
倫理審査申請状況　一覧

受付
番号 申　請　日 実施部署 研究課題名 研究の目的及び実施計画の概要 研究実施予定期間

1 22.11.1 外科 タイロゲン筋注用0.9ｍｇの使用成績調
査（全例調査）

本剤の日常診療の中で患者様の安全性（副作用の発生状況）および有効性（お薬の効き目）
に関する内容を調査し、その情報の把握することを目的としています。

西暦2011年3月16日～西暦2018年10月15日

2 23.12.22 耳鼻咽喉科 顔面神経麻痺評価基準の統一へ向けた３次
元麻痺モデル動画の作成
　～多視点同期撮影システム
（Synchronous Multi-Angle High-speed
Capture
　System：SMAHCS）を使用した、顔面神経
麻痺患者の表情撮影・特徴点移動解析～

顔面神経麻痺の治療を展開する上で、完全麻痺であるかどうかを正確に判断することが求め
られる。しかし現存する顔面神経麻痺の評価は主観的要素が強く、判定する医師によってか
なりの差異が生じていることが判っている。年齢・性別・顔貌の特徴に応じて、評価基準を
明確にする必要がある。顔面神経麻痺患者の表情を多視点ハイスピードカメラを用いて同期
撮影し、特徴点の解析を行い、麻痺の評価基準を明確にする。最終的に標準麻痺モデル動画
（３Ｄ）の作成を行う。

西暦2012年1月30日～西暦2021年12月31日

3 24.5.29 内科 小さい胃粘膜下腫瘍の自然史に関する多
施設前向き観察研究

日本国内の比較的小さな（腫瘍径2cm以上5cm以下）胃粘膜下腫瘍の診断と転帰を明らかにす
ることを目的とする。

西暦2012年6月11日～西暦2017年6月30日

4 24.6.26 救命救急科 病院外心停止に対する包括的治療体制
の構築に関する研究

院外心停止例の社会復帰率はいまだに8%程度と非常に低い。更なる社会復帰率向上のために
は、病院到着後の集中治療の効果が期待される。本研究では、院外心停止例の搬送先病院の
治療体制及び低体温療法などの病院到着後の集中治療に関するデータを前向きに登録・分析
し『搬送先病院の選定基準、有効な集中治療など院外心停止の社会復帰率を向上させるため
の治療ストラテジーを検討すること』を目的とする。

西暦2012年7月11日～西暦2015年3月31日

5 24.6.30 呼吸器外科 当科で切除した胸腺上皮性腫瘍の中長期
予後

比較的稀な腫瘍である胸腺腫、胸腺癌の手術適応を判断する指標として、術後の中長期予後
を明らかにし、同時に当院での治療成績を公開することを目的とする。1998年から2012年6
月までに当科で切除術を施行した胸腺腫、胸腺癌症例について、既存の診療録や画像から得
たデータの集計と統計学的解析を行い、手術成績と手術関連項目の詳細を明らかにする。な
お、治療成績の定期的更新を考慮し、上記の集計・解析作業を向後5年間継続する。

西暦2012年8月10日～西暦2017年8月31日

6 24.6.30 呼吸器外科 当科で施行したI－II期胸腺腫に対する
胸腔鏡下切除術の中長期成績

比較的稀な腫瘍である胸腺腫に対する胸腔鏡下切除術の適応を判断する指標として、術後の
中長期予後を明らかにし、同時に当院での治療成績を公開することを目的とする。1999年か
ら2012年6月までに当科で切除術を施行したI－II期胸腺腫症例について、既存の診療録や画
像から得たデータの集計と統計学的解析を行い、通常開胸群との比較を通じて胸腔鏡下手術
の治療成績と妥当性、および手術関連項目の詳細を明らかにする。なお、治療成績の定期的
更新を考慮し、上記の集計・解析作業を向後5年間継続する。

西暦2012年8月10日～西暦2017年8月31日

7 24.7.9 外科 腹腔鏡補助下膵臓手術（膵体尾部切除、
膵頭十二指腸切除）に関するレトロスペ
クテイブ観察研究

腹腔鏡手術は近年多くの疾患に適応拡大され、本年からは膵体尾部切除においても保険診療
となった（良性悪性の区分なし）。当科においても小切開手術の延長として１０年来膵臓腹
腔鏡手術を施行してきた。当科の特徴として体尾部領域において悪性例に標準的に実施して
きたことがあげられるが、同術式では開腹手術の延長として、小切開手術に内視鏡の拡大視
効果や明視性を加えたhybrid-typeの手術、すなわちHALS（hand-assisted laparoscopic
surgery）を基本としている。これは、完全腹腔鏡下手術において懸念される安全性を担保
していることにもなる。また膵頭十二指腸手術においても、完全腹腔内での切除と小切開で
の再建を組み合わせた安全な手技を確立した。既に実施された症例は、HAL-DP23例、HAL-膵
全摘1例、腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除（HALS含）8例に達するが、周術期合併症やトラブ
ルを認めていない。またリンパ節郭清などを行う小切開視野は開腹手術と同等と考えられ
る。斯様な手術実施例および今後の手術症例を対象にして、腹腔鏡補助下膵臓手術の有用性
をレトロスペクティブに評価する臨床研究を企画した。

西暦2017年12月31日～西暦2017年12月31日
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8 24.8.28 外科 胃がん手術における単孔式腹腔鏡下胃癌
手術に関するレトロスペクティブ観察研
究

多くの疾患領域において、低侵襲な手術として腹腔鏡手術がこの10年の間に急速に普及して
いる。その中で、他疾患手術（胆摘、虫垂切除、結腸切除など）でより低侵襲な腹腔鏡手術
として単孔式手術が報告されるようになった。一般的な腹腔鏡手術が４～６本のポートを作
成して手術するのに対し、単孔式手術は文字どおり、1本のポート孔だけで手術をする術式
であり、傷の短縮による整容性の向上、疼痛の減少、しいては患者満足度を向上させる術式
である。当院においても、2010年より胃癌に対してより低侵襲をめざし、単孔式手術を導入
している。

単孔式手術はそのポートの関係上、手術操作や吻合法に制約を受ける。そのため、単孔式手
術導入にあたり、新しい吻合方法の開発や、展開テクニックの開発などをこれまで我々は取
り組んできた。そして今回、単孔式腹腔鏡手術を実施した胃癌手術症例に対し、従来の多孔
式腹腔鏡手術との間で予後、合併症、手術根治度、手術完遂度の比較を行い、胃癌手術にお
ける単孔式腹腔鏡手術治療介入の意義を retrospectiveに検討する臨床研究を企画した。

西暦2012年9月24日～西暦2017年7月31日

研 究 テ ー マ １ ： 癌 症 例 に お け る
"Immunosignature"、非癌症例と比較して

研究テーマ２：癌症例における治療前後の
"Immunosignature" の経時的変化

10 24.10.10 内科 胃 low-grade intraepithelial
neoplasiaの担癌率に関する多施設前向
き試験

胃の内視鏡下粘膜生検による病理診断では良性腫瘍である胃腺腫と高分化型の腺癌の鑑別が
困難なlow-grade intraepithelial neoplasia（以下LGIN）に対して内視鏡的粘膜切除術
（ER）を行い、その担癌率を検討する。研究の目的は、内視鏡下粘膜生検にて胃LGINと診断
された病変に対してERを行った場合に、最終的に癌と診断される割合を評価することであ
る。

西暦2012年11月7日～西暦2017年11月30日

11 24.11.27 産婦人科 日本におけるHPVワクチンの細胞診異常
予防効果に関する疫学研究

日本におけるHPVワクチンの細胞診異常予防効果を解析するため、大阪大学医学部附属病院
及び大阪産婦人科医会・大阪小児科医会に所属する施設で12歳以上18歳以下でサーバリック
ス接種を行った者を登録、20歳および25歳になった時点での子宮頸部細胞診異常の発現頻度
とHPV感染を解析し、20歳および25歳の非接種者で子宮頸部細胞診の検診を受けた群と比較
する。

