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番号
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2829
進行胃癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の安全性と根治性に関
するランダム化Ⅱ/Ⅲ相比較試験（研究名略称:JLSSG0901）

腫瘍外科 講師 六車　一哉 承認

2843
肝胆膵系臓器腫瘍切除手術における血管収縮薬とヒドロキシエチル
デンプン含有血漿増量剤による循環維持法の比較検討

麻酔科学 准教授 土屋　正彦 修正承認

2844
黄斑部網膜浮腫に対する抗VEGF薬硝子体内注射併用選択的網膜
レーザー治療

視覚病態学 講師 山本　学 修正承認

2845
ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検
索の実施可能性とその有用性を探索するパイロット試験

発達小児医学 講師 時政　定雄 承認

2846

小児急性骨髄白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラ
ビン投与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の
微小残存病変意義を検討する多施設共同シームレス第Ⅱ－Ⅲ相臨
床試験

発達小児医学 講師 時政　定雄 承認

2847
小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する
多施設共同第Ⅱ相臨床試験実施計画書（JPLSG ALL-T11/JALSG
T-ALL-211-U）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2848

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B細胞性急性リンパ性白
血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph
（-）B-ALL213）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2837 ムコ多糖症患者を対象とした国際共同登録システム 発達小児医学 准教授 田中　あけみ 修正承認

2850
多施設共同研究による、日本人における悪性軟部腫瘍に対するパゾ
パニブの治療効果の検討

整形外科学 講師 星　学 修正承認

2851
65歳以上の高齢者における原発性悪性骨軟部腫瘍の予後因子の検
討

整形外科学 講師 星　学 修正承認

第3回　倫理委員会議事要旨

申　　請　　者

審議事項は以下のとおり

　出席者　：　新宅、西川、三浦、手嶋、手塚、梅原、森田、前田、大澤、横山、各委員

　場　所　：　あべのメディックス6階研修室

　日　時　：　平成26年6月26日（木）　17:30～19:30



課題
番号

課　　題　　名 結果申　　請　　者

2852 高悪性度骨軟部腫瘍における妊孕性温存の検討 整形外科学 講師 星　学 修正承認

2853 脳磁図を用いた抑制・促進システム相互作用の検討 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

2854 脳磁図を用いた身体的疲労の精神的疲労に対する影響の検討 システム神経科学 講師 田中　雅彰 承認

2855
ヒトの無意識レベルでの食刺激への神経応答機構と食の心理・行動
との関連の解明

運動生体医学 教授 吉川　貴仁 修正承認

2856
多施設共同でのHTLV-1が生体肝移植の成績に及ぼす影響に関す
る研究

肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

2857
肝癌切除後C型慢性肝疾患に対するSimeprevir/PEG-IFNα-
2a/RBV併用療法の有効性・安全性の多施設共同検討

肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 修正承認

2858
臨床的FIGO Ⅳb期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の腫
瘍摘出術に関するFeasibility Study JGOG2046

女性診療科 教授 角　俊幸 保留

2859 EGFL7の発現と子宮頸癌の予後予測に関する検討 女性病態医学 教授 角　俊幸 修正承認

2860 膣内リング自己着脱が患者QOLに与える影響 女性生涯医学 教授 古山　将康 修正承認

2861
骨髄増殖性腫瘍患者でのJAK2異変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

2862

研究参加施設に新たに発生する全ての成人急性リンパ性白血病
（Acute Lymphoblastic Leukemia,ALL）症例を対象とした５年生存率
に関する前向き臨床観察研究JALSG ALL Clinical Observation
Study 12（JALSG-ALL-CS-12）

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 修正承認

2863 ハイリスク症例における血行動態モニタリングの使用に関する調査 麻酔科学 講師 田中　克明 修正承認
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2864 早期胃癌ESD後患者の予後の検討-外科手術例と比較して- 消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

2865
医学部臨床実習の実習内容が医学生の臨床能力自己評価に与える
影響についての検討

総合医学教育学 教授 首藤　太一 修正承認

2849
脳神経外科手術を安全に行うための手術手技実習と微小脳神経外
科解剖の検討

脳神経外科 教授 大畑　健治 次回まわし

2866
精神神経疾患の原因解明および診断法・治療法の開発に関する研
究

精神神経医学 講師 谷　宗英 修正承認

2867
皮膚形成異常をきたす先天性疾患の包括的遺伝子診断システムの
構築

皮膚病態学 教授 鶴田　大輔 修正承認

2869 超早期膵癌補足技術の開発 肝胆膵病態内科学 病院講師 萩原　淳司 修正承認

2873
Male　LUTSにおける治療効果予測因子としての尿中マイクロRNAの
同定

泌尿器病態学 講師 田中　智章 承認

1693 末梢神経絞扼性障害に対する術式の標準化 整形外科 講師 岡田　充弘 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 准教授 福島　若葉 承認

2119 ADPKD観察研究 腎臓内科 准教授 石村　栄治 承認

2143 特定大規模施設における門脈血行異常症の記述疫学に関する研究 公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 承認

一部変更申請
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2168
慢性疼痛患者（運動器疾患）におけるトラムセット配合錠の有用性及
びADL/QOLに及ぼす影響の検討

麻酔科 講師 舟尾　友晴 承認

2242 禁煙外来患者における機能性消化管疾患の実態調査 消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 承認

2319 百日咳ワクチンの有効性に関する症例対照研究 公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 承認

2368 胆管癌発症の疫学的解明 産業医学 教授 圓藤　吟史 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

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 山上　博一 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 講師 大藤　さとこ 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 承認

2655
インフリキシマブ治療によって寛解維持された潰瘍性大腸炎患者に
対するインフリキシマブ治療の中止および継続群の寛解維持率比較
研究(HAYABUSA Study)

消化器内科学 講師 山上　博一 承認

2701 急性冠症候群に関連する新規バイオマーカーの同定 循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2711
受動加湿時の温度感覚に及ぼす年齢および中心血液量の影響に関
する研究

運動環境生理学 准教授 岡崎　和伸 承認

2716 慢性疲労症候群患者に対するエルカルチンの有効性の検討
代謝内分泌病態内
科学

教授 稲葉　雅章 承認
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2841 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野雅之 承認

2842 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野雅之 承認

2870 公開しない 発達小児医学 講師 佐久間悟 承認

2871 公開しない 肝胆膵内科 病院講師 川村悦史 承認

2872 公開しない 消化器内科 病院講師 永見康明 承認

報告事項は以下のとおり

緊急選択症例に関する報告書


