
回 開催日 所属 申請内容 審査結果

第３６回倫理審査委員会 H.18.７.５ 消化器外科 消化器がんの発癌、予後、治療効果に関するメタボリックシンドロームの影響の検討 承　認

第３７回倫理審査委員会 H18.10.11 整形外科
切除不能進行期軟部肉腫に対するｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ・ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ併用化学療法第Ⅱ相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30 乳腺・内分泌外科 転移性乳癌に対するカペシタビンとパクリタキセルの併用化学療法　第Ⅱ相臨床試験　（ＸＰ併用療法 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.1.30 消化器検診科
肝内胆管癌に対するシスプラチン（アイエーコール®）による肝動注化学療法の臨床第２相試験

承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器検診科
　進行膵胆道癌患者の重症感染症に合併したＤＩＣに対する適正なAT III製剤（商品名ノイアート）の投与
方法の検討 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器検診科
癌性腹水を伴う再発・進行膵胆道癌に対するＳ１およびパクリタキセル併用療法の有効性及び安全性に関す
る検討

承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 消化器検診科 進行膵胆道癌患者に発症した重症感染症に対するIPM/CS（商品名チェナム）の投与方法の検討 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 調査部調査課 Coffee摂取とウイルス性肝障害の予防効果に関する研究 承　認

第３８回倫理審査委員会 H19.2.7 臨床検査科 メタボリックシンドロームにおける内臓脂肪蓄積と各代謝障害との関連性に関する臨床研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 乳腺･内分泌外科 TAS-108臨床第Ⅱ相用量設定試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 耳鼻咽喉科 喉頭癌に対する化学放射線療法の検討－臨床第２相試験 承　認

平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分
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回 開催日 所属 申請内容 審査結果

平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 消化器内科
粘膜下層浸潤臨床病期I 期(T1N0M0)食道癌に対する内視鏡的粘膜切除術（EMR）と化学放射線併用治療の有効
性に関する第II 相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 消化器外科
JCOG0603：大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/l-ロイコボリンとオキサリプラチン併用
補助化学療法（mFOLFOX6）vs.手術単独によるランダム化II/III相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 泌尿器科 限局性前立腺癌に対するホルモン療法の有効性に関する観察研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 消化器検診科
切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対するGemcitabine療法/TS-1療法/Gemcitabine＋TS-1併用療法
の第Ⅲ相無作為化比較試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 婦人科 がんによる消化管閉塞に対する酢酸オクトレオチドの治療効果に関する研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 婦人科
子宮頸がんⅠｂ2 期・Ⅱ期を対象とした術前化学療法 塩酸イリノテカン(CPT-11)＋ネダプラチン(NDP) 第Ⅱ
相試験 (JGOG1065 Ver1.0)

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 婦人科
子宮体がん再発高危険群に対する術後化学療法としての AP (Doxorubicin＋Cisplatin)療法、 DP
(Docetaxel＋Cisplatin)療法、 TC (Paclitaxel＋Carboplatin)療法のランダム化第Ⅲ相試験(JGOG2043
Ver1.1)

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.5.30 婦人科
卵巣明細胞腺癌に対する術後初回化学療法としての Paclitaxel + Carboplatin (TC) 療法と Irinotecan
+Cisplatin (CPT-P) 療法のランダム化比較試験 (Randomized Phase III Trial) (GCIG/JGOG3017 Ver2.0)

承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 臨床検査科 糖尿病性腎障害の進展におけるサイトカインの役割 承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 臨床腫瘍科 真菌感染症を疑う発熱性好中球減少症に対するプロジフ注とイトリゾール注との比較検討 承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6
研究所

病態生理学部門
CD133抗体を用いた肉腫、消化管間質腫瘍(GIST)及び悪性中皮腫幹細胞の免疫学的探索 承　認
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平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 病理･細胞診断科
肝細胞癌におけるPre B-cell leukemia transcription factor 1（PBX1）、およびE74-like factor 2
（ELF2）発現の臨床的意義の検討

承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 病理･細胞診断科
膵癌におけるPre B-cell leukemia transcription factor 1（PBX1）、およびE74-like factor 2（ELF2）発
現の臨床的意義の検討

