
回 開催日 所属 申請内容 審査結果

第２４回遺伝子解析部会 H20.6.6 消化器内科
A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE 2 STUDY OF TAC-101 IN COMBINATION WITH
TRANSCATHETER ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION (TACE) VERSUS TACE ALONE IN JAPANESE PATIENTS WITH
ADVANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA: CORRELATIVE PHARMACOGENOMICS STUDY

承　認

第２４回遺伝子解析部会 H20.6.6 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２４回遺伝子解析部会 H20.6.6 研究所 癌幹細胞の解析 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.6.11 臨床腫瘍科
S-1単独療法に治療抵抗性を示した進行・再発胃癌に対するCPT-11＋CDDP併用化学療法 vs CPT-11単独療法の
無作為化比較第Ⅲ相臨床試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.6.11 臨床腫瘍科
フッ化ピリミジン系薬剤とプラチナ系薬剤併用療法不応進行・再発胃がんに対するCPT-11単独療法 vs.
Weekly Paclitaxel療法のランダム化第III相試験　WJOG 4007

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.6.11 臨床腫瘍科
切除不能進行・再発大腸癌初回化学療法患者を対象とした、フルオロウラシル/l-ロイコボリン、オキサリプ
ラチン、ベバシズマブ併用療法 (mFOLFOX6+BV) stop　and　go 臨床第II相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.6.11 消化器内科
胃小陥凹性病変の鑑別診断におけるNBI (narrow band imaging)併用拡大内視鏡観察の有用性に関する臨床試
験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.6.11 血液・化学療法科
慢性期慢性骨髄性白血病における標準的イマチニブ増量法と積極的イマチニブ増量法のランダム化比較第III
相臨床試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.6.11 消化器外科
漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial Design によるランダム化比較試験- フッ化ピ
リミジン単独療法とPaclitaxel→フッ化ピリミジン逐次併用療法の比較およびTegafur, Uracil(UFT)とTS-1
の比較 -

承　認

第43回倫理審査委員会 H20.6.18 病理・細胞診断科 乳癌組織におけるRB1CC1(網膜芽細胞腫遺伝子誘導蛋白質)の発現に関する臨床病理学的検討 承　認

第43回倫理審査委員会 H20.6.18 整形外科
骨肉腫病理標本におけるRB1CC1 (網膜芽細胞腫遺伝子誘導蛋白質) の発現が臨床経過、予後に及ぼす影響の
検討

承　認

第43回倫理審査委員会 H20.6.18 消化器検診科 切除不能胆道がんにおける無作為割付第Ⅱ相試験 承　認

第43回倫理審査委員会 H20.6.18 消化器内科 大腸腫瘍性病変に対する内視鏡的粘膜下層剥離術における処置具の選択に関する研究 承　認

第43回倫理審査委員会 H20.6.18 婦人科 婦人科臓器および腫瘍における予後因子としてのP1GF-VEGF-R1系およびRho-ROCK系のタンパク発現解析 承　認

平成２０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43回倫理審査委員会 H20.6.18 消化器外科
A pilot study of short- and long-term effects of total omentectomy on metabolic profile（大網切除
が代謝プロファイルに与える効果に関する探索的研究）

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.8.11 臨床腫瘍科
切除不能・再発結腸/直腸がん初回化学療法例に対する5-fluorouracil(5-FU)/levofolinate calcium(l-
LV)+oxaliplatin(L-OHP)+bevacizumab(BEV)併用療法対　5-FU/l-LV+irinotecan(CPT-11)+BEV併用療法のラン
ダム化比較第Ⅲ相試験（WJOG 4407G)

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.8.11 消化器内科 アジアにおける内視鏡による胃がんスクリーニング検査の有効性に関する国際多施設共同研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.8.11 消化器内科 胃炎の内視鏡診断確立のための研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.8.11 血液・化学療法科 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 承　認

第２５回遺伝子解析部会 H20.9.12 消化器検診科
ゲムシタビン耐性膵癌に対するイリノテカン塩酸塩水和物（CPT-11）＋S-1併用（IRIS）療法とS-1単独療法
の無作為化比較第II相臨床試験

承　認

第２５回遺伝子解析部会 H20.9.12 消化器外科 HMGB1/RAGE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 承　認

第２５回遺伝子解析部会 H20.9.12 整形外科

A randomized double blind phase III trial of Pazopanib versus placebo in patients with soft
tissue sarcoma whose disease has progressed during or following prior therapy.
（前治療中または前治療後に進行を認めた軟部肉腫患者を対象としたpazopanibの無作為化、二重盲検、プラ
セボ対照、第Ⅲ相臨床試験）
・トランスレーショナルリサーチ

