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2989
間質性肺炎急性増悪病態に対する層別化とトレミキシンを用いた体
外循環治療の適応・効果の検証

運動生体医学 講師 鴨井　博 保留

3003 皮膚悪性腫瘍におけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索 皮膚病態学 准教授 加茂　理英 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 申請取り下げ

3055 公開しない 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 次回廻し

3056 公開しない 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 次回廻し

3057 公開しない 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 次回廻し

3058 公開しない 心臓血管外科学 病院講師 村上　貴志 修正承認

3059 腹腔鏡下肝系統的切除術の安全性の検討(HBPS201501) 肝胆膵外科 病院教授 久保　正二 修正承認

3060 骨・関節疾患治療に対する3Dプリンターの応用 整形外科 講師 岡田　充弘 修正承認

第１1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、森田、手嶋、手塚、梅原、各委員

　場　所　：　あべのメディックス6階研修室

　日　時　：　平成27年2月26日（木）　17:30～19:10
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3061 上肢装具の動態解析と新たな装具の開発 整形外科 講師 岡田　充弘 修正承認

3062 自己心膜を使用した大動脈弁形成術の有用性に関する研究 心臓血管外科学 准教授 柴田　利彦 承認

3063
２型糖尿病における、睡眠障害と暁現症の内分泌ホルモンを介した
関連についての検討

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 修正承認

3064
食道胃接合部癌に対する1cmマージンをおいたESD Feasibility
study

消化器内科学 講師 永見　康明 修正承認

3065
Bevacizumab併用あるいは非併用時のErlotinib治療患者のErlotinib
髄液濃度の検討

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 修正承認

3066 髄芽腫に対する新リスク分類を用いた集学的治療のパイロット試験 小児科 講師 時政　定雄 承認

3067
非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍に対する髄注併用化学療法と遅延
局所放射線治療のパイロット試験

小児科 講師 時政　定雄 承認

3068 脊髄髄内腫瘍における術前・後QOL推移に関する前向き観察研究 脳神経外科 講師 高見　俊宏 修正承認

3069

非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TIAにおけるリバーロキサ
バンの投与開始時に関する観察研究　RELAXED(Recurrent
Embolism Lessened by rivaroxaban,　an Anti-Xa agent of Early
Dosing for acute ischemic stroke and transient ischemic attack with
atrial fibrillation study)

老年内科学 教授 伊藤　義彰 修正承認

3070 冠動脈バイパス術におけるグラフト開存性と予後に関する検討 心臓血管外科学 講師 細野　光治 修正承認

3071 半月板損傷患者に対する半月手術後の成績評価 整形外科 講師 橋本　祐介 承認
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3072 膝靭帯損傷患者に対する靭帯再建術に関する研究 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

3073 頸椎椎弓形成術が隣接椎間に及ぼす画像変化に関する検討 整形外科 助教 堂園　将 修正承認

3074 腰椎手術の臨床成績および後期高齢者のQOLに及ぼす効果 整形外科 助教 堂園　将 修正承認

3075 腰椎内視鏡下椎弓切除術の治療成績に関する検討 総合医学教育学 講師 豊田　宏光 承認

3076
ACTIONSバンドル2014を用いたガンジダ症の診断、治療効果、予
後の関連性の全国多施設調査

臨床感染制御学 教授 掛屋　弘 承認

3077
本邦における肺切除後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析:
多施設共同研究

第二外科 准教授 西山　典利 承認

3078
Snai1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 承認

3079
膵島関連自己抗体(GAD抗体、IA-2抗体、ZnT8抗体)測定試薬の臨
床的評価

発達小児医学 講師 川村　智行 修正承認

3080 新生児低酸素性虚血性脳症における血液中サイトカインの検討 発達小児医学 教授 新宅　治夫 修正承認

3081 アグレッシブATL前向きコホート研究 血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

3082
成人T細胞白血病リンパ腫に対する至適移植時期および移植源を
推定する為の臨床決断分析

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認
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3083
膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登
録研究

肝胆膵外科 病院教授 久保　正二 承認

3084
中枢神経系腫瘍(脳腫瘍、脊髄腫瘍)の発生、浸潤における遺伝子
異常の解析

脳神経外科 講師 寺川　雄三 修正承認

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 承認

1713
染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影
響に関する観察研究（JALSG　AML209-Genetic Study)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 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

2211
完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するペメトレキセド+シスプ
ラチン併用療法とビノレルビン+シスプラチン併用療法のランダム化
比較第Ⅲ相試験

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

2227
成人難治性血液悪性腫瘍に対する非血縁者間臍帯血移植の有効
性に関する研究（臨床第II相試験）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2239
同種臍帯血移植の有効性に関する第Ⅱ相試験の仮登録例におけ
る臍帯血移植非施行例の予後追跡調査（C-SHOT 0601 試験仮登
録例の予後追跡研究）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2280 ヒト皮膚および毛髪組織の培養 皮膚病態学 講師 菅原　弘二 承認

2404 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 救急医学 前期研究医 森岡　貴勢 承認

2511 ヒト鼻ポリープ組織培養 皮膚病態学 講師 菅原　弘二 承認

一部変更申請
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2679
高齢者切除不能局所進行型非小細胞・非扁平上皮肺癌に対するカ
ルボプラチン＋ペメトレキセド＋胸部放射線同時併用療法の第Ⅰ相
試験

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

2721 DREAM Study試験 消化器内科学 教授 荒川　哲男 承認

2745
GVHD予防法に抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いたgraft-
versus-host方向HLA一抗原不適合血縁者からの造血幹細胞移植
療法の多施設表同第Ⅱ相試験

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2834 γグロブリンの制御性T細胞への影響（OCU14-3） 血液腫瘍制御学 病院講師 中嶋　康博 承認

2879
初回再発・再燃濾胞性リンパ腫に対するBendamustine+Rituximab療
法終了後のFDG-PET/CTを用いた研究 -W-JHS NHL01-

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

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

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
アンドロゲン剤交替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

2983
同種造血幹細胞移植後患者の免疫再構築とアレルギーとの関連性
の調査(OCU14-4)

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

2985
好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎における疾患関連遺伝子および
統合オミックス解析

消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 承認

3001
模擬患者参加型授業が医学生のコミュニケーション能力に与える影
響についての検討

総合医学教育学 准教授 森村　美奈 承認

3012
FDG-PET/CTの不明熱診断への応用-ガリウムSPECTとの比較研
究（略称:JPET-FUO）

核医学 准教授 河邉　譲治 承認
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3027
難治性小児神経伝達物質病の統合的診断システムの構築に向けた
研究

発達小児医学 教授 新宅　治夫 承認