承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 乳腺･内分泌外科 乳癌内分泌療法の効果予測因子に関する研究 承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 消化器内科 新しい2波長検出自家蛍光電子内視鏡装置の開発について研究 承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 消化器外科 経腸栄養剤「ラコール」の抗がん剤毒性発現抑制効果の検討 承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 婦人科
子宮頚部の前癌および癌病変におけるヒトパピローマウイルス(HPV)感染の関与とHPV－DNA診断の意義につい
ての研究

承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 消化器内科 早期胃癌に対するEMR/ESD症例がん登録;Web登録を用いたがん登録システムの運用実施可能性に関する研究 承　認

第３９回倫理審査委員会 H19.6.6 血液･化学療法科 慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）におけるRQ-ＰＣＲ、Aｍｐ-CML　を用いた微小残存病変の比較 承　認

第２０回遺伝子解析部会 H19.6.14 病理・細胞診断科
膵癌におけるGlutathione S-transferase 群遺伝子（GSTM, GSTT1, GSTP1）多型性とGemsitabine (GEM)、5-
Fluorouracil (5-FU)、GEM-5-FU併用療法に対する効果との関連の検討

承　認

第２０回遺伝子解析部会 H19.6.14 病理・細胞診断科 瀰漫性B細胞大細胞型悪性リンパ腫におけるGSTP1遺伝子多型性と治療効果との関連の検討 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.7.18 緩和ケアチーム 輸液が終末期癌患者のquality of lifeに与える影響についてのcohort研究 承　認
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平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分

研究助成部会において判定された案件 H19.7.18 消化器内科
JCOG0607：早期胃癌における内視鏡的粘膜切除術の適応拡大に対する第Ⅱ相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.7.18 脳循環内科
虚血性脳卒中患者における血管イベントの発症率に関する前向き観察研究
（EVEREST:Effective Vascular Event Reduction after STroke） 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.7.18 泌尿器科 適応外　抗がん剤使用許可依頼 承　認

第４０回倫理審査委員会 H19.8.29 乳腺内分泌外科 xxxxxxxxxxxxxx乳がんセンチネルリンパ節転移診断 承　認

第４０回倫理審査委員会 H19.8.29 消化器内科 新型デバイス（ITナイフ２）による胃粘膜下層剥離術における治療時間の短縮についての研究 承　認

第４０回倫理審査委員会 H19.8.29 乳腺内分泌外科
酢酸ゴセレリン投与下における閉経前乳癌患者を対象としたアナストロトゾール（ＺＤ１０３３）の術前及
び術後投与の有効性及び安全性をタモキシフェンと比較する多施設共同、無作為化、二重盲検、並行群間比
較試験

承　認

第４０回倫理審査委員会 H19.8.29 乳腺内分泌外科
ホルモン受容体陽性かつリンパ節転移移陽性の閉経後乳癌女性に対する術後補助療法としてレトロゾールと
アナストロゾールを比較する非盲検、無作為化、多施設共同、第Ⅲb相臨床試験

承　認

第４０回倫理審査委員会 H19.8.29 消化器検診科 極細径針を用いた超音波内視鏡下針穿刺生検(EUS-FNA)による膵癌早期診断に関する研究 承　認

第４０回倫理審査委員会 H19.8.29
検診部

精密健康診断科
がんや生活習慣病予防に有用な酸化ストレスマーカー、免疫能に関する研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.9.5 消化器内科 TS-1単独またはTS-1/CDDP併用治療に抵抗性となった進行・再発胃癌に対する二次治療の無作為化第Ⅱ相試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.9.5 消化器内科
OGSG0702:進行・再発大腸癌に対するmFOLFOX6療法とTS-1/CPT-11併用療法とのランダム化比較第Ⅱ相臨床試
験実施計画書