承　認

第２５回遺伝子解析部会 H20.9.12 研究所
染色体の増幅・欠失の網羅的検出解析及びメチル化解析による多発、及び再発肝細胞癌の遺伝子診断法の開
発

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.9.16 呼吸器内科
高齢者進行・再発非小細胞肺癌に対するTS-1単独療法の第Ⅱ相臨床試験
　～Ccr値を指標にした投与量設定の妥当性の検討～

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.9.16 消化器内科 進行肝細胞がんに対するソラフェニブとシスプラチン肝動注療法の併用化学療法 -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 H20.9.16 消化器内科 IFN治療を受けているC型慢性肝炎患者の精神神経症状に対するクエン酸タンドスピロンの治療効果の検討 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.9.16 消化器外科 高度進行または再発食道癌に対するドセタキセル、シスプラチン、5-FU併用療法(DCF療法)の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.9.16 消化器外科
StageⅢ（Dukes'C）結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての　カペシタビンの至適投与期間に
関するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.9.16 消化器外科 胆道癌治癒切除例に対するゲムシタビン術後補助化学療法の投与法別無作為化比較試験 承　認



研究助成部会において判定された案件 H20.9.16 消化器外科
Randomized Controlled Trial of Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular
Carcinoma: Cisplatin versus Epirubicin (ACE 500 study)

承　認

第44回倫理審査委員会 H20.9.24 病理・細胞診断科 術前補助放射線化学療法を行った通常型膵癌におけるCD74 蛋白発現の検討 承　認

第44回倫理審査委員会 H20.9.24 調査部 コーヒー摂取のウイルス性肝障害に対する改善効果に関する予備的研究 承　認

第44回倫理審査委員会 H20.9.24 放射線治療科 PET/CTにおける腫瘍輪郭描出のための最適SUV値に関する検討 承　認

第44回倫理審査委員会 H20.9.24 消化器内科
ドプラー超音波プローブを用いた探触検査による早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切開剥離術後の潰瘍出血の
抑制効果についての研究

承　認

第44回倫理審査委員会 H20.9.24 消化器内科
大腸腫瘍性病変の発見率向上に対する自家蛍光内視鏡と先端透明フード併用観察法の有用性に関する研究-
AFI+Transparent hood ランダム化比較オープン試験-

承　認

第44回倫理審査委員会 H20.9.24 臨床腫瘍科
消化管間質腫瘍（GIST）患者を対象としたイマチニブによる術後補助療法の1年間投与と6ヵ月投与のランダ
ム化第Ⅱ相試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.11.18 耳鼻咽喉科 下咽頭がんおよび声門上がんに対する頚部郭清術の術式均一化に関する研究 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.11.18 血液・化学療法科
フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)を対象としたimatinib併用化学療法による第
II相臨床試験(JALSG Ph+ALL208IMA)

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.11.18 血液・化学療法科
Auto-PBSCT適応患者に対する標準寛解導入療法（VAD）に対し難反応性を示す症例へのベルケイド併用療法（VEL
+ DEX）切り替えの有効性･安全性の探索的検討

承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.11.18 臨床腫瘍科 胃癌術後補助化学療法としてのS-1+CDDP併用療法のfeasibility試験 承　認

研究助成部会において判定された案件 H20.11.18 臨床腫瘍科 原発不明癌に対するシスプラチンとTS-1併用の臨床第Ⅱ相試験 承　認

第26回遺伝子解析研究部会 H20.11.21 泌尿器科 　前立腺癌患者を対象としたホルモン治療による治療効果と遺伝子多型の関連に関する研究 承　認

第26回遺伝子解析研究部会 H20.11.21 血液・化学療法科
フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)を対象としたimatinib併用化学療法による第
II相臨床試験(JALSG Ph+ALL208IMA)

承　認

第26回遺伝子解析研究部会 H20.11.21
研究所

分子遺伝学
正常骨髄における遺伝子発現、蛋白発現の解析 承　認

第45回倫理審査委員会 H20.12.3 呼吸器内科 非小細胞肺癌に対して投与されたエルロチニブによる皮膚障害に対するアスピリンの有効性の検討 承　認



第45回倫理審査委員会 H20.12.3 呼吸器内科 血中EGF,HGF濃度測定による、肺癌治療効果推定法の検討 承　認

第45回倫理審査委員会 H20.12.3 呼吸器外科 JCOG0707：病理病期I期(T1>2cm)非小細胞肺癌完全切除例に対する術後化学療法の臨床第III相試験 承　認