西暦2013年2月4日～西暦2022年3月31日

12 25.6.25 循環器内科 ステント留置後の血管内イメージング
による新生内膜被覆反応や動脈硬化進
行状況の診断および予後との関係につ
いての検討。－薬剤溶出性ステント留
置後超遅発性イベントについての血管
内視鏡によるリスク評価。（DESNOTE試
験含む）－

ステント留置直後、フォローアップ時に血管内視鏡などの血管内イメージングを施行するこ
とで、新生内膜被覆や動脈硬化の進行について診断し、その状況と予後の関係について検討
する。

西暦2013年7月30日～西暦2023年12月31日

13 25.6.25 循環器内科 PCI時に使用する末梢保護デバイスの有
用性およびその予測因子についての検
討。

PCI時に使用される末梢保護デバイスの有用性をPCI前に施行した検査結果から予測できない
検討する。

西暦2013年7月30日～西暦2023年12月31日

14 25.6.25 泌尿器科 限局性前立腺癌患者に関するQOL調査 現在、限局性前立腺癌診に対する治療法は手術（開腹・腹腔鏡下）、放射線療法（外照射、
永久腺源埋込、高線量率組織内照射）、アンドロゲン除去療法、高密度焦点式超音波治療
(HIFU)など多種にわたる。これまで、各治療法における治療成績に関してはわが国において
も広く論じられてきたが、各治療における治療後のQOLに関して比較した報告はない。本研
究の目的は、多様な限局性前立腺癌患者の治療に関して、日本人における治療後のQOLを比
較検討することである。

西暦2013年7月30日～西暦2022年12月31日

15 25.7.23 乳腺外科 乳癌nab-paclitaxel使用症例における
末梢神経障害の調査研究

本試験では、nab-paclitaxel使用予定乳癌症例に対し、2つの患者質問票を用いて末梢神経
障害の残存状況を長期的に調査する。

西暦2013年8月20日～西暦2018年8月1日

最終登録者より7年間(西暦2019年頃)
9 24.9.25 乳腺外科 ［目的］研究テーマ１：癌患者の immunosignature に特異性があるかどうかを調べる。研

究テーマ２：癌腫の外科的切除の前後で、癌患者の immunosignature に変化が生じるかど
うかを調べる。 ［計画の概要］胃癌、大腸癌、乳癌患者から、経時的に、1 mL 程度の血清
を採取し、Immunosignaturing を行う。コンピューター解析で、癌患者の immunosignature
に特異性があるかどうか、また、治療や再発によって immunosignature に変化が生じるか
どうかを検討する。
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16 25.7.23 泌尿器科 骨転移前立腺癌患者に対するゾレドロ
ン酸併用療法の有効性を検証する臨床
試験

＜目的＞
本研究は、骨転移を有する前立腺癌患者に対する、ゾレドロン酸の骨関連事象抑制効果を検
討するとともに、骨関連事象発現に関わる患者背景などの影響因子を探索することを目的と
して実施する。
骨転移を有する前立腺癌患者に対し、ゾレドロン酸の投与を行い、骨関連事象発現率SREを
確認する。本邦における、骨転移を有する前立腺癌患者に対するゾレドロン酸の効果や、ゾ
レドロン酸投与中のSRE発現率について、十分な症例数での報告はない。また、SRE発現を予
測するマーカーや、影響因子を探索し、どのような患者でSRE発現リスクや、QOL低下リスク
が高いのかを検証する（多施設共同臨床試験）

＜概要＞
骨転移前立腺癌患者に対し、他治療と並行して、ゾレドロン酸併用療法を施行し、有効性・
治療効果を検証する。
（多施設共同臨床研究）

＜使用薬剤＞
商品名：ゾメタ点滴静注用 4mg/100ml（ゾレドロン酸）
商品名：ゾメタ点滴静注用 4mg/5ml（ゾレドロン酸）

西暦2013年8月20日～西暦2018年6月30日

17 25.7.23 泌尿器科 骨転移前立腺癌患者に対するボーンス
キャンインデックス(BSI)を用いた治療
効果の評価に関する臨床研究

＜目的＞
近年のがん治療法の進歩によって全ての癌腫で生存期間が延長しており、これによって骨転
移患者数は、乳癌や前立腺癌といったもともと骨転移合併頻度が高い癌種だけではなく、消
化器癌等を含めた全ての癌腫で増加が見られている。また、骨転移は疼痛や骨折等により患
者QOL（生活の質）を著しく低下させるため、全ての癌腫でその対策が重要となる。これま
で乳癌の骨転移の診断は、骨シンチグラフィの視覚的診断により行われていたが、読影者の
熟練度や経験に依存していた。さらにこれまで骨シンチグラフィは転移の有無の判定には有
用であったが、治療効果判定に用いるには情報が乏しく、固形癌の内科的治療判定効果を見
ることにも用いることが出来なかった。
本研究は、骨転移前立腺癌患者を対象に、骨転移に対する治療効果をBSIにて評価すること
を目的として実施する。

＜概要＞
未治療またはホルモン療法および化学療法を予定する、骨転移を有する前立腺癌患者に対
し、骨シンチグラフィを施行し、定量的な指標であるBSI値にて治療効果を確認する。
（多施設共同臨床研究）

＜使用薬剤＞
テクネMDP注射液370/555/740/925MBq
（メチレンジホスホン酸テクネチウム注射液）

西暦2013年9月12日～西暦2018年6月30日

18 25.7.23 泌尿器科 有骨転移前立腺癌患者に対するデガレ
リクス酢酸塩単剤治療の効果およびそ
の再燃に対する抗アンドロゲン剤追加
投与に関する臨床試験

＜目的＞
本研究は、骨転移前立腺癌患者を対象に、デガレリクス酢酸塩（以下、デガレリクス）単剤
治療中のPSA再燃例に対し抗アンドロゲン剤（ビカルタミド、フルタミド）を追加投与した
際のPSA低下効果の有無を確認する。その有用性に及ぼす因子（患者背景やデガレリクス単
剤投与中のPSA値など）を評価することを目的とする。
（多施設共同臨床試験）
＜概要＞
有骨転移前立腺癌患者に対するデガレリクス酢酸塩単剤治療の効果およびその再燃に対する
抗アンドロゲン剤追加投与の有効性・治療効果を検証する。
（多施設共同臨床研究）

＜使用薬剤＞
商品名：ゴナックス皮下注用 80mg・120mg（デガレリクス酢酸塩）
商品名：カソデックス錠 80mg（ビカルタミド）
商品名：オダイン錠125mg（フルタミド）

西暦2013年8月20日～西暦2018年6月30日
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19 25.7.23 泌尿器科 上部尿路上皮癌の予後を規定する臨床
学的因子の探索

上部尿路上皮癌（腎盂尿管癌）に対する治療法は腎尿管全摘除術が基本であるが、術前、術
後の抗癌剤治療も進行性の腎盂尿管癌に対しては行われている。しかし、術前または術後の
抗癌剤治療に対する有用性は明らかになっておらず、抗がん剤の有用性を予測する臨床学的
因子または予後を予測する臨床学的因子は明らかなものはない。そこで、1995年1月1日から
2016年12月31日までの間の病理組織結果、術前の入院時採血結果、抗がん剤治療の有無、再
発の有無、予後に関するデータを収集し、臨床学的因子と予後の関連を検討する。（多施設
共同臨床研究）