承　認
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回 開催日 所属 申請内容 審査結果

平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分

研究助成部会において判定された案件 H19.9.5 乳腺内分泌外科 進行・再発乳癌に対するタキサン系抗癌剤とトレミフェン120mg併用療法の検討 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.9.5 呼吸器内科
JCOG0509：進展型小細胞肺がんに対するアムルビシン+シスプラチン（AP）対イリノテカン+シスプラチン
（IP）の多施設共同ランダム化比較第III相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.9.5 放射線治療科 JCOG0701：T1-2N0M0声門癌に対する放射線治療の加速照射法と標準分割法のランダム化比較試験 承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 臨床検査科 抗癌剤抵抗性遺伝子の発現および免疫組織化学を用いた化学療法感受性予測の検討(A)/(B) 承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 分子遺伝学部門 白血病及び骨髄異形成症候群におけるＭＯＲＣ(モーク)遺伝子異常の解析 承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 呼吸器外科 肺癌において腫瘍造成能を有する細胞分画の同定とその臨床応用の探索 承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 呼吸器外科
　原発性肺癌における疾患関連遺伝子の同定、疾患関連遺伝子のSNP解析、および疾患関連遺伝子の肺癌にお
ける発現及び機能解析についての研究

承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 整形外科 肉腫（非上皮性悪性骨・軟部腫瘍）幹細胞の同定と機能解析ならびにその臨床応用の探索 承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 整形外科 骨軟部腫瘍に対する抗IL-6受容体抗体を用いた新規治療法の開発 承　認

第２１回遺伝子解析部会 H19.9.28 消化器検診科 膵・胆道癌患者における抗癌剤効果予測因子および予後因子の遺伝子発現に関する調査研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H19.10.16 呼吸器内科
再発小細胞肺癌に対する塩酸ノギテカン療法（NGT療法）とシスプラチン＋エトポシド＋イリノテカン（PEI
療法）を比較する第III相試験

承　認
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平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分

研究助成部会において判定された案件 H19.10.16 消化器内科 肝外病変を伴う進行肝細胞癌に対するS-1/IFN-α併用化学療法の有効性第II相ランダム化比較試験 承　認

第２２回遺伝子解析部会 H19.12.14 分子遺伝学部門 ヒト免疫細胞に対する乳酸とその誘導体の影響の解析 承　認

第２２回遺伝子解析部会 H19.12.14 消化器検診科
切除不能進行膵癌のランダム化比較試験に基づく、gemcitabine及びTS-1の奏効性・安全性にかかわる分子情
報の解析

承　認

第２２回遺伝子解析部会 H19.12.14 消化器検診科
切除不能な局所進行または転移性膵癌患者の一次治療としてゲムシタビンとAG-013736との併用とゲムシタビ
ンとプラセボとの併用による無作為化二重盲検第3相臨床試験治験実施計画書No.( A4061028 )

承　認

第２２回遺伝子解析部会 H19.12.14 消化器外科 漿膜浸潤胃癌における腹腔洗浄液遺伝子診断の臨床的意義に関する研究　～多施設前向き研究～ 承　認

第２２回遺伝子解析部会 H19.12.14 呼吸器外科
非小細胞肺癌におけるEGFR遺伝子変異とGefitinib(IRESSA)の治療効果との関係（その3　多発肺がんの発生
要因およびGefitinib (IRESSA)治療適応の探索を目的としたEGFR遺伝子変異の解析）

承　認

第２２回遺伝子解析部会 H19.12.14
研究所

病態生理学部門
肉腫、GIST（消化管間質腫瘍)及び悪性中皮腫のがん幹細胞の探索とその性状解析に関する研究 承　認

第41回倫理審査委員会 H19.12.19 臨床検査科 担癌患者の免疫状態把握に関する検討 承　認

第41回倫理審査委員会 H19.12.19 泌尿器科 新規腎癌腫瘍マーカーの有用性の検討 承　認

第41回倫理審査委員会 H19.12.19 循環器内科
軽～中等症心不全合併患者に対するARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗約）＋利尿剤合剤（プレミネントR)
の有用性の検討

承　認

第２３回遺伝子解析部会 H20.3.3 泌尿器科
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx前立腺癌患者を対象としたxxxxxxxxxxの有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相無作為化プ
ラセボ対照二重盲検試験

承　認
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平成１９年度　大阪府立成人病センター倫理審査委員会開催状況及び承認分

第２３回遺伝子解析部会 H20.3.3 泌尿器科
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx前立腺癌患者を対象としたxxxxxxxxxxx投与時の有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相無
作為化プラセボ対照二重盲検試験

