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3006
重症急性膵炎に合併したDICに対するアンチトロンビン製剤の投与
方法に関する研究

救急医学 准教授 山本　啓雅 修正承認

3015 順行性経皮的大動脈バルーン形成術の有用性についての検討 循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

3029
肝硬変に合併した門脈血栓症に対するダナパロイドナトリウムおよび
ワルファリンカリウムによる抗凝固療法の有効性と安全性に関する検
討　DS-WAR study

肝胆膵病態内科
学

病院講師 川村　悦史 保留

3030
急性心筋梗塞に対するインターロイキン１１製剤オプレルベキンを用
いた心筋保護治療　研究名略称:HDIL11AMI

循環器内科学 教授 葭山　稔 修正承認

3031 心身の健康と運動の関連性の検討 システム神経科学 講師 田中　雅彰 修正承認

3032
日本女性骨盤底医学会　経膣メッシュ手術症例データベースへの
症例登録

女性生涯医学 教授 古山　将康 修正承認

3033
転移性乳がん患者におけるアブラキサン(３週毎投与法)の至適用量
を検討するランダム化第Ⅱ相臨床試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

3034 進行・再発乳癌を対象としたエリブリン/S-1併用療法の第Ⅱ相試験 腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

3035
限局性前立腺がん患者に対する手術治療および放射線治療の長
期予後に関する後方観察研究

泌尿器病態学 講師 玉田　聡 承認

第１０回　倫理委員会議事要旨
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3036 健常者における脊椎経年変化の解明 整形外科 助教 高橋　真治 修正承認

3037 子宮平滑筋肉腫の診療実態に関する研究調査　JGOG2049S 女性診療科 教授 角　俊幸 修正承認

3038
SAM(segmental arterial mediolysis:分節型中膜融解症)の自然史の
後方視的研究

放射線科 講師 西田　典史 承認

3039
摂食障害診療における施設内および施設間の連携に関する調査研
究

神経精神科 講師 山内　常生 修正承認

3040 BH4欠損症患者の診療状況に関する全例調査 発達小児医学 教授 新宅　治夫 修正承認

3041 低身長児のPedsQLを用いた生活の質(QOL)の調査 発達小児医学 講師 濱崎　考史 修正承認

3042 慢性骨髄性白血病患者の医療費と暮らしに関する調査 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

3043
慢性閉塞性肺疾患における可溶性α-Klotho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

3044
気道上皮細胞の幹細胞初期化による慢性閉塞性肺疾患の病態解
明

呼吸器内科学 教授 平田　一人 修正承認

3045
血液腫瘍疾患における可溶性フィブリンモノマー複合体の有用性評
価

血液腫瘍制御学・
中央臨床検査部

教授 日野　雅之 承認

3046
食道表在癌ESD後のサーベイランスと異時性異所性再発病変に対
する治療

消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認
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3047 食道表在癌に対する内視鏡下粘膜下層剥離術の５年生存率 消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

3048 高齢者の表在型扁平上皮食道癌に対するESDの安全性と長期予後 消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

3049
大腸腫瘍に対するクリップ＆スネアトラクション法を用いたESD Pilot
study

消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

3050
早期胃癌に対するクリップ＆スネアトラクション法を用いたESD Pilot
study

消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

3051
表在性扁平上皮食道癌に対するクリップ＆スネアトラクション法を用
いたESD Pilot study

消化器内科学 病院講師 永見　康明 修正承認

3052 最先端プロテオミクス技術を活用した肝胆膵がんマーカーの探索 肝胆膵外科学 講師 竹村　茂一 承認

3053
B型肝炎ウィルス(HBV)再活性化リスク因子に関する、ヒト遺伝子解
析プロジェクト

肝胆膵病態内科
学

准教授 田守　昭博 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

1525
透析患者における活性型ビタミンDの心血管イベント抑制効果 -日
本透析活性型ビタミンD試験（J-DAVID）-

老年血管病態学 准教授 庄司　哲雄 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 承認

2074
HER2陽性乳癌に対する術前トラスツズマブ+化学療法における ki-
67 index を用いた治療選択研究 -ランダム化第Ⅱ相試験-

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

一部変更申請
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2080
呼吸リハビリテーション施行中のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)患者に
対するツロブテロール貼付薬の運動耐容能改善効果

呼吸器内科学 病院講師 浅井　一久 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(定点モニタリングシステム）

公衆衛生学 講師 大藤　さとこ 承認

2228
本邦におけるHLA不一致骨髄バンクドナーからの同種造血幹細胞
移植におけるBortezomibを用いたGVHD予防法の安全性の検討
（第Ⅰ相臨床試験）

血液腫瘍制御学 講師 中根　孝彦 承認

2243 新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療 発達小児科学 教授 新宅　治夫 承認

2277
HER2　陽性乳癌に対するアブラキサン＋カルボプラチン＋トラスツ
ズマブ併用化学療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2278
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ランダ
ム化比較第Ⅲ相試験

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2324
HER2陽性切除可能原発性乳癌に対するnab-Paclitaxel ＋ Ｔ
rastuzumab followed by FEC術前化学療法に関する第Ⅱ相臨床試
験

腫瘍外科 講師 高島　勉 承認

2422

チロシンキナーゼ阻害剤治療により分子遺伝学的完全寛解
(Complete Molecular Response;CMR)に到達している慢性期慢性骨
髄性白血病患者を対象としたダサチニブ投与中止後の安全性と有
効性を検討する臨床試験（研究名略称：Stop Dasatinib
Study(STDAST))

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2464
インフリキシマブによる寛解維持治療における効果不十分なクロー
ン病患者を対象とした栄養療法併用効果確認試験（JSIBD_1201）

消化器内科 講師 鎌田　紀子 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 川口　知哉 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
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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

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 承認

2651
高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するドセタキセル単剤療
法とカルボプラチン・ペメトレキセド併用後ペメトレキセド維持療法の
ランダム化比較第Ⅲ相試験(JCOG1210)

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

2664 耳朶趨壁スコアの評価者間ばらつき
代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

2736
大阪リンパ腫研究会に登録された濾胞性リンパ腫症例の形質転換
の検討

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2744
高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋エトポシド併
用療法(CE療法)とカルボプラチン＋イリノテカン併用療法(CI療法)の
ランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験(JCOG1201)

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

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

2936
ビカルタミドを用いたCAB療法後の去勢抵抗性前立腺癌に対する抗
アンドロゲン剤交代療法と早期エンザルタミド導入療法の多施設前
向き無作為化比較試験(OCU-CRPC試験)

泌尿器病態学 講師 井口　太郎 承認

2997 小児のインフルエンザ予防に関する疫学調査 公衆衛生学 准教授 福島　若葉 承認