第45回倫理審査委員会 H20.12.3 呼吸器外科
切除可能悪性胸膜中皮腫に対するペメトレキセドを含む集学的治療に関する安全性確認試験(feasibility
study)

承　認

第45回倫理審査委員会 H20.12.3 消化器外科 赤外観察カメラシステムを用いたナビゲーション手術の開発 承　認

研究助成部会において判定された案件 H21.1.19 呼吸器内科
高齢者非小細胞肺がんに対するドセタキセルとドセタキセル・シスプラチン併用を比較する第Ⅲ相ランダム化比
較試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H21.1.19 消化器外科
開腹胃切除術におけるVessel Sealing System（リガシュア®）使用の有用性に関するランダム化比較第Ⅱ相
臨床試験

承　認

研究助成部会において判定された案件 H21.1.19
検診部

消化器検診科
進行胆道癌を対象としたゲムシタビン＋S-1併用療法とS-1単剤療法のランダム化第II相試験（JCOG0805） 承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 消化管内科

A Randomized, Multicenter, Open-label, Phase III Study of Lapatinib (GW572016) in Combination
with weekly Paclitaxel versus weekly Paclitaxel alone in the second line treatment of ErbB2
amplified Advanced Gastric Cancer
日本語タイトル：ErbB2遺伝子増幅を示す進行胃癌患者に対する二次化

承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 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（II） 承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 呼吸器外科
One Step Nucleic Acid Amplification(OSNA法)による肺癌リンパ節転移の検出：分子マーカーパネ
ルの作成とその臨床応用の可能性

承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 研究所生化学部 癌幹細胞の解析 承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 呼吸器外科
非小細胞肺癌術後アジュバント治療におけるTS-1 vs CDDP+TS-1の無作為化第II相臨床試験：化学療
法効果予測因子の探索研究（Translational research 1）

承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 消化器外科
腫瘍浸潤免疫担当細胞の細分化による化学療法・放射線療法の新規効果判定法および組織因子発現に
よる効果予測法の開発

承　認

第２７回遺伝子解析部会 H21.2.26 呼吸器内科
「アジアにおける進行(ⅢB期又はⅣ期)非小細胞肺癌患者を対象に一次療法としてのゲフィチニブ（イレッサ®）（250mg
錠）とカルボプラチン＋パクリタキセル併用化学療法の有効性、安全性及び忍容性を比較する多施設共同非盲検無作為化
並行群間比較第Ⅲ相試験」におけるバイオマーカーに関する付随研究

承　認

研究助成部会において判定された案件 H21.3.4 消化器外科
フォンダパリヌクスナトリウムの腹部手術施行患者の静脈血栓塞栓症（ＶＴＥ）の予防に対する安全
性と有効性の検討

承　認

研究助成部会において判定された案件 H21.3.5 肝胆膵内科 分岐鎖アミノ酸製剤による肝癌治療後の再発抑制効果に関する臨床共同研究 承　認



第46回倫理審査委員会 H21.3.11 消化器外科
標準療法不応、進行食道扁平上皮癌に対するがんペプチドワクチン療法
―多施設共同第II相臨床試験―

承　認

第46回倫理審査委員会 H21.3.11 消化器外科 δ-アミノレヴリン酸（ALA）による腫瘍細胞の蛍光観察の試み 承　認

第46回倫理審査委員会 H21.3.11 中央手術科 ラリンジアルマスク（ＬＭＡ）挿入方法についての検討 承　認

第46回倫理審査委員会 H21.3.11 検診部 膵癌家族歴保有者における膵嚢胞、膵管拡張の発生頻度に関する研究 承　認

第46回倫理審査委員会 H21.3.11
検診部

消化器検診科 切除不能の局所進行膵癌に対する化学放射線療法における無作為割付第Ⅱ相試験 承　認

第46回倫理審査委員会 H21.3.11
検診部

消化器検診科 膵癌早期診断を目指した適正な検診間隔を検討するための研究 承　認

第46回倫理審査委員会 H21.3.11 呼吸器外科
非小細胞肺癌術後アジュバント治療におけるTS-1 vs CDDP+TS-1の無作為化第II相臨床試験：化学療法効果予
測因子の探索研究（Translational research 1）

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.4.1 乳腺・内分泌外科
臨床的腋窩リンパ節転移陰性の原発性乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の安全性に関する多施設共同臨
床試験

