
課題
番号

課　　題　　名 結果

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
条件付

修正承認

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 修正承認

2566
難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスとインフリキシマブの治
療効果比較試験

消化器内科 講師 渡辺　憲治 承認

2567
多剤耐性グラム陰性桿菌感染症患者に対するコリスチンメタンスルホ
ン酸ナトリウム注射剤の有用性と安全性の検討（多施設共同、非盲検
の臨床試験）「MDRNに対するコリスチンの研究」

臨床感染制御学 准教授 掛屋　弘 承認

2568

経皮的冠動脈形成術（PCI）における血管内光干渉断層法（OFDI：
Optical　Frequency Domain Imaging)及び血管内超音波診断法
（IVUS：Intravascular Ultrasound)の有用性に関する研究：OPINION
研究

循環器内科 教授 葭山　稔 承認

2569
慢性心不全に対する運動療法の効果発現メカニズムの検討
（Mechanism of Cardiac Rehabilitation for Chronic Heart Failure：
MOCHA-H）

循環器内科 教授 葭山　稔 修正承認

2570 硬膜外麻酔による術直後心室再分極への影響に関する研究 麻酔科学 講師 松浦　正 修正承認

2571
難治性造血器悪性腫瘍に対するHLA半合致同種造血幹細胞移植
（研究名略称：OCU13-3）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 修正承認

2572

胃食道逆流症患者の睡眠障害に対するプロトンポンプ阻害薬の効果
－ラベプラゾール10㎎維持療法中の睡眠障害を伴う胃食道逆流症
患者に対するラベプラゾール20㎎分割投与のプラセボ対照無作為比
較試験－

消化器内科 准教授 藤原　靖弘 承認

2573 化学放射線療法（全頚部照射）に対するエレンタール®の効果 放射線医学教室 准教授 細野　雅子 修正承認

2574 印刷労働者にみられる胆管癌発症の病態解析 分子病理学 教授 鰐渕　英機
条件付

修正承認

2575
子宮頸部扁平上皮癌Ia2期における縮小手術の可能性を検討するた
めの観察研究JGOG1071S

女性診療科 教授 角　俊幸 修正承認

申　　請　　者
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2576 冠動脈CTによる冠動脈石灰化の分布と進展様式の解析 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2577
生物学的製剤使用中関節リウマチにおける感染症マーカーの有用
性の検討

呼吸器内科学 病院講師 浅井　一久 承認

2578
骨髄増殖性腫瘍患者でのJAK2変異の有無とサイトカイン・ケモカイン
プロファイルとの関連の検討

血液腫瘍制御学 病院講師 中前　美佳 修正承認

2579
Multi-color flow cytometryを用いた同種造血幹細胞移植後の細胞
性免疫の再構築過程が合併症および予後に与える影響の包括的分
析（研究名略称：OCU13‐1）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 修正承認

2580
Multi-color flow cytometryを用いた急性白血病における同種造血幹
細胞移植前、後の微小残存病変が予後に与える影響の検討
（OCU13‐2）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 修正承認

2581
SIRT1及びｐ53の発現と進行子宮頸癌に対する主治療前化学療法の
治療効果予測に関する検討

女性病態医学 教授 角　俊幸 修正承認

2582
分離肺換気症例におけるPPV/SVV比によるｄｙnamic arterial
elastance予測の有効性

麻酔科 講師 田中　克明 承認

2583 Shift　workがCircadian rhythmに与える影響 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2584
夜間血圧（平均血圧・変動性・夜間血圧降下度）と循環器疾患との関
連性についての検討

循環器内科 教授 葭山　稔 修正承認

2585 健康寿命延伸に寄与する諸因子に対する水中運動の効果 運動環境生理学 准教授 横山　久代 修正承認

2586 若年者における受動喫煙の呼吸機能への影響 運動環境生理学 准教授 横山　久代 修正承認

2587 小児のミトコンドリア病における遺伝子スクリーニング検査 発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 修正承認

2588 公開しない 血液内科 教授 日野　雅之 承認

2589 公開しない 脳神経外科 准教授 露口　尚弘 承認

2590 妊婦のインフルエンザ予防に関する疫学調査 公衆衛生学 教授 廣田　良夫 修正承認



課題
番号

課　　題　　名 結果申　　請　　者

1040
卵巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としてのパクリタキセ
ル、カルボプラチン併用化学療法とイリノテカンシスプラチン併用化
学療法のランダム化比較試験

女性診療科 教授 角　俊幸 承認

1466 ドライマウス治療に関するＱＯＬアンケート調査 膠原病内科 講師 根来　伸夫 承認

1559 治療抵抗性造血器疾患に対する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

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

1758
5-aminolevulinic acid(ALA)を用いた表在性皮膚悪性腫瘍に対する
光線力学療法

形成外科 病院講師 小澤　俊幸 承認

1759 GentleLASE®を使用した小耳症手術後の耳介脱毛治療 形成外科 病院講師 小澤　俊幸 承認

1871 IL28Bの遺伝子多型によるインターフェロン治療効果の予測評価 肝担膵病態内科学 准教授 田守　昭博 承認

1915 公開しない 細胞機能制御学 教授 広常　真治 承認

1945
2型糖尿病患者におけるメトホルミンの血漿中esRAGE値に与える影
響の検討　-METS trial-

代謝内分泌病態内
科学

講師 福本　真也 承認

2023 既存データを用いた年齢別の急性GVHD発症後の予後の検討 血液腫瘍制御学 講師 中根　孝彦 承認

2040
悪性グリオーマに対する樹状細胞ワクチン療法の安全性と有効性の
評価

脳神経外科 准教授 露口　尚弘 承認

2047
グリオーマにおける化学療法感受性の遺伝子指標の検索とそれに基
づくテーラーメード治療法の開発

脳神経外科 准教授 露口　尚弘 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 承認

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 承認

一部変更申請
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2193
大阪市基本健康診査受診者における生活習慣病と慢性腎臓病に関
する疫学研究

公衆衛生学 教授 廣田　良夫 承認

2289
食道癌手術患者における術中低体温が術後合併症におよぼす影響
の検討

麻酔科 講師 田中　克明 承認

2341
「高尿酸血症患者におけるフェブキソスタットのメタボリックシンドロー
ム及び血管障害マーカーへの影響の検討」

代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認

2368 胆管癌発症の疫学的解明 産業医学 教授 圓藤　吟史 修正承認

2481

低用量アスピリン常用者の内視鏡的胃粘膜下層剥離術（ESD）後潰
瘍出血に対するラベプラゾールとファモチジンの予防効果に関する
二重盲検無作為化比較試験（Proton pump inhibitor versus
histamine-2 receptor antagonist for prevention of bleeding after ESD
in patients on low-dose aspirin therapy(PH-BEST study)）

消化器内科学 准教授 渡辺　俊雄 承認