西暦2013年8月20日～西暦2018年6月30日

20 25.8.27 内科 自己免疫性肝疾患の肝組織学的検索に
よる診断基準の再評価と臨床病態の解
析：多施設共同研究

本研究では、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、IgG4関連硬化性
胆管炎など自己免疫性肝疾患の症例を多施設から集積し、肝組織学的検索による診断基準の
再評価を行うとともに、自己免疫性肝疾患の臨床病態を明らかにすることを目的とする。具
体的には大阪大学と関連施設にて自己免疫性肝炎など診断され、臨床情報が明らかな既存症
例を対象に、肝組織学的再評価を大阪大学にて行い、その臨床病態との関連を解明する

西暦2013年9月12日～西暦2017年12月31日

21 25.12.24 循環器内科 下肢動脈形成術前後におけるSPPの変化
についての検討。

下肢動脈形成術前後にSPPを測定することによって下肢の血液灌流の程度を評価しその変化
について検討する。

西暦2014年1月14日～西暦2023年12月31日

22 25.12.24 循環器内科 家族性高コレステロール血症（FH）患
者における正確なアキレス腱厚測定の
確立を目指した軟線X線撮影とCTによる
比較検討

家族性高コレステロール血症（Familial Hypercholesterolemia, FH）患者において認めら
れるアキレス腱肥厚は診断基準に含まれており、X線軟線撮影を用いたアキレス腱側面像に
より肥厚度が測定されている。しかし、現在の測定方法がこのアキレス腱の肥厚を適切に反
映しているものであるか否かは不明であり、CTを用いたアキレス腱断面像の定量的測定と比
較しその有用性・妥当性について外来通院中の患者（家族性高コレステロール血症を含む高
コレステロール血症患者）を用いて検討する。

西暦2014年1月14日～西暦2018年3月31日

23 25.12.24 内科 炎症性腸疾患の疾患予後や治療効果解
析に関する多施設共同観察研究

炎症性腸疾患（以下IBD）は消化管に慢性・再発性の腸管炎症をきたす、原因不明の難治性
疾患であり、近年患者数は増加の一途をたどっている。近年環境因子や腸内細菌叢の変化が
疾患の発症や増悪に関与しているとの報告がなされている。そこで、大阪大学および大阪大
学関連施設に通院中のIBD患者を全例登録し、患者データベースを構築するとともに、疾患
予後や治療効果に関する観察研究を行う

西暦2014年1月14日～西暦2017年12月31日

24 25.12.24 外科 da Vinci Si Surgical Systemを用いた
ロボット支援手術に関する臨床研究

Intuitive Surgical, inc.にて、改良された手術支援ロボット“da Vinci Si Surgical
System”の購入にあたり、内視鏡下消化器外科手術を中心に，臨床において、“da Vinci S
Surgical System”を用いた低侵襲手術の有効性、安全性を検討する

西暦2014年3月4日～西暦2019年12月31日

25 26.1.28 外科 胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫
瘍マーカーとしての有用性の検討

胃癌患者における患者血清中NY-ESO-1抗体価およびp53抗体価の腫瘍マーカーとしての有用
性を解析すること。

西暦2014年3月10日～西暦2019年12月31日

26 26.2.25 感染管理セン
ター

MDRP分離状況と患者背景および治療状
況の疫学調査

多剤耐性緑膿菌は、国内では感染症法の薬剤耐性緑膿菌（multi-drug resistant
Pseudomonas aeruginosa ; MDRP）の定義、すなわちMICで、imipenem-cilastacin (IPM)≧
16μg/mlかつamikacin(AMK)≧32 μg/mlかつciprofloxacin(CPFX) ≧4μg/mlの基準1)が主
に使用されている。基幹定点医療機関で検出した場合、５類感染症として届出が義務づけら
れ、厚生労働省薬剤耐性緑膿菌サーベイランス(JANIS)が行われている2)。JANISでは、全検
体提出患者数に占めるMDRP分離患者数の割合でMDRP検出率が算出され、2007年0.24%から
2011年0.14％と検出率低下が報告されている。またJANIS公開データから、緑膿菌検出患者
数に占めるMDRP分離患者数でMDRP検出率を算出すると2007年2.8%から2011年2.4%となる2)。
一方、MDRPの定義を満たす多剤耐性緑膿菌は、複数の耐性遺伝子のメタロβラクタマーゼや
カルバペネマーゼ産生菌と非産生菌が存在し、遺伝的に単一ではない。また治療はcolistin
が認可されておらず、治療薬選択に関しては主治医ごとの判断で決定されているのが現状で
ある。

本研究では、近畿耐性菌研究会参加施設でMDRP臨床分離株よりMDRP耐性遺伝子解析と検出患
者の背景および治療状況の後方視的調査をおこない、MDRPの耐性化、治療効果に影響する因
子を検討し、MDRPへの耐性化予防、早期発見に役立つ情報、治療抵抗性の予測、治療薬の選
択など、臨床で適切な治療と対応に役立てることを目的とする。

西暦2014年3月10日～西暦2023年12月31日
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27 26.3.25 乳腺外科 より良いがん診療の構築とコンセンサ
ス形成を目的とした多施設共同調査研
究　(KBCSG― TR1316)

京阪神地区を中心に、より良い乳癌診療の構築とコンセンサス形成を目的とした多施設共同
調査研究として、2000年以降の乳癌症例をレビューし、プールしたのち、各研究サブテーマ
に適した症例を選択する。本研究の試験実行委員所属の施設で、年間約1500人の原発性乳癌
の手術を施行していることから、2012年までの12年間で、約18000人、2013年から5年間で、
約7500人がスクリーニングの対象に患者を対象に、前向きおよび後ろ向きに診療録の情報を
もとに、さまざまな臨床病理学的因子および予後を調査する。当院（大阪警察病院）では、
2000年1月以降に治療を開始された患者約１000人を対象とする。

西暦2014年4月3日～西暦2020年12月31日

28 26.3.25 乳腺外科 BRCA1/2遺伝子検査を用いた遺伝性乳が
ん・卵巣がん症候群（Hereditary
Breast and Ovarian Cancer Syndrome;
HBOC）の診断と個別化医療の実施

乳がんや卵巣がんの遺伝要因として同定された遺伝子が、BRCA1遺伝子およびBRCA2遺伝子で
ある。BRCA1/2遺伝子に生殖細胞系列の病的変異が検出されると、遺伝性乳がん・卵巣がん
症候群（Hereditary Breast and Ovarian Cancer; HBOC）と診断される。常染色体優性遺伝
形式をとるが、遺伝子変異を有していることが分かった場合、突然変異の症例を除いて、第
１度近親者は50％の確率で第2度近親者においては25％の確率で同じ変異を有していると考
えられる。日本においては、2013年7月に公開された日本乳癌学会の診療ガイドラインに
BRCA1/2遺伝子変異をもつ女性に対するリスク低減乳房切除およびリスク低減卵巣卵管摘出
は、がん発症リスクが減少することは確実である、と明記されている。しかしながら、日本
では、明らかな病変のない器官・組織を予防的に切除することについてコンセンサスが得ら
れておらず、今後の課題と考えられる。
素因を持つと考えられる患者において、遺伝カウンセリングおよび遺伝子検査を行い、医学
的管理・フォローアップを行う体制を整えることを目的とする。

西暦2014年4月3日～期間を定めず

29 26.4.30 病理診断科 ALK(未分化リンパ腫キナーゼ：
Anaplastic Lymphoma Kinase)免疫染色
の精度管理

ALK陽性肺癌をスクリーニングできる免疫染色キットの精度が安定的
であることを精査することを目的として、免疫染色キットの作製時に
ALK陽性肺癌組織のホルマリン固定パラフィン包埋切片の染色を実施
し、染色性能が安定していることを確認する。