承　認

第２３回遺伝子解析部会 H20.3.3 呼吸器内科
少量の生理食塩水を用いた末梢肺胞洗浄法（ミニ肺胞洗浄法）の検討と、その方法を用いた肺内病巣の遺伝
子変異の検討

承　認

第２３回遺伝子解析部会 H20.3.3 消化器外科
StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのUFT/Leucovorin療法とTS-1療法の第Ⅲ相比較臨
床試験および遺伝子発現に基づく効果予測因子の探索的研究

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 呼吸器外科 全国悪性中皮腫患者登録研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 消化器外科
臨床病期Ⅰ期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の安全性に関する第Ⅱ相試験（JCOG0703，略称：cSt-I
GC LADG P2）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 消化器外科
治癒切除不能進行胃癌に対する胃切除術の意義に関するランダム化比較第Ⅲ相試験（JCOG0705，略称：
REGATTA, Reductive Gastrectomy for Advanced Tumor in Two Asian countries）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 消化器内科 進行・再発胃癌症例におけるTS-1+CDDP+PTX併用化学療法第Ⅰ相臨床試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 消化器外科
StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのUFT/Leucovorin療法とTS-1療法の第Ⅲ相比較臨
床試験および遺伝子発現に基づく効果予測因子の探索的研究

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 婦人科
局所進行子宮頸癌に対する高線量率腔内照射（High-dose-rate intracavitary brachytherapy: HDR-ICBT）
を用いた同時化学放射線療法（Concurrent chemoradiotherapy: CCRT）に関する多施設共同第Ⅱ相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.3.5 乳腺･内分泌外科 進行・再発乳癌に対するTS-1/Trastuzumab併用化学療法の　第I/II相臨床試験 承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 乳腺･内分泌外科
LS21Rを用いた乳癌再発予測の臨床性能試験
（多施設共同レトロスペクティブ試験）

承　認
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第42回倫理審査委員会 H20.3.12 消化器内科 新規粘膜下注入材（0.4％ヒアルロン酸ナトリウム）の胃粘膜下層剥離術における有用性についての研究 承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 呼吸器内科
非小細胞肺がんに対するゲフィチニブ（GEF）またはエルロチニブ（ERL）と抗がん剤のSequentialな投与法
の研究

承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 呼吸器内科
少量の生理食塩水を用いた末梢肺胞洗浄法（ミニ肺胞洗浄法）の検討と、その方法を用いた肺内病巣の遺伝
子変異の検討

承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 呼吸器内科
未治療ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するパクリタキセル+カルボプラチン併用+ゲムシタビン逐次維持療法対ゲ
ムシタビン+カルボプラチン併用+ゲムシタビン逐次維持療法における多施設共同無作為化第Ⅱ相試験

承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 消化器外科 網羅的プロテオミクス解析による早期膵癌診断マーカーの開発 承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 消化器外科
切除不能肝転移を有する進行・再発結腸・直腸癌に対するmFOLFOX6+ベバシズマブ療法の有用性と安全性の検
討（第II相臨床試験）

承　認

第42回倫理審査委員会 H20.3.12 消化器外科 直腸癌手術に対する術後感染予防薬の投与期間に関する比較試験 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.4.2 呼吸器外科 非小細胞肺癌の悪性度・予後と相関する遺伝子の網羅的発現解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.4.13 消化器外科
根治切除可能な大型3型・4型胃癌に対する術前TS-1+CDDP併用療法による第Ⅲ相試験（JCOG0501，略称：術前
TS-1+CDDP Phase Ⅲ）（第1回改訂）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.5.18 栄養管理室 消化器領域における成人腫瘍性疾患に対する Nutrition Support Team（以下ＮＳＴ）活動成果の検証 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.6.4 泌尿器科 S-1泌尿器科癌（3試験）における薬理遺伝学的研究 承　認
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迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.6.11 研究所 癌幹細胞の解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.6.11 副院長
入院患者の満足度調査：平成１７年度以前の調査との比較を中心として

