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3769 疲労感が食欲に与える影響に関する脳磁図研究 運動生体医学 病院講師 石井　聡 承認

3770 疲労感が行動選択に及ぼす影響に関する脳磁図研究 運動生体医学 病院講師 石井　聡 承認

3771
薬剤反応性に着目した大規模家系を対象とした全ゲノム解析によ
る自閉スペクトラム症の病態解明パイロット研究（遺伝子解析）

発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認

3772
薬剤反応性に着目した大規模家系を対象とした全ゲノム解析によ
る自閉スペクトラム症の病態解明パイロット研究

発達小児医学 講師 瀬戸　俊之 承認

3773
直接作用型抗慢性C型肝炎治療薬にてウイルス除去が得られた患
者の生活習慣についてのコホート研究

公衆衛生学 准教授 大藤　さとこ 承認

3774
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 准教授 大藤　さとこ 承認

3775
肺癌患者に対する抗がん剤CDDPまたはCBDCA投与時に伴う遅
発性悪心・嘔吐の発現状況とその影響要因の調査－後ろ向き観察
研究方法を用いて－

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

3776
肺癌免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研
究

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 保留

3777
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー抵抗性逆流性食道炎の臨
床的特徴の解析

消化器内科学 教授 藤原　靖弘 承認

3778
難治性皮膚疾患における肥満細胞の役割及び肥満細胞に影響を
与える分子に関する解析研究

皮膚病態学 講師 菅原　弘二 承認

3779 上皮性卵巣癌患者の年齢による予後および予後因子の違い 女性病態医学 教授 角　俊幸 承認

第３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、大澤、徳永、白井、久野、沖田各委員

　場　所　：　あべのメディックス6階 研修室

　日　時　：　平成29年6月22日（木）　17:30～18:30
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3780 日常循環器診療における患者データの網羅的疫学解析 循環器内科 教授 葭山　稔 保留

3781 アクセス　サイトメガロ試薬に関する基礎的検討 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

983 造血細胞移植医療の全国調査 血液腫瘍制御学 教授 日野　雅之 承認

1272 潰瘍性大腸炎のリスク因子に関する多施設共同・症例対照研究
医学部・附属病院
運営本部

技術職員 近藤　亨子 承認

1498
アンケート調査および唾液・血液・生体検体による慢性疲労の病
因・病態の解明に関する研究

代謝内分泌病態
内科学

教授 稲葉　雅章 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

2144 健康と生活習慣に関する疫学調査
医学部・附属病院
運営本部

技術職員 近藤　亨子 承認

2151 慢性疲労のバイオマーカー探索 脳神経外科 特任教授 渡辺　恭良 承認

2263 肝臓癌の早期発見のための新規診断マーカーの検討 分子病理学 教授 鰐渕　英機 承認

2504
インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの肺炎予防効果に関す
る調査

公衆衛生学 准教授 大藤　さとこ 承認

2557
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学
的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認

2849
脳神経外科手術を安全に行うための手術手技実習と微小脳神経
外科解剖の検討

脳神経外科 教授 大畑　健治 承認

2949
門脈血行異常症(特発性門脈圧亢進症、肝外門脈閉塞症、バッド
キアリ症候群)の全国疫学調査

公衆衛生学 准教授 大藤　さとこ 承認

一部変更申請
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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

3009
脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた画像病理
相関に関する研究（多施設連携研究）

神経内科 教授 伊藤　義彰 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、
NRF3）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

3245 フローダイバーターの有効性と安全性に関する全国悉皆調査 脳神経外科 教授 大畑　建治 承認

3276
青少年における「疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状」の
受療状況に関する全国疫学調査

公衆衛生学 教授 福島　若葉 承認

3385
H.pylori感染状況に基づき細分類した機能性ディスペプシア患者
における内視鏡的評価

消化器内科学 講師 田中　史生 承認

3415
ファンタン術後患者における超音波エラストグラフィの有用性に関
する研究

発達小児医学 講師 徳原　大介 承認

3438
機能性ディスペプシアにおける、胃液中エクソソーム由来miRNA発
現量の網羅的解析

消化器内科学 講師 田中　史生 承認

3501
身体トレーニングの排便状況ならびに腸内環境への影響と運動継
続意欲の変化に関する試験

運動環境生理学 准教授 横山　久代 承認

3534
ボノプラザンを用いたH.pylori一次除菌失敗に関する危険因子の
検討

消化器内科学 講師 田中　史生 承認

3564
MedCity21人間ドックで診断された好酸球性食道炎、食道好酸球
浸潤の臨床的特徴の検討

消化器内科学 講師 田中　史生 承認

3608
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測　リスク
スコアバリデーションスタディ　多施設共同非介入前向き研究
（REVEAL-IP）

呼吸器外科 病院教授 西山　典利 承認

3627
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観
察研究　Aｌｌ Nippon AF In Elderly Registry　－ANAFIE Registry－

循環器内科学 教授 葭山　稔 承認
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3686
ウェアラブルデバイスを用いた、機能性消化管障害の自律神経機
能解析－大阪市立大学による多施設参加臨床研究－

消化器内科学 講師 田中　史生 承認

3753
未治療EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌における、高感度デジ
タルPCRによるT790Mの検出と、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬の
効果と耐性に関する研究

呼吸器内科学 准教授 川口　知哉 承認