西暦2014年9月1日～西暦2017年8月31日

30 26.5.20 外科 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術 目的：頸部良性腫瘍（甲状腺良性腫瘍、バセドウ病又は副甲状腺機能亢進症）に対し内視鏡
下手術を実施（先進医療Ａ申請）概要：甲状腺良性腫瘍に対するアプローチは腋窩、前胸
部、乳輪など様々な方法が報告され定型化していない。当院で実施している小切開法をもと
に、内視鏡を不可視範囲で併用してむしろ安全性を高めると考えられるハイブリッドタイプ
法を適用し汎用化し、また個々の症例にも対応する。

西暦2014年5月30日～西暦2019年3月31日

31 26.5.20 外科 内視鏡下頸部悪性腫瘍摘出術 目的：甲状腺悪性腫瘍に対し内視鏡下手術を実施（先進医療Ａ申請）概要：甲状腺悪性腫瘍
に対するアプローチは定型化されていない。当院で実施している小切開法をもとに、内視鏡
を不可視範囲で併用してむしろ安全性を高めると考えられるハイブリッドタイプ法を適用し
汎用化する。

西暦2014年5月30日～西暦2020年12月31日

32 26.5.20 循環器内科 家族性高コレステロール血症（FH）患
者における正確なアキレス腱厚測定の
確立を目指した軟線X線撮影とCTによる
比較検討

家族性高コレステロール血症（Familial Hypercholesterolemia, FH）患者において認めら
れるアキレス腱肥厚は診断基準に含まれており、X線軟線撮影を用いたアキレス腱側面像に
より肥厚度が測定されている。しかし、現在の測定方法がこのアキレス腱の肥厚を適切に反
映しているものであるか否かは不明であり、CTを用いたアキレス腱断面像の定量的測定と比
較しその有用性・妥当性について外来通院中の患者（家族性高コレステロール血症を含む高
コレステロール血症患者）を用いて検討する。

西暦2014年5月30日～西暦2018年3月31日
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33 26.6.17 泌尿器科 骨転移前立腺癌患者に対するボーンス
キャンインデックス(BSI)を用いた治療
効果の評価に関する臨床研究

＜目的＞
近年のがん治療法の進歩によって全ての癌腫で生存期間が延長しており、これによって骨転
移患者数は、乳癌や前立腺癌といったもともと骨転移合併頻度が高い癌種だけではなく、消
化器癌等を含めた全ての癌腫で増加が見られている。また、骨転移は疼痛や骨折等により患
者QOL（生活の質）を著しく低下させるため、全ての癌腫でその対策が重要となる。これま
で乳癌の骨転移の診断は、骨シンチグラフィの視覚的診断により行われていたが、読影者の
熟練度や経験に依存していた。さらにこれまで骨シンチグラフィは転移の有無の判定には有
用であったが、治療効果判定に用いるには情報が乏しく、固形癌の内科的治療判定効果を見
ることにも用いることが出来なかった。
本研究は、骨転移前立腺癌患者を対象に、骨転移に対する治療効果をBSIにて評価すること
を目的として実施する。

＜概要＞
未治療またはホルモン療法および化学療法を予定する、骨転移を有する前立腺癌患者に対
し、骨シンチグラフィを施行し、定量的な指標であるBSI値にて治療効果を確認する。
（多施設共同臨床研究）

＜使用薬剤＞
テクネMDP注射液370/555/740/925MBq
（メチレンジホスホン酸テクネチウム注射液）

西暦2014年7月8日～西暦2018年6月30日

34 26.6.24 外科 幽門狭窄を伴う根治切除不能進行胃癌
に対する胃空腸バイパス手術と内視鏡
下胃十二指腸ステント留置術のランダ
ム化比較試験

幽門狭窄を伴う根治切除不能進行胃癌により経口摂取が不可能になった症例において、胃空
腸バイパス手術に対する内視鏡下胃十二指腸ステント留置術の非劣性を多施設共同ランダム
化比較試験により検証する。

西暦2014年7月8日～西暦2017年12月31日

35 26.6.24 外科 胃切除後の続発性骨粗鬆症に対する薬
物治療の有用性に関する前向き多施設
ランダム化比較試験

胃切除後といった長期経過観察患者の実情の再評価並びにマンスリーのミノドロン酸製剤を
用いた治療法の有効性と安全性についての検討を行う。

西暦2014年7月8日～西暦2017年12月31日

36 26.6.24 循環器内科 大動脈内視鏡による動脈硬化診断と予
後予測についての検討

大動脈内視鏡検査によって大動脈における動脈硬化の程度を診断し、その状況と予後の関係
について検討する。

西暦2014年7月8日～西暦2024年12月31日

37 26.6.24 放射線診断科 日本インターベンショナルラジオロ
ジー学会によるIVR症例登録事業

　IVR学会会員が日本国内で実施したIVR手技全症例を対象として、対象症例
に関する情報をインターネット経由でIVR学会症例データベースに登録を行い、
我が国におけるIVR診療の現状を明らかにし今後のIVR診療の進歩・普及を図る。

西暦2014年7月8日～西暦2019年7月31日

38 26.6.24 乳腺外科 手術可能HER2陰性乳癌におけるTri-
weekly nab-Paclitaxel followed by
FEC術前化学療法 第Ⅱ相臨床試験
[KBCSG-TR 1315]

本試験は、HER2陰性の原発性乳癌に対する術前化学療法として4コースのTri-weekly
nanoparticle albumin-bound paclitaxel（nab-Paclitaxel）療法に続き4コースのFEC療法
を行い有効性および安全性を検証する。
 Primary endpoint：組織学的完全奏効（Pathological complete response;pCR）率
Secondary endpoints：(1) 安全性 （有害事象、心機能障害発現率）(2) 臨床的奏効率
（Overall response rate）(3) 乳房温存率(4) QpCR 率(5) CpCR かつpN0率 (6) SpCR 率

西暦2014年7月8日～西暦2017年11月30日

39 26.7.29 消化器内科 NBI 拡大内視鏡観察を用いた炎症性腸
疾患におけるパイエル板の形態学的変
化と機能解析

NBI 拡大内視鏡観察を用いて、炎症性腸疾患患者におけるパイエル板の形態学的変化を明ら
かにすることを目的とし、大腸内視鏡検査を実施する炎症性腸疾患患者、炎症性腸疾患以外
の腸炎患者、大腸内視鏡を施行された非腸炎患者（大腸ポリープ、大腸癌など）を対象に回
腸末端部パイエル板のNBI拡大内視鏡観察を行い、変化を評価する。

西暦2014年8月4日～西暦2017年12月31日
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40 26.7.29 消化器内科 転移性肝腫瘍に対するRFA施行症例の集
積 <多施設共同研究>

転移性肝癌に対する治療には、原発巣や他の転移性腫瘍のコントロールが図られた場合、外
科的切除などの局所治療が選択肢にあげられるが、転移性肝癌は多発することが多く、また
年齢や化学療法などにより耐術能が十分とは言えない症例では肝切除術を行えないのが現状
である。近年、ラジオ波焼灼術（RFA）は、その高い局所制御能から肝癌に対する根治性の
高い治療法として用いられており、転移性肝癌に対してもRFAが有効とする報告は少なくな
い。すでに欧米では、RFAは肝細胞癌よりも転移性肝腫瘍、特に切除不能の大腸癌肝転移に
対して行われ、長期成績も報告されている。しかし、本邦において多数例を解析した報告は
なく、様々な癌種からの転移性肝腫瘍に対する有用性については不明である。本研究では転
移性肝腫瘍に対してRFAが施行された症例を後ろ向き、前向きに集積し、その有用性を明確
にすることを目的とするものである。

西暦2014年8月4日～西暦2019年3月31日

41 26.7.29 乳腺外科 手術可能 HER2 陰性乳癌に 陰性乳癌に
おけるTri-weekly nab-Paclitaxel
followed by FEC術前化学療法 第Ⅱ相
臨床試験 [KBCSG-TR12 13 ]