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.4.24 血液・化学療法科 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.4.24
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 H20.4.28 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.4.28 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.5.2 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.4.30 消化器内科 レジデントによる早期胃癌に対する内視鏡摘粘膜切開剥離術の実施可能性と習熟過程の評価 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.5.20 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 H20.6.5 血液・化学療法科

研究参加施設に新たに発生する全ての急性骨髄性白血病（Acute Myelogenous Leukemia, AML）、高リスク骨
髄異形成症候群（High risk Myelodysplastic syndromes, MDS-HR）症例を対象とした5年生存率に関する観
察研究（前向きコホートスタディー）
JALSG AML/MDS-HR Cohort Study (JALSG-CS)-07

承　認



迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.6.30 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.6.30 呼吸器内科 進行非小細胞肺癌に対するPaclitaxel+TS-1併用化学療法の2nd lineにおける検討　臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.7.22 消化器外科 JACCRO GC-04study 胃癌術後補助化学療法（TS-1）における抗がん剤感受性試験の検証 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.7.4
地域医療連携室
（脳循環内科）

「２４時間在宅訪問診療システム」についてのアンケート調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.7.9 血液・化学療法科
日本において発症した新在性トリコスポロン症の患者背景、診断、治療方法の検討と血液検体から分離され
たトリコスポロン属の分子疫学的研究

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.7.28 泌尿器科 腎細胞癌におけるインターフェロン-αの治療効果と一塩基多型(SNPs)の関連性に関する臨床研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.7.30
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 H20.7.30 消化器内科
胃小陥凹性病変の鑑別診断におけるNBI (narrow band imaging)併用拡大内視鏡観察の有用性に関する臨床試
験

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.7.31 消化器外科 食道癌周術期栄養管理におけるシンバイオティクスの有効性に関する検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.8.22 放射線治療科 若年者子宮頸癌の放射線治療成績の全国調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.8.28 副院長 セカンド・オピニオン外来利用者を対象とした意見調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.8.29 消化器外科 コンタクト・エンドスコープを用いた膵・胆道癌の癌進展評価法の開発 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.9.1 消化器内科 食道癌化学放射線療法後の予後解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.8.22 消化器内科 当院におけるNASH肝癌の臨床病理学的特徴 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.9.17 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.9.29 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/Ⅱ相臨床試験 承　認



迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.9.29 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 H20.10.10 調査課 禁煙支援クリニカルパスを用いた禁煙支援法の開発と効果評価（実施方法の一部変更） 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.10.10 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

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.11.17 消化管内科 内視鏡切除時の出血に対する赤外線内視鏡を用いた観察法の有用性 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.12.1 消化器外科 直腸癌術後晩期再発症例の検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.12.1 放射線診断科 胸部４Ｄ－ＣＴを用いた画像解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.1.16 消化器外科
漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法のFactorial Design によるランダム化比較試験
- フッ化ピリミジン単独療法とPaclitaxel→フッ化ピリミジン逐次併用療法の比較およびTegafur,
Uracil(UFT)とTS-1の比較 -

承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.1.28 肝胆膵内科 進行肝細胞がんに対するソラフェニブとシスプラチン肝動注療法の併用化学療法 -第I 相臨床試験- 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.1.30 放射線診断科 粘液産生型小型肺癌と粘液非産生型小型肺癌のCT画像解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.1.30 婦人科 子宮頸癌Ib1 期を対象として縮小手術を評価する第Ⅲ相試験の準備のための観察研究（JCOG０８０６A) 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.2.10 消化管内科 食道粘膜微細血管構造の解析 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.2.12 病理・細胞診断科 肺多発病変のpTNM分類の再検討 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.2.19 呼吸器内科 気管支鏡検査の苦痛の程度に関するアンケート調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.2.26 乳腺・内分泌外科 乳癌骨転移症例に対するゾレドロン酸投与の全生存期間に及ぼす影響についての後ろ向き研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.2.27 消化管内科 白色扁平ポリープ(Foveoral hypermaturation polypに関する臨床的研究 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.3.10 消化器外科 コンタクト・エンドスコープを用いた消化器癌進展評価法の開発 承　認



迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.3.18 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 H21.3.31 泌尿器科 前立腺癌患者の内分泌療法に関する実態調査 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H20.4.10 消化器外科 膵癌に対する術前、術後の補助療法 承　認

迅速審査の上委員長の権限で判定 H21.3.31 診療局長
Japan Polyp Study登録患者における、全腫瘍性ポリープ適除がもたらす大腸がん罹患率抑制効果解明のため
の多施設共同前向きコホート研究

承　認