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.6.28 消化器外科
大腸癌肝転移に対する肝切除後の動注化学療法と全身化学療法併用（WHF+UFT/oral LV 療法）の有効性に関
する研究（第Ⅲ相試験）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.6.28 消化器外科 進行・再発大腸癌を対象としたTS-1/CPT-11併用療法の第Ⅱ相臨床試験 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.7.2 婦人科 上皮性卵巣癌における妊孕性温存の適応と限界に関する調査研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.7.13 消化器検診科 固形癌（膵癌・胆嚢癌・胆管癌・肝癌）の腫瘍内核酸代謝酵素mRNA発現に関する調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.7.17 放射線治療科 局所進行期膵臓癌に対するGemcitabine同時併用外部放射線治療に関する第II相試験 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.8.23 消化器外科
上部進行胃癌に対する胃全摘術における脾合併切除の意義に関するランダム化比較試験（JCOG0110-
MF/GCSSG-SPNX）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.8.23 整形外科
JCOG0304 高悪性度非円形細胞軟部肉腫に対する Ifosfamide、Adriamycinによる術前術後補助化学療法の第
Ⅱ相臨床試験

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.10.15 臨床検査科
糖尿病予防のための戦略研究　課題3「2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来
治療とのランダム化比較試験」

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.10.18 呼吸器内科
JCOG0509：進展型小細胞肺がんに対するアムルビシン+シスプラチン（AP）対イリノテカン+シスプラチン
（IP）の多施設共同ランダム化比較第III相試験

承　認
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迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.9.5 消化器内科
十二指腸ステントによる悪性十二指腸狭窄の治療
（緊急対応用）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.11.28 泌尿器科 早期前立腺癌根治術後のPSA再発に対する臨床調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.12.5
研究所

分子遺伝学部門
発作性夜間血色素尿症の異常クローン拡大に関与する遺伝子の検索 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.12.11 脳循環内科
虚血性脳卒中患者における血管イベントの発症率に関する前向き観察研究（EVEREST:Effective Vascular
Event Reduction after STroke）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.12.14 臨床検査科
糖尿病予防のための戦略研究　課題3「2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来
治療とのランダム化比較試験」

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.12.14
研究所

免疫学部門
疾患関連たんぱく質解析研究・創薬プロテオームファクトリープロジェクト 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H18.4.5 耳鼻咽喉科 頭頸部扁平上皮癌根治治療後のTS-1補助化学療法の検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.12.28 消化器検診科
切除不能進行膵癌（局所進行又は転移性）に対するGemcitabine療法/TS-1療法/Gemcitabine＋TS-1併用療法
の第Ⅲ相無作為化比較試験

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H19.12.28 脳神経科 がん診療連携拠点病院における遺族による緩和ケアの質の評価に関する研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.1.16 循環器内科 LIVES Study Extension リバロ錠特定使用成績調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.1.16 乳腺･内分泌外科 乳癌に対するドセタキセル100mg/m2 ３週間ごと単剤投与 承　認
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迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.1.16 乳腺･内分泌外科 乳癌に対するTC（ドセタキセル、シクロフォスファミド）療法におけるドセタキセル75mg/m2 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.1.28 耳鼻咽喉科 頭頸部扁平上皮癌根治治療後のTS-1補助化学療法の検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.1.28 乳腺･内分泌外科 乳癌内分泌療法の効果予測因子に関する研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.4 呼吸器外科 非小細胞肺癌の悪性度・予後と相関する遺伝子の網羅的発現解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.5
研究所

分子遺伝学部門
BCG-CWSを用いた癌の免疫療法（外部医療機関への提供） 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.7
副院長兼外科系診療

局長
肺野型微小肺癌に対する術式選択の妥当性に関する研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.11 消化器内科 生活習慣病患者における肝細胞癌発癌に関する前向き研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.11
研究所

生化学部門
癌幹細胞の解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.14 婦人科 子宮体癌IVb期の集学的治療を模索する調査研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.14 耳鼻咽喉科 舌癌再建手術後の患者における横断的QOL調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.14 消化器内科
最大径20mm以上の大腸腫瘍に対する各種内視鏡切除手技の局所根治性・偶発症に関する多施設共同研究（前
向きアンケート調査）

承　認
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迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.17 消化器検診科 新規膵癌腫瘍マーカーの探索とその有用性に関する多施設共同研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.3.31 研究所　病理学部門 個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト 承　認
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