HER2陰性の原発性乳癌に対する術前化学療法として4コースのtri-weekly nanoparticle
albumin-bound paclitaxel (nab-PTX)療法に続き4コースのFEC療法を行い有効性および安全
性を検証する。また、付随研究として抹消神経障害の対策におけるBlue Cooler for
Hands(BCH)の評価および効果予測因子に探索的検討を行う、主要評価項目：病理学的完全奏
効率(pCR率)副次的評価項目:(1)安全性(有害事象、心機能障害発現率)(2)臨床的奏効率
(Overall response残含める、乳房と腋窩に浸潤巣をみとめない）(6)SpCR率　同意が得られ
た患者を対象にＢＣＨを使用し、患者日誌を用いてnab-PTXによる抹消神経障害の発現状況
を調整し、BCHのnab-PTXによる抹消神経障害への有用性を確認する。

西暦2014年8月4日～西暦2019年8月31日

42 26.7.29 乳腺外科 ホルモン陽性HER2陰性転移・再発乳癌
を対象としたパクリタキセル+ベバシズ
マブ導入化学療法後のホルモン維持療
法とホルモン療法+カペシタビン併用維
持療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験
（ver1.3）

　ホルモン陽性HER2陰性転移・再発乳癌を対象とし、パクリタキセル+ベバシズマブ導入化
学療法後のホルモン維持療法とホルモン療法+カペシタビン併用維持療法の有効性・安全性
を検討する。更に、維持療法で病勢増悪後のパクリタキセル+ベバシズマブ再導入療法の有
効性・安全性を検討する。

西暦2014年8月4日～西暦2018年7月31日

43 26.8.26 外科 糖鎖関連分子による消化器がん、消化
器疾患の血清、膵液診断に関する研究

糖タンパク質の糖鎖構造は、癌化に伴い変化することが古くから知られてきた。現在、用い
られているモノクローナル抗体の多くが癌に伴って発現する異常糖鎖を認識するもので、診
断や治療のマーカーとして臨床的に用いられる。しかしながら臨床の知見の蓄積に対して、
これらの抗体標的分子の生体での機能や、癌性変化における役割については全く解析が進ん
でいない。申請者らはこれまで癌性変化の原因となる糖鎖遺伝子（糖転移酵素の遺伝子）を
同定し、細胞レベルでの糖鎖の生物機能を明らかにしてきた。本研究では、血清糖タンパク
と胆汁、膵液中に含まれる糖タンパクの比較検討を行う。また癌の糖鎖異常の原因を探るた
め、糖鎖遺伝子を中心にDNAアレイによる解析を行う。腫瘍マーカーが癌性変化の何を評価
しているのかを証明し、新たな腫瘍マーカーの開発や、これらの標的分子を用いた治療戦略
を目指す。

西暦2014年9月1日～西暦2017年7月31日

44 26.8.26 外科 切除不能胆道癌に対するGEM/CDDP/S-1
とGEM/CDDPを比較するランダム化第Ⅲ
相試験

切除不能胆道癌に対するGEM/CDDP/S-1とGEM/CDDPを比較するランダム化第Ⅲ相試験 西暦2014年9月1日～西暦2017年8月31日
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45 26.8.26 外科 切除可能膵癌における塩酸ゲムシタビ
ン（GEM）＋ティーエスワン（TS-1）併
用強度変調放射線治療（IMRT）(術前化
学放射線療法)の臨床第Ⅰ/Ⅱ相試験

切除可能膵癌症例を対象として、塩酸ゲムシタビン（GEM）/ ティーエスワン（TS-1）によ
る術前化学放射線療法（IMRT）の、推奨用量（RD : recommended dose）を推定するととも
に、本療法の有効性および安全性を検討する。
第Ⅰ相部分：第Ⅰ相臨床試験
主要評価項目：安全性（最大耐用量の決定および推奨用量の推定）
第Ⅱ相部分：多施設共同の第Ⅱ相臨床試験
主要評価項目：組織学的効果
副次的評価項目：抗腫瘍効果、安全性、手術終了後の根治切除率、手術終了までの治療完遂
率、局所再発率、無再発生存期間（RFS）、全生存期間（OS）

西暦2014年9月1日～西暦2017年8月31日

46 26.9.30 産婦人科 子宮体がん 術後再発中・高リスク群に
対する術後化学療法としての
TEC
(Paclitaxel+Epirubicin+Carboplatin)
療法、TAC (Paclitaxel+
Doxorubicin+Carboplatin)療法、ddTC
(Dose-dense Paclitaxel+
Carboplatin)療法のランダム化第II相
試験
GOGO-EM3 / Intergroup study

子宮体がん術後再発中・高リスク群を対象にしたTEC療法v.s. TAC療法v.s. ddTC療法のラン
ダム化第II相試験を行い、JGOG2043試験（AP 療法 v.s. TC 療法 v.s. DP 療法）で示され
る標準療法との比較を目的としたランダム化第III相臨床試験の最も有用な試験 arm を選定
する。

西暦2014年10月1日～西暦2017年9月30日

47 26.9.30 消化器内科 Genotype1型C型慢性肝疾患に対するダ
クラタスビル・アスナプレビル療法の
治療効果ならびに安全性についての検
討

現在、genotype1型C型慢性肝疾患の抗ウイルス療法はシメプレビル・ペグインターフェロ
ン・リバビリン併用療法が第一選択であるが、前治療無効例の著効率は36～51%にとどま
る。また、インターフェロンやリバビリンの副作用によって前治療を完遂出来なかった症例
や、インターフェロンやリバビリンに対する忍容性が低いために治療が行われなかった症例
など、同療法の導入が困難な症例が少なからず存在する。ダクラタスビル・アスナプレビル
療法は、HCVの増殖に必須であるNS5AとNS3プロテアーゼを阻害する2つの経口HCV選択的抗ウ
イルス剤の併用療法で、インターフェロンを用いない初めての抗ウイルス療法であり、イン
ターフェロン不耐容例/ 不適格例ならびに前治療無効例で使用可能である。しかし、ダクラ
タスビル・アスナプレビル療法の治療効果ならびに安全性については確立されておらず、著
効例、非著効例の臨床的特徴、ウイルス学的特徴についても未だ検討がなされていない。さ
らに、ダクラタスビル・アスナプレビル療法の発癌抑制効果は明らかでない。したがって、
多数例での検討により、ダクラタスビル・アスナプレビル療法非著効例や、同療法治療後発
癌例の特徴を明らかにする必要がある。本研究では、ダクラタスビル・アスナプレビル療法
を行うC型慢性肝疾患患者を対象とし、同療法の治療効果、安全性ならびに治療効果に関与
する因子、耐性ウイルス変異出現状況、肝発癌抑制効果を明らかにすることを目的として、
同療法が施行される患者群の治療経過、治療効果、発癌状況などを前向きに検討する。

西暦2014年10月1日～西暦2017年12月31日
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48 26.10.28 乳腺外科 ヒト組織長期維持SCIDマウスを用いた
医薬品等および先端医療評価システム
の開発

