状を呈する自閉症スペクトラム児童に対する認知行動療法の
有用性に関する予備的研究

システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 次回まわし
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2557
ＲＥＴ融合遺伝子陽性肺癌の特徴を明らかにするための前向き観察
研究

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

2558
術前化学療法を受けた食道がん患者の食事に関するセルフケア　－
大阪市立大学と大阪大学による多施設参加臨床研究－

消化器外科学 准教授 大杉　治司 修正承認

2559 ＦibroScanを用いた肝臓内脂肪量測定 肝胆膵内科 講師 森川　浩安 修正承認

2560 拡散強調画像を用いた測定法による脳温度と体温との比較検討 放射線科 准教授 下野　太郎 修正承認

2561 視神経脊髄炎(NMO)のMRI像の確定 放射線科 教授 三木　幸雄 承認

2562
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍登録事
業及び登録情報に基づく研究

産婦人科 教授 角　俊幸 承認

2563 予後不良組織型子宮体がん（漿液性腺癌）についての調査研究 女性診療科 教授 角　俊幸 修正承認

2564 小児の髄膜炎における病原体および宿主反応に関する研究 発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 修正承認

2565 公開しない 修正承認

1358 肝臓病に関与するマイクロRNAの解析 肝胆膵病態内科学 准教授 榎本　大 承認

1456 多発性骨髄腫の腫瘍マーカー同定のための研究 分子病態薬理学 講師 塩田　正之 承認

1498
アンケート調査および唾液・血液・生体検体による慢性疲労の病因・
病態の解明に関する研究

代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認

1499 慢性疲労の罹患リスクの同定、ならびに診断・治療技術の開発
代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認

1701 虹彩・毛髪色調系遺伝子の多型と表現型の人種間比較 法医学 教授 前田　均 承認

一部変更申請

公開しない
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1782 職業性精神障害と神経質との関連について 神経精神医学 講師 岩﨑　進一 承認

1819
初代培養による気道上皮細胞を用いた閉塞性肺疾患の気道炎症評
価

呼吸器病態制御内
科学

病院講師 浅井　一久 承認

1846

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(WJOG5611L)

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 承認

1847
アデノウイルス感染症に対するCidofovirの有効性・安全性の検討
（OCU10-6）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1909 COPD合併喘息におけるciclesonide(CIC)併用に関する研究 呼吸器内科学 教授 平田　一人 承認

1944
COPD合併喘息におけるciclesonide(CIC)を用いたステップダウンに
関する研究

呼吸器内科学 教授　 平田　一人 承認

1998 職域における疲労度とメタボリックシンドロームに関する調査 システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 承認

2120 勤労者における気分障害の早期発見および効果的な介入の開発 神経精神医学 講師 岩﨑　進一 承認

2212
C型慢性肝炎患者におけるTelaprevir/PEG-IFNα2b/Ribavirin療法
の有効性と安全性に関する検討

肝胆膵病態内科学 准教授 田守　昭博 承認

2339
高尿酸血症を合併する虚血性心臓病患者に対する高尿酸血症治療
薬のeGFRへの影響

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2366 復職支援回復効果研究 システム神経科学 特任教授 渡辺　恭良 承認

2494
陳旧性心筋梗塞を有するうっ血性心不全患者に対するバソプレッシ
ンＶ₂受容体拮抗薬トルバプタン少量長期投与による臨床評価　～心
筋リモデリング進展抑制効果の検討～

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2497
加齢黄斑変性におけるラニビズマブ治療耐性例に対するアフリベル
セプトの効果を検討する試験

視覚病態学 教授 白木　邦彦 承認

2498
加齢黄斑変性におけるラニビズマブ治療無反応例に対するアフリベ
ルセプトの効果を検討する試験

視覚病態学 教授 白木　邦彦 承認


