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2893
胃カルチノイドRindiⅢ型のリンパ節転移危険因子に関する多施設
共同後ろ向き研究

腫瘍外科 講師 田中　浩明 修正承認

2903 mTOR阻害薬の有害事象の相違に関する後方観察研究 泌尿器科 講師 玉田　聡 修正承認

2904 癌性疲労に対する加味帰脾湯の効果(KAMIKIHITO試験) 泌尿器科 講師 玉田　聡 修正承認

2905
C型慢性肝疾患患者に対するインターフェロン・フリー治療による肝
線維化改善効果

肝胆膵病態内科
学

准教授 田守　昭博 修正承認

2906
骨盤臓器脱患者に対する補中益気湯の自覚症状改善効果の検討
(「研究名略称:HOT0001」)

女性生涯医学 教授 古山　将康 修正承認

2907 骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存的初期治療の指針策定 整形外科 助教 高橋　真治 修正承認

2908
腹部領域の腫瘍治療におけるCアーム血管撮影装置を用いた画像
評価に関する研究

放射線診断学・
IVR学

講師 西田　典史 修正承認

2909
超音波造影剤(ペルフルブタン)を用いたステロイド投与前後におけ
る腎血流の変化について

代謝内分泌病態
内科学

病院講師 一居　充 修正承認

2910
2型糖尿病患者におけるカーボカウントスケールと血糖補正スライ
ディングスケールについてのMulticenter Randomized Controlled
Study

小児科 病院講師 広瀬　正和 承認

第５回　倫理委員会議事要旨
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2911
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象と
したダサチニブ併用化学療法および同種造血幹細胞移植の臨床第
Ⅱ相試験(JALSG Ph+ALL213)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2912
体組成分析装置InBodyを用いた上部消化器癌患者の体組成変化
についての研究

腫瘍外科 病院講師 櫻井　克宣 保留

2913
脳磁図を用いた精神的疲労とパフォーマンスの関連性についての
検討

システム神経科学 講師 田中　雅彰 承認

2914 身体的疲労の想起に関する神経基盤の脳磁図研究 システム神経科学 講師 田中　雅彰 承認

2915 CT画像から算出した除脂肪体重を用いたSUV(SULCT)の有用性 核医学 教授 塩見　進 修正承認

2916 妊娠女性の下部尿路症状調査 女性生涯医学 教授 古山　将康 修正承認

2917
C型肝炎に対する抗ウィルス治療後の予後に関連する生活習慣の
調査

公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 承認

2918 手術室看護師による術前術後訪問の運用評価 医療安全管理学 准教授 朴　勤植 修正承認

2919 嗜好性を活かした疲労予防・回復研究 疲労医学 特任教授 梶本　修身 修正承認

2920 慢性腰痛症に対する薬物療法の臨床経済研究 整形外科 講師 寺井　秀富 承認

2921
下部尿路症状を有する女性患者に対する鍼灸治療の有効性に関
する検討

泌尿器病態学 教授 仲谷　達也 保留
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2922
転移・再発乳癌患者におけるTS-1感受性予測因子測定に関する探
究的研究(SELECT BC-EURECA)

腫瘍外科 講師 高島　勉 修正承認

2923 乳癌化学療法における味覚変化についての研究 腫瘍外科 病院講師 野田　諭 修正承認

2924 体幹部MRI撮像における脂肪抑制効果の最適化に関する研究 中央放射線部 係員 竹森　大智 修正承認

2925 血管造影・IVRにおける医療従事者の被ばくに関する研究 中央放射線部 係員 則政　季代 修正承認

2926 血管撮影装置の基礎特性に関する研究 中央放射線部 係員 高尾　由範 修正承認

2927
がん、生活習慣病、慢性肺疾患、肝臓病、消化器病、婦人科、皮膚
疾患などの成人に特徴的な疾患に関する多目的疫学研究(包括的
同意目的)

先端予防医療学 准教授 森川　浩安 修正承認

2928 細菌同定キット「DiagnoSep」の臨床検体適応性評価研究 臨床感染制御学 准教授 掛屋　弘 修正承認

2929
公益社団法人日本化学療法学会:公益目的事業プロジェクト研究計
画「Clostridium difficile 感染症“1日”多施設共同研究」

臨床感染制御学 准教授 掛屋　弘 修正承認

2930
心エコー検査を用いた右室機能、右室形態評価と予後との関連性
についての検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2931
高度大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術後の予後規定因子
に関する検討

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

2932
おたふくかぜワクチン接種後の無菌性髄膜炎発生頻度に関する調
査

公衆衛生学 准教授 福島　若葉 承認
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2933 先天性乏毛症における遺伝子解析 皮膚病態学 講師 菅原　弘二 修正承認

2934 臓器特異的サイトカイン活性化反応検出に関する研究
肝胆膵病態内科
学

准教授 田守　昭博 修正承認

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

1605
ろ紙血を用いたムコ多糖症１型、ムコ多糖症２型、ポンペ病の早期診
断に関する研究

発達小児医学 准教授 田中　あけみ 承認

1801
降圧薬の個別化適正投与のための心血管機能障害関連生理活性
因子の検討

循環器病態内科
学

教授 葭山　稔 承認

1805 高血圧症における薬物療法に関する遺伝子解析研究
循環器病態内科
学

教授 葭山　稔 承認

1806 関節鏡視下自己骨髄間葉系細胞移植による関節軟骨欠損修復 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

1908
EGFR遺伝子変異が陰性もしくは不明の扁平上皮がんを除く化学療
法未治療高齢者進行非小細胞肺がんに対するドセタキセル+ベバ
シズマブ併用療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

2119 ADPKD観察研究 腎臓内科 准教授 石村　栄治 承認

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 准教授 福島　若葉 承認

2197
日本におけるCLL、HCLおよび類縁疾患の実態調査（研究名略称：
CLLRSG-01）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

一部変更申請
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2249
同種造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病（GVHD)に対する
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル製剤(BDP)の安全性・有効性お
よび有効性予測因子の検討

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2374 関節リウマチ患者に対するアダリムマブの休薬寛解についての検討 整形外科 病院講師 多田　昌弘 承認

2395
関節リウマチ患者治療におけるゴリムマブを用いた目標達成に向け
た治療の妥当性検証研究について-Go-Go研究会による多施設参
加臨床研究- 研究名略称：Go-Go　trial

高齢者運動器変
性疾患制御講座

特任教授 小池　達也 承認

2432
ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡補助下肝切除術～多施設共
同試験～

肝胆膵外科学 病院教授 久保　正二 承認

2467 人脂肪および脂肪幹細胞組織培養法の確立 皮膚科 講師 小澤　俊幸 承認

2528
早期保存期腎不全における血中FGF23と活性型ビタミンD分画の関
連

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

2678 プロピベリン塩酸塩の女性尿失禁に対する多施設共同研究 女性生涯医学 教授 古山　将康 承認

2810
全自動尿化学分析装置クリニテックノーバスを用いたノーバス試薬
カートリッジPRO12の基礎的検討

中央臨床検査部 部長 日野　雅之 承認