SCIDマウスを改良することにより、これまで生着したことのないヒト悪性腫瘍が急激に増殖
し、自然遠隔転移すること、ヒト良性腫瘍もゆっくり増殖することを初めて証明した。最終
的には、ヒト正常臓器・組織、前がん組織の長期間（～3年）の継代維持に成功した（1977
年以後Super-SCIDと呼ばれる）。腫瘍組織、正常組織ともに移植後の病理組織像はよく維持
されている。また、ホルモン分泌能などの機能、遺伝子発現もよく維持されていた。移植し
た正常ヒト皮膚に太陽紫外線類似光（UVB）を2年間照射することにより、世界で初めて、人
工的にヒトがんを誘発するのに成功した。医療機関、大阪大学、医薬基盤研究所等の倫理委
員会の承認のもと作成してきたヒト臓器・組織置換マウスでは、ヒト骨髄、免疫細胞もよく
維持され、ヒト胎児組織も分化・増殖し、皮膚、肺、脂肪組織などもよく継代維持でき、我
が国専有の新たな研究資源の開発に結びついている。政策創薬総合研究では、20年間継代維
持凍結保存してきたヒト腫瘍組織の再移植と再生可能な形での凍結保存に加え、あらたに
300症例の腫瘍と100件の疾患組織の移植を行った。これまで未成功の前立腺がん、GIST等、
新たなヒト原発臨床腫瘍組織の継代維持、再生可能な形での凍結保存に成功した。本研究
は、創薬、化粧品企業の委託を得、ニーズに合わせ、大学等も参加して官民共同研究を行
う。移植不可といわれている前立腺がん移植系の確立、CTCよりのがん再生、臨床所見、病
理学的所見、機能変化、遺伝子変異、遺伝子発現を併せてデータベース化を行う。その成果
はおのずから生きたヒト組織での医薬品等の有効性・安全性の研究、環境有害物質の人体影
響評価に用いられ、国民の健康と医療・福祉に大きく貢献できる。

西暦2014年11月1日～西暦2018年3月31日

49 26.10.28 外科 胃癌術後膵液瘻における経腸栄養と静
脈栄養のランダム化比較試験

胃癌術後に膵液瘻を発生した症例に対して、成分栄養剤による経腸栄養療法の、静脈栄養に
対する優越性を検証する多施設共同第Ⅲ相試験

西暦2014年11月1日～西暦2019年12月31日

50 26.11.25 外科 GISTのKIT/PDGFRA遺伝子変異と予後に
関する検討

大阪大学（関連施設含む）/大阪警察病院/神奈川県立がんセンターの3施設のGIST患者約450
名のデータを後ろ向きに解析し、わが国のGIST患者におけるKIT/PDGFRA遺伝子変異状況を明
らかにする。また、遺伝子変異の部位や形式と予後の関係を検討する。

西暦2014年12月1日～西暦2024年12月31日

51 26.11.25 外科 次世代型末梢循環癌細胞検出法（F35テ
ロメスキャン）を応用した胃癌・膵癌
患者における転移・腹膜再発の機序、
治療抵抗性解明とその打破

膵癌および進行胃癌を含めた難治性癌の撲滅に向けた大きな課題の中で、末梢循環腫瘍細胞
(Circulating tumor cell: CTC)が共通のkey wordとなっている。われわれは、膵癌患者の
血液より新規測定法F35テロメスキャンシステムを用いて血中および腹水中のviable CTCを
検出し、予後への関与などCTCの真の意義を探求することを目的としている。
主要評価項目
膵癌・進行胃癌における血中および腹水中のviable CTCの臨床的意義の確定（バイオマー
カーとしての有用性の推定）
副次評価項目
組織学的効果、抗腫瘍効果、安全性、手術終了後の根治切除率、手術終了までの治療完遂
率、局所再発率、無再発生存期間（RFS）、全生存期間（OS）

西暦2014年12月1日～西暦2017年11月30日
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52 26.11.25 消化器内科 非アルコール性脂肪性肝炎患者におけ
る長期予後の検討

非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease: NAFLD)は、組織診断あ
るいは画像診断で脂肪肝を認め、アルコール性肝障害など他の肝疾患を除外した病態であ
る。NAFLDのうち、進行性で肝硬変や肝癌の発症母地にもなる非アルコール性脂肪性肝炎
(nonalcoholic steatohepatitis: NASH)は肝組織における脂肪変性、炎症、肝細胞障害(風
船様変性)が特徴であり、肝線維化が進行し、肝硬変から肝細胞癌へ進展しうる。さらに、
わが国の肝細胞癌発症の背景肝疾患については、C型肝炎、B型肝炎、非B非C肝炎の順に多
く、近年では非B非C肝炎の割合が20%と増加傾向であり、その多くがNASHである可能性を指
摘する意見もある。しかしながら、NASHにおいては、肝生検患者の選択バイアスのために正
確な有病率や疾患進行度、肝発癌については正確に把握されていないのが現状で、NASH患者
における長期予後について、今後明らかにしていく必要がある。今回、NASH患者における肝
線維化進展度、肝発癌率、肝線維化進展および肝発癌に関与する因子を明らかにすることを
目的として、大阪大学を含む関連施設において、2009年3月末までに肝生検にてNASHと診断
された患者群の治療経過、発癌状況などを検討する。

西暦2015年12月1日～西暦2019年12月31日

53 26.12.24 小児科 低身長児のPedsQLを用いた生活の質
（QOL）の調査

大阪警察病院呼吸器センター外来で長時間作用型抗コリン剤（チオトロピウム等）にて治療
中のCOPD患者において、インダカテロールを上乗せすることで、Lifecorderにおける日常生
活の活動量がどれくらい変化するか検証する。
本試験は、平成24年12月19日に既に大阪警察病院倫理委員会にて承認を頂いている
（No.293）。今回は、登録遅延による研究期間の1年間延長、目標症例数の変更、などの変
更点に関して、審査をお願いした。

西暦2015年1月13日～西暦2018年3月31日

54 26.12.24 耳鼻咽喉科 Bell麻痺、Hunt症候群に対する徐放化
b-FGF（線維芽細胞増殖因子）を用いた
顔面神経減荷手術の検討　—多施設共同
ランダム化比較試験—

ウイルス性末梢性顔面神経麻痺（Bell麻痺、Hunt症候群）に対するbasic
fibroblast growth factor（b-FGF：フィブラストスプレー）を併用した顔面神経減荷術の治療
効果について検討する。

西暦2015年9月30日～西暦2018年12月31日

55 26.12.24 外科 StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補
助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel
併用療法とTS-1 単独療法のランダム化
比較第Ⅲ相試験

StageⅢの治癒切除胃癌を対象とし、TS-1＋Docetaxel 併用療法のTS-1 単独療法に対する術
後補助化学療法としての優越性を検証する目的で多施設共同による無作為化比較第Ⅲ相試験
を行う。
主要評価項目: 3 年無再発生存期間
副次評価項目: 3 年、5 年全生存期間
5年無再発生存期間、治療成功期間、有害事象の発生割合
目標症例数　1100例

西暦2015年1月13日～西暦2021年3月31日

56 26.12.24 外科 StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1
術後補助化学療法の予後予測因子およ
び副作用発現の危険因子についての探
索的研究

「StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel 併用療法と
TS-1 単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験（JACCRO GC-07）」（以下、JACCRO GC-07とい
う。）に登録された症例の治療開始前臨床検査値等の背景因子および投与薬剤の製剤情報を
用いて下記検討を行い、最終的に予測モデルを構築する。
（1） TS-1 を含む術後補助化学療法の予後予測因子
（2） TS-1 を含む術後補助化学療法の副作用発現の危険因子
（3） TS-1 を含む術後補助化学療法の投与継続性に影響する因子
目標症例数　880例

西暦2015年1月13日～西暦2021年3月31日
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57 26.12.24 小児科 成長ホルモン補正式の見直しのための
測定

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長発通知（平成２５年３月５日付）、（公財）
成長科学協会から「成長ホルモン測定値の補正式」の見直しのため、複数キットでの再測定

