
課題
番号

課　　題　　名 結果

2989
ステロイド治療抵抗性薬剤性肺障害に対する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 修正承認

3055 公開しない 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 修正承認

3056 公開しない 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 承認

3057 公開しない 泌尿器病態学 講師 内田　潤次 承認

3086 公開しない 放射線科 講師 山本　晃 修正承認

3087 公開しない 放射線科 講師 山本　晃 修正承認

3088 公開しない 放射線科 講師 山本　晃 保留

3089 公開しない 放射線科 講師 山本　晃 取り下げ

3090 公開しない 発達小児医学 講師 濱崎　考史 修正承認

第１2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　：　西川、三浦、森田、前田、古山、大澤、手嶋、手塚、梅原 委員

　場　所　：　あべのメディックス6階研修室

　日　時　：　平成27年3月26日（木）　17:30～19:00
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3091 公開しない 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

3092
コチニール色素によるアナフィラキシーその検査法の確立と症例解
析

皮膚科 教授 鶴田　大輔 承認

3093
パッチテスト試薬における濃度・基剤の変更・新規設定に伴う安全性
の検討

皮膚科 教授 鶴田　大輔 承認

3094
間接リウマチの局所炎症に対する電気穿孔法・MTX併用療法の治
療効果と安全性

整形外科 病院講師 多田　昌弘 修正承認

3095
神経血管造影および電気生理学的検査を用いた末梢神経絞扼性
障害の治療応用

整形外科 講師 岡田　充弘 修正承認

3096 糖質摂取後の体温調節応答に及ぼすインスリンの影響 運動環境生理学 准教授 岡崎　和伸 修正承認

3097
Lip-TACE不応後の進行肝細胞癌を対象としたDrug-Eluting-Bead
を用いた肝動脈化学塞栓療法（DEB-TACE）の第Ⅱ相試験

放射線診断学・
IVR学

講師 西田　典史 承認

3098 急性膵炎後合併症としての腸管穿孔についての後方視的研究
放射線診断学・
IVR学

後期研究医 中西　能亜 修正承認

3099
機能性消化管疾患患者の患者検体を用いた病態メカニズムの研究
-メタボローム解析による食道運動機能異常疾患の病態解明-

消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 修正承認

3100 小児の発熱性好中球減少症におけるLinezolidの使用に関する検討 薬剤部 主査 中村　安孝 修正承認

3101
頭頸部癌に対するCetuximab療法による低マグネシウム血症発現に
及ぼす影響因子の検討

薬剤部 薬剤師 豕瀬　諒 承認
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3102 膵頭十二指腸切除術後膵液瘻gradeC危険因子の同定 肝胆膵外科 病院教授 久保　正二 修正承認

3103
膵頭十二指腸切除術後膵液瘻gradeC危険因子の同定-前向き観察
多施設共同研究-

腫瘍外科 講師 天野　良亮 承認

3104
白血球数低値域におけるXN-1000のリサーチ項目の有用性につい
ての検討

中央臨床検査部 係員 藤原　牧子 修正承認

3105
非切除肝門部悪性胆道狭窄に対する内視鏡的乳頭出しside-by-
side stentingの安全性と有用性の検討（パイロット試験）

消化器内科学 病院講師 杉森　聖司 修正承認

3106
腎細胞癌において悪性度や転移能の指標となりうるhnRNPKの発現
様式の検討

泌尿器病態学 講師 田中　智章 修正承認

3107
腎結石に対する体外衝撃波結石破砕術後の腎機能に関する後方
観察研究

泌尿器病態学 講師 井口　太郎 修正承認

3108 尿路結石症に対する食事指導アンケート 泌尿器病態学 講師 井口　太郎 修正承認

3109 去勢抵抗性前立腺癌治療の関する後方観察研究 泌尿器病態学 講師 井口　太郎 修正承認

3110
去勢抵抗性前立腺癌治療の関する前方観察研究およびバイオマー
カーの探索

泌尿器病態学 講師 井口　太郎 修正承認

3111 無症候性腎結石と心血管疾患発症リスクに関する後方観察研究 泌尿器病態学 講師 井口　太郎 修正承認

3112 公開しない 脳神経外科 准教授 露口　尚弘 承認
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3113
単剤治療によるがん患者のせん妄の転記とサブタイプ及び病因との
関連

神経精神科 講師 松田　泰範 承認

631 生活習慣病対策に対するコホート研究 産業医学 准教授 林　朝茂 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

1618
慢性疲労症候群患者における脳内セロトニントランスポーターと脳内
ミクログリア活性及び脳内エネルギー代謝の変化に関するPET研究

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

1619
低用量アスピリン誘発小腸障害に対するレバミピドの治癒促進効果
の検討ーCREAM多施設参加臨床研究＝

消化器内科 教授 荒川　哲男 承認

1686
脳・脊髄領域における3T高磁場MR撮像法の最適化と非侵襲的構
造・機能評価の包括的研究

放射線科 教授 三木　幸雄 承認

1943 都市型大企業における生活習慣病等に関する包括的疫学研究 産業医学 准教授 林　朝茂 承認

2068 生活習慣病並びに各種疾患の多目的大規模コホート研究 産業医学 准教授 林　朝茂 承認

2182
経食道心エコーの大動脈動脈硬化性病変と血液バイオマーカーと
の関連

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

2188
低用量アスピリン起因性出血性潰瘍の既往を有する患者に対する
再出血予防効果の検討：ラベプラゾールナトリウムとファモチジンの
比較（多施設共同ランダム化比較試験）

消化器内科 教授 荒川　哲男 承認

2226 膝関節及び股関節解剖学的検討 整形外科 講師 橋本　祐介 承認

一部変更申請
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2323
再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨
床的有用性に関する研究（JFMC-46）

腫瘍外科 教授 平川　弘聖 承認

2337
敗血症におけるDexmedetomidineの予後改善効果および臓器保護
作用に関する研究

救急医学 後期研究医 山本　朋納 承認

2375
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療-
臨床第Ⅱ相試験-（JALSG　APL212)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2376
６５歳以上の急性前骨髄球性白血病に対するATOによる地固め療
法-臨床第Ⅱ相試験-（JALSG APL212G)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2397
低用量アスピリン起因性出血性小腸潰瘍に対するミソプロストールの
有効性に関する多施設二重盲検試験-Over the Rainbow Study-
（多施設共同ランダム化比較試験）

消化器内科 教授 荒川　哲男 承認

2459
喘息治療効果不十分症例に対するブデソニド/ホルモテロール配合
剤を用いたSMART療法の有効性及び安全性についての検討

呼吸器内科学 教授 平田　一人 承認

2535 全身麻酔下手術中の経皮ヘモグロビン測定精度の検討 麻酔科 講師 田中　克明 承認

2619 胃食道逆流症およびその関連疾患の血清マーカーの探索 消化器内科学 准教授 藤原　靖弘 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

2662 SPECT/CTを併用した消化管出血シンチグラフィの診断能の検討 核医学 後期研究医 小谷　晃平 承認

2707 胸部CTを用いた気道熱傷の重症度評価に関する研究 救急医学 病院講師 加賀　慎一郎 承認
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2750 膝関節全置換術にて局所投与される塩酸モルヒネ血中濃度の検討 麻酔科 講師 舟尾　友晴 承認

2767
超音波エラストグラフィを用いた関節リウマチ患者における正中神経
硬度の検討

整形外科学 准教授 乾　健太郎 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

2880
成人precursor T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 T-ALL213-O)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認

2881
成人Burkitt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 Burkiｔt-ALL213)

血液腫瘍制御学 准教授 中前　博久 承認


