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2518
受容体高親和性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与による血管
内皮機能改善効果の検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 次回まわし

2519
カルニチン欠乏症におけるカルニチンによる心血管機能改善、骨格
筋機能改善効果の検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 次回まわし

2592
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS‐１＋
Docetaxel併用療法とTS‐１単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験
JACCRO　GC‐07（START‐2）

腫瘍外科 講師 豊川　貴弘 承認

2605
脳血流シンチグラフィーを用いた断酒補助剤による治療前後の脳血
流の変動の検討

核医学 病院講師 東山　滋明
条件付

修正承認

2610
小児に対するフィブロスキャンを用いた肝脂肪化、肝線維化の非侵
襲的診断法の評価

小児科 講師 徳原　大介 修正承認

2613
内視鏡的粘膜下層剥離術後の適応外病変に対する追加手術に関
する検討

腫瘍外科 講師 豊川　貴弘 修正承認

2614
イマチニブ治療中の消化管間質腫瘍（gastrointestinal stromal
tumor：ＧＩＳＴ）への外科治療介入の臨床的意義・安全性の検討

腫瘍外科 講師 六車　一哉 修正承認

2615 血管造影下ＣＴの撮影手法に関する研究 中央放射線部
診療放射
線技師
係員

高尾　由範 修正承認

2624 腎移植レシピエントに対するESAと天然ビタミンD 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 承認

2625
食道表在癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)におけるプロポ
フォールによる鎮静の安全性と有効性に関するパイロット試験

消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認
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2626
トラスツズマブ治療歴のあるHER2陽性の転移・再発乳癌患者を対象
としたペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル併用療法の有効
性を検討する前向き観察研究

腫瘍外科 講師 川尻　成美 修正承認

2627
高齢者肺扁平上皮癌に対するCarboplatin＋weekly nab-Paclitaxelの
第Ⅱ相臨床試験

呼吸器内科学 准教授 工藤　新三 修正承認

2628
吸入ステロイド製剤使用患者に対するうがい指導の局所副作用予防
効果の検討

呼吸器内科学 教授 平田　一人 承認

2629
陸上および水中歩行における呼吸筋疲労と水泳のトレーニング効果
に関する研究

運動環境生理学 准教授 横山　久代 修正承認

2630
食事誘発性熱産生に対する急性運動効果と筋分泌タンパクirisinの
役割

運動環境生理学 准教授 横山　久代 修正承認

2631 パフォーマンス低下時の行動選択に関わる神経基盤の研究 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2632 メトホルミンの増量後の臨床的治療効果と安全性 薬剤部 主査 中村　安孝 修正承認

2633
閉塞性肺疾患における血清中irisin濃度の測定、及びその臨床的意
義の検討

呼吸器内科学 准教授 金澤　博 修正承認

2634 食道胃接合部癌に対する内視鏡下粘膜下層剥離術治療成績 消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

2635 クローン病潰瘍性病変の治療に関する内視鏡的および基礎的検討 消化器内科学 講師 渡辺　憲治 修正承認

2636
ハイリスク消化管質腫瘍(GIST)に対する完全切除後の治療に関する
研究

腫瘍外科 講師 六車　一哉 承認
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2637
StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1術後補助化学療法の予後
予測因子および副作用発現の危険因子についての探索的研究
(JACCRO GC-07AR)

腫瘍外科 講師 豊川　貴弘 承認

2638 癌細胞の微小環境における骨髄由来細胞の関与の検討
腫瘍外科学・老年
腫瘍病態学

准教授 八代　正和 修正承認

2639 第11次ＡＴＬ全国実態調査研究 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2640
乾癬患者におけるインフリキシマブ血中濃度と二次無効予測の検討
およびインフリキシマブ離脱後の有効性維持の検討

皮膚病態学 教授 鶴田　大輔 修正承認

2641 臍帯血中免疫担当細胞の自然免疫応答機能の解析 発達小児医学 教授 新宅　治夫 承認

2642 乳腺ＭＲＩにおける月経周期・年齢による画像変化に関する研究 放射線医学教室 准教授 下野　太郎 承認

2643 CBCTを用いた透析シャント血管描出の試み 中央放射線部
診療放射
線技師
係員

佐々木　将平 修正承認

2644 CT透視における画像最適化の研究 中央放射線部
診療放射
線技師
係員

出田　真一郎 修正承認

2645 頭部造影MRI撮像法の最適化に関する研究 中央放射線部
診療放射
線技師
係員

木村　大輔 修正承認

2646 癌細胞の微小環境における骨髄由来細胞の関与の検討
腫瘍外科学・老年
腫瘍病態学

准教授 八代　正和 承認

2647
C型肝炎の新規診断法や新規治療法を開発するためのゲノムワイド
関連解析の手法を用いた宿主因子の解析に関する研究

肝胆膵病態内科学 准教授 田守　昭博 修正承認
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2648
テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築に関す
る研究

肝胆膵病態内科学 准教授 田守　昭博 修正承認

2649 シクロヘキサンの生物学的モニタリング法の開発 産業医学 教授 圓藤　吟史 承認

2650 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 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 修正承認

1830
血液腫瘍に対するThymoglobulin(ATG)を用いた臍帯血移植の安全
性・有効性の検討(OCU10-2)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1840 男性乳癌の症例集積 腫瘍外科 准教授 小野田　尚佳 承認

2130 開通性評価用崩壊型カプセルの判定精度向上に関する検討 消化器内科 講師 渡辺　憲治 承認

2260
心臓血管外科手術における中心静脈酸素飽和度ー混合静脈血酸
素飽和度較差と脳組織酸素飽和度・活性酸素値との関連

麻酔科 講師 舟尾　友晴 承認

2307 治療実態下における早朝、夜間血圧の目標血圧値到達率の検討 循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2326
慢性心不全患者に対するASVの忍容性に関する研究（Osaka-ASV
Study)

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

一部変更申請
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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 保留

2424
ペースメーカ患者フォローアップにおける遠隔モニタリングと定期通
院の有効性と安全性の比較（atHome研究）

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2549
クローン病粘膜病変に対するバルーン小腸内視鏡とMR
enterography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 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 承認