西暦2015年1月13日～西暦2018年3月31日

58 27.1.27 外科 再発危険因子を有するStage II大腸癌
に対するUFT/LV療法の臨床的有用性に
関する研究

治癒切除後のStageⅡ大腸癌（Ra・Rb除く）において再発高リスクと考えられる症例を対象
に、手術単独に対して本邦における術後補助化学療法の標準治療の一つであり日本において
最も繁用されているUFT/LV術後補助化学療法を施行し、その有用性を比較検討する
① テガフール・ウラシル配合カプセル剤（略名：UFT）
② ホリナートカルシウム錠（略名：LV）
本試験は、2012年10月25日に大阪警察病院治験審査委員会にて承認されてる（No.152）。今
回、研究実施計画書がVer.1.1からVer.1.2に改訂されたため、倫理審査の変更申請をいたし
ます。

西暦2015年2月3日～西暦2020年4月30日

59 27.1.27 呼吸器内科 播種性血管内凝固症候群（DIC）併発と
判断される特発性間質性肺炎の急性増
悪に対するリコモジュリン®の有効性お
よび安全性に関する研究

特発性肺線維症（idiopathic pulmonary fibrosis; IPF）は原因不明の慢性性進行性に肺の
線維化を来たし、呼吸不全から死に至る予後不良の疾患であり、その組織像はusual
interstitial pneumonia patternとされている1)。近年、IPFの治療にピルフェニドンが有
効であることがRCTによって証明され2)、軽症から中等症の患者を中心に有効性が報告され
ている3)。IPFの慢性経過の悪化の中で、1ヶ月以内の経過で急速に病状が悪化し，死亡に至
る病態があることが報告され、急性増悪と言われている4)5)。IPFにおいて報告された病態
であるが、その後、現在では非特異性間質性肺炎（nonspecific interstitial pneumonia;
NSIP）などのIPF以外の特発性間質性肺炎や膠原病肺、慢性過敏性肺炎においても報告がな
されている6)。その治療としては、ステロイドパルス療法と免疫抑制剤併用治療が行われて
きたが予後はきわめて不良である7)。しかし、急性増悪に有効性が証明された薬物療法は存
在せず、予後不良である。
特発性肺線維症の急性増悪発症時には血漿D-ダイマーが上昇し、凝固亢進状態から播種性血
管内凝固症候群（DIC）が疑われる例が存在する8)。急性増悪後に低分子へパリンを投与し
た例では14日後に有意にD-ダイマーが低下し、死亡例においては急性増悪後14日目の血漿D-
ダイマーは、生存群に比較して有意に高値を示した8)。したがって、DICが疑われる急性増
悪症例においては、抗凝固療法が有効な可能性が示唆された。
トロンボモジュリンは血管内皮細胞表面に発現する糖蛋白であり、凝固カスケードの最終産
物であるトロンビンと結合し、血栓形成活性を消失させる9)．DIC治療薬である遺伝子組換
え可溶性トロンボモジュリン（リコモジュリン®）は、生体内で過剰なトロンビンが形成さ
れている場合は抗凝固活性が認められるが、トロンビン形成がなくなるとその効果は認めら
れなくなる。したがって、従来から使用されているヘパリンよりも安全性が高いと報告され
ている10)。また、リコモジュリン®はトロンビンが惹起する炎症や血管内皮細胞障害に対す
る抑制作用から、全身性炎症反応症候群に関する治療効果が期待されている9)。2012年の欧
州呼吸器学会において、IPFの急性増悪期にリコモジュリン®の投与群、非投与群を比較検討
して、リコモジュリン®が3ヶ月後の生存率を有意に改善したことが報告された11)。
今回我々は、DIC併発が疑われる特発性間質性肺炎の急性増悪症例に対するリコモジュリン®
の有効性と安全性を評価するため、本試験を計画した。

西暦2015年2月3日～西暦2018年12月31日

60 27.1.27 呼吸器内科 化学療法治療歴を有する非小細胞肺癌
に対するアルブミン懸濁型パクリタキ
セル療法の臨床試験

化学療法治療歴を有する進行非小細胞肺癌に対する治療法としてアルブミン懸濁型パクリタ
キセル（アブラキサン®）(100mg/m2)単剤投与の安全性と効果を評価する。

西暦2015年2月3日～西暦2018年12月31日

61 27.2.24 乳腺外科 乳癌再発巣における遺伝子変異の検索
とその臨床的意義の検討

乳癌の再発巣から抽出したDNAを対象に、次世代シークエンサーによる主要癌関連遺伝子
（TP53, PI3CA, ESR1 etc.）のエクソン解析を行う。初回手術時の原発巣であらかじめスク
リーニングされた遺伝子変異データと比較し、再発時に新たに生じた遺伝子変異を検索す
る。その解析結果を、再発に至るまでの治療内容や臨床経過と照合することで、再発のメカ
ニズムの一端を解明する。薬剤耐性や分子標的薬の効能に関与する遺伝子変異などについて
は、変異情報をもとづいた再発乳癌の個別化治療への有用性を検討する。

西暦2015年2月27日～西暦2019年3月31日

倫理審査申請状況一覧 2017/6/23



62 27.4.28 呼吸器内科 既治療進行非小細胞肺癌患者に対する
nab-paclitaxel：ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ®の
有効性・安全性・至適用量を検討する
ランダム化試験（JMTO LC14-01）

既治療進行非小細胞肺癌患者に対するnab-paclitaxel：アブラキサンの有効性・安全性、至
適用量を検討する。
主要評価項目
・無増悪生存期間Progression Free Survival（PFS）
副次評価項目
・全生存期間 Overall Survival（OS）
・奏効割合 Objective Response Rate（ORR）
・有害事象の発現頻度と程度
【多施設共同研究】

西暦2015年5月12日～西暦2018年3月31日

63 27.4.28 心臓血管外科 大阪大学医学部心臓血管外科グループ
手術データベース登録

心臓血管外科手術を受ける患者の手術前の医学的身体状況と行われた手術およびその結果を
調査し、これをデータベースとして情報収集し全国的に集計することにより、日本の心臓血
管外科学の進歩、ひいては国民全体の福祉健康の増進に寄与することを目的としている。
【期間延長のため変更申請】

西暦2015年5月12日～西暦2020年12月31日

64 27.4.28 外科 腹腔鏡下胃全摘術/噴門側胃切除術の食
道空腸吻合におけるCircular stapler
法とLinear stapler法のランダム化比
較試験

腹腔鏡下幽門側胃切除術は、開腹術に代わる治療法として広く普及してきているが、腹腔鏡下
胃全摘術/噴門側胃切除術は、食道空腸吻合の困難さから限られた施設のみで施行されているに
すぎない。これまで報告されてきた食道空腸吻合法を大別すると、Circular staplerを用いる
ものとLinear staplerを用いるものに分けられる。いずれの手技にも長所、短所が報告されて
いるが、これまでのところ、両者を比較した研究はなく、現時点では最適と言われる方法の確
立には至っていない。そこで、腹腔鏡下胃全摘術/噴門側胃切除術の食道空腸吻合において、
Circular stapler群とLinear Stapler群との治療成績を比較するランダム化比較試験を企画し
た。
【多施設共同研究】

西暦2015年5月12日～西暦2020年4月30日

65 27.5.15 耳鼻咽喉科 聴覚・顔面表情運動に対する機能温存
を目的とした持続モニタリング装置使
用下の内耳道腫瘍摘出術

内耳道手術において従来の手術手技では犠牲にされることも余儀なくされた蝸牛神経・顔面神
経について、持続モニタリング装置を用いることで有効聴力・顔面神経機能の温存をはかる
神経機能検査装置　MEE-1200　ニューロマスター

西暦2015年5月18日～西暦2020年12月31日

66 27.5.26 循環器内科 NoboriバイオリムスA9エリューティン
グステントの至適二剤併用抗血小板療
法（DAPT）期間の検討試験(NIPPON試
験)

NoboriバイオリムスA9エリューティングステントを用いるステント留置術後の二剤抗血小板
療法において、二つの異なる継続投与療法（6ヶ月と18ヶ月）を比較し、6ヶ月の投与期間で
の臨床成績が18ヶ月の投与期間に劣らないことを証明する。

