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3337
ストレスチェックデータによる人工ニューラルネットワークによるメンタ
ル不調者の予測

神経精神医学 准教授 岩崎　進一 承認

3621
本邦における65歳以上の高齢者に対する婦人科がん治療におけ
る現状と問題点の調査研究（JGOG9003S）

女性診療科 教授 角　俊幸 承認

3681
悪性黒色腫における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診
断法の確立

皮膚病態学 教授 鶴田　大輔 承認

3701 ストレスの認知的評価に関与する神経メカニズムの解明 システム神経科学 講師 田中　雅彰 承認

3702
後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査：特
発性造血障害班赤芽球癆コホート調査（PRCA2016）

血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

3703
Japan Atherosclerosis Society Cohort Study　脂質異常症を合併し
た一次予防患者における動脈硬化性疾患発症に関する観察研究

血管病態制御学 准教授 庄司　哲雄 承認

3704
前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に
関する実態調査研究

泌尿器病態学 教授 仲谷　達也 承認

3705
卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を
明らかにする前向き観察研究（JGOG3025）

女性診療科 教授 角　俊幸 承認

3706
子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研究
（JGOG1080S）

女性診療科 教授 角　俊幸 承認

3707
好酸球性消化管疾患患者の患者検体を用いたメカニズムの研究
－メタボローム解析による好酸球性食道炎の病態解明－

消化器内科学 教授 藤原　靖弘 承認

3708 炎症性腸疾患に対する筋肉量の影響についての検討 消化器内科学 病院講師 湯川　知洋 承認
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3709
重症大動脈弁狭窄症患者における血圧および夜間血圧変動性と
血清BNP値の関連

循環器内科 教授 葭山　稔 承認

3710
Analysis of The Relationship between Atrial Fibrillation and Birth
Month（心房細動と誕生月の関連について）

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認

3711 レビー小体型認知症と脳由来神経栄養因子の総合的解析 神経精神医学 講師 松田　泰範 承認

3712 ヒトヘルペスウイルス感染合併炎症性腸疾患の長期予後の検討 消化器内科 講師 細見　周平 承認

3713 腎細胞癌に関する前方観察研究およびバイオマーカーの検索 泌尿器科 講師 玉田　聡 修正承認

3714
糸球体腎炎・ネフローゼ症候群における睡眠機能、自律神経機
能、24時間血圧、骨代謝、身体機能、動脈硬化との関連性の検討

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 承認

3715 MedCity21人間ドック受診者のコレステロール代謝マーカー 血管病態制御学 准教授 庄司　哲雄 承認

3716
糖尿病腎症における栄養・生活習慣・治療満足度・認知機能・転倒
等の評価

腎臓病態内科学 講師 森　克仁 承認

3717 術中神経モニタリングを用いた甲状腺手術の安全性向上の検討 腫瘍外科 准教授 小野田　尚佳 承認

3718 定期外来通院からドロップアウトしたターナー女性11名の臨床像 発達小児医学 講師 濵﨑　考史 承認

3719 進行肝癌の予後因子探索
肝胆膵病態内科
学

講師 萩原　淳司 承認

3720 原発性肝癌の予後に寄与する因子の探索
肝胆膵病態内科
学

講師 打田　佐和子 承認

3721
診察録を利用した自己免疫性肝・胆道疾患の予後に寄与する因子
を探索する研究

肝胆膵病態内科
学

病院講師 小塚　立蔵 承認
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3722 慢性肝疾患と腸内細菌叢との関連を探索する研究
肝胆膵病態内科
学

特任講師 藤井　英樹 承認

3723
大阪市立大学医学部附属病院および感染防止対策地域連携病院
で分離される腸内細菌科カルバペネム耐性菌の分子疫学解析

臨床感染制御学 教授 掛屋　弘 承認

3724 当院におけるAntimicrobial stewardshipの検証 臨床感染制御学 講師 山田　康一 承認

3725
乳癌補助化学療法中の発熱性好中球減少症に対する抗生剤事前
処方の有用性評価

薬剤部 薬剤師 髙橋　正也 承認

3726
抗真菌薬適正使用支援（Antifungal　Stewardship）に向けた取り組
みと効果に関する検討

薬剤部 係員 川口　博資 承認

2151 慢性疲労のバイオマーカー探索 システム神経科学 名誉教授 渡辺　恭良 承認

2584
夜間血圧（平均血圧・変動性・夜間血圧降下度）と循環器疾患との
関連性についての検討

循環器内科 教授 葭山　稔 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 承認

2899
運動の心的イメージを調べる質問紙の開発と生活習慣との相互関
係

運動生体医学 教授 吉川　貴仁 承認

2940
主要動脈浸潤を伴う局所進行切除不能膵癌に対する化学放射線
療法後外科的切除のfeasibility study

腫瘍外科学 講師 天野　良亮 承認

3208

肺癌発症における、β-catenin経路、Keap1-NRF2経路の遺伝子
（CTNNB1、KEAP1、NFE2L2）、PIK3CA遺伝子と
PI3K/AKT/mTOR経路、およびタンパク質（β-catenin、Keap1、
NRF2）の関連についての研究

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

3260
B型慢性肝疾患におけるエンテカビルまたはテノホビル・ジソプロキ
シルフマル酸塩開始後の肝発癌に関する前向き研究

肝胆膵病態内科
学

病院講師 小塚　立蔵 承認

3464
アルツハイマー病における、新規MRI技術を用いたアミロイド描出
および脳温度測定

放射線診断学・
IVR学/放射線腫
瘍学

教授 三木　幸雄 承認

一部変更申請
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3514 急性肝炎・急性肝不全の重症度及び予後予測マーカーの探索
肝胆膵病態内科
学

病院講師 寺西　優雅 承認

3658 機械学習による放射線画像の自動診断システムの開発
放射線診断学・
IVR学講座

講師 山本　晃 承認