西暦2015年6月1日～西暦2018年11月30日

67 27.5.26 循環器内科 大動脈破綻の先制診断を目的とする血
管内視鏡を用いたレジストリー研究

冠動脈疾患の診断もしくは治療目的にて心臓カテーテル検査を受け、大動脈を含めた血管内
視鏡による観察を予定している患者に対して、血管内視鏡を用いた大動脈の観察を行い、大
動脈プラークの頻度とその性状および血管内視鏡による合併症の発現頻度を探索的に記述す
ることを主な目的とする。
【研究実施責任者、研究分担者の変更申請】

西暦2015年6月1日～西暦2020年3月31日

68 27.5.26 消化器内科 Genotype2型C型慢性肝疾患に対するソ
ホスブビル・リバビリン療法の治療効
果ならびに安全性についての検討

Genotype2型C型慢性肝疾患の抗ウイルス療法では、ペグインターフェロン・リバビリン療
法、テラプレビル・ペグインターフェロン・リバビリン療法に加えて、ソホスブビル・リバ
ビリン療法が使用可能となった。ソホスブビル・リバビリン療法は、HCVの増殖に必須であ
るNS5Bポリメラーゼを阻害する経口HCV選択的抗ウイルス剤とリバビリンの併用療法で、前
治療歴やインターフェロンへの忍容性に関わらず使用可能である。しかし、ソホスブビル・
リバビリン療法の治療効果ならびに安全性については確立されておらず、著効例、非著効例
の臨床的特徴、ウイルス学的特徴についても未だ検討がなされていない。さらに、ソホスブ
ビル・リバビリン療法の発癌抑制効果は明らかでない。したがって、多数例での検討によ
り、ソホスブビル・リバビリン療法非著効例や、同療法治療後発癌例の特徴を明らかにする
必要がある。本研究では、ソホスブビル・リバビリン療法を行うC型慢性肝疾患患者を対象
とし、同療法の治療効果、安全性ならびに治療効果に関与する因子、耐性ウイルス変異出現
状況、肝発癌抑制効果を明らかにすることを目的として、同療法が施行される患者群の治療
経過、治療効果、発癌状況などを前向きに検討する。
【多施設共同研究】

西暦2015年6月1日～西暦2020年12月31日
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69 27.5.26 循環器内科 大動脈腸骨動脈病変を有する末梢動脈
硬化症患者に対する血管内治療の予後
に関する多施設・前向き研究
(OMOTENASHI　Registry)

本邦において腸骨動脈病変を有する症候性末梢動脈硬化疾患患者に対し待機的に自己拡張型
もしくはバルーン拡張型ステントを用いた血管内治療を行った場合の安全性及び有効性に関
する成績を明らかにする。
腸骨動脈病変の（Endovascular Treatment；EVT）治療の実態を明らかにすると共に、今日
の医療環境下(高齢化、薬物治療)における腸骨動脈病変を治療した末梢動脈硬化症
（PAD:peripheral artery disease）の予後を明らかにする。
【多施設共同研究】

西暦2015年6月1日～西暦2018年9月30日

70 27.5.26 呼吸器内科 既治療・進行非小細胞肺癌に対する3次
治療以降としてのゲムシタビン単剤療
法の臨床試験

EGFR遺伝子変異やALK遺伝子転座のない非小細胞肺癌については、1次治療には白金製剤を含
んだ併用療法、2次治療にはドセタキセル・ペメトレキセド・エルロチニブの単剤治療が肺
癌診療ガイドライン2014（日本肺癌学会）で推奨されている。一方、3次治療以降のレジメ
ンとしては、エビデンスのある明確なレジメンがなく、ガイドラインにも記載がない。
ゲムシタビンは非小細胞肺癌に対して保険適応があり、実臨床では長らく使用されている。
ガイドラインでは、PS0-1、75歳以上の高齢患者に対して、第3世代抗がん剤単剤を行うよう
勧められている。その選択レジメンとしては、ビノレルビン単剤とドセタキセル単剤に加え
て、ゲムシタビン単剤も挙げられている。
3次治療以降でのゲムシタビン単剤の治療効果を検証する目的で、非小細胞肺癌（組織型を
問わない）の3次治療以降の単アームの前向き臨床試験を行うこととした。

西暦2015年6月1日～西暦2018年6月30日

71 27.6.30 内科 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（J-DOIT3）

本試験に関して、当院で発生した重篤な有害事象(SAE)について報告いたします。 西暦2015年7月9日～西暦2017年11月30日

72 27.7.28 外科 肝胆膵外科手術後の表層および深部感
染後の切開創治療における 陰圧閉鎖療
法（Negative Pressure Wound
Therapy: NPWT）の有用性に関する前向
き検討

肝胆膵外科手術における表層および深部切開創感染(SSI)の発生率は約16.5～23.2%とされて
おり、SSIはいったん発症すると医療費が増大し、患者の治療に対する満足度が著しく低下
する。このためSSIの予防ならびに発症後の速やかな治療は重要である。NPWTは創の治癒を
促進するため特殊な保護材で密閉し持続的な陰圧をかけることによって創面が引き上げら
れ、患部の血行と肉芽組織の形成を促進し、創傷治癒を促進すると考えられ、皮膚欠損創や
褥瘡の治療法として有効とされている。最近外科手術後のSSI予防あるいは発生後の対策と
しても有効性は報告されているが、まだ報告数は少なく、手技も一定でないことから、さら
なる研究が必要であると考えられる。今回、肝胆膵外科手術後（鏡視下手術を除く、開腹に
よる胆嚢摘出術、肝切除術、膵切除術、胆道再建術など）の表層および深層SSI後の創治療
に対するNPWTの有用性を前向きに検討する。
【多施設共同研究】

西暦2015年8月6日～西暦2018年3月31日

73 27.8.25 外科 RIFTOS MKI：Radioactive Iodine
refractory asymptomatic patients in
differentiated Thyroid cancer –an
Observational Study to assess the
use of MultiKinase Inhibitors
放射性ヨウ素治療抵抗性の無症候性分
化型甲状腺癌患者を対象とした マルチ
キナーゼ阻害薬の使用評価に関する観
察研究

本試験は、国際共同、前向き、非盲検、多施設、非介入試験であり、無症候性の放射性ヨウ
素治療（RAI）抵抗性の進行性分化型甲状腺癌（DTC）患者を対象とし、試験登録時にマルチ
キナーゼ阻害薬（MKIs）治療を開始すると判断した患者と、試験登録時にはマルチキナーゼ
阻害薬治療を開始しないと判断した患者における試験登録時から臨床症状増悪までの期間
（TTSP）を比較する。OSとPFSを含む患者転帰も解析される。また、本試験では、日常診療
下におけるRAI治療抵抗性DTC患者のソラフェニブに対する安全性、有効性、および投与量の
データも収集する。更に、RAI治療抵抗性DTC患者の治療を行う医師の診療パターンも評価す
る。
【研究実施計画書およびCRFの変更のため変更申請】

西暦2015年9月9日～西暦2019年3月31日

74 27.8.25 呼吸器内科 ステロイド性骨粗鬆症に対するミノド
ロン酸水和物の臨床的有用性に関する
検討（m-GLORIA）

ステロイド性骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物とアルファカルシドール併用による臨床
的有用性について，アルファカルシドールを対照として比較検討を行う。
【年次報告書の申請】

西暦2015年9月9日～西暦2018年3月31日

75 27.8.25 外科 肝胆膵領域悪性腫瘍に対する術後静脈
血栓塞栓症予防に対するエノキサパリ
ン投与のランダム化比較試験

肝胆膵領域悪性腫瘍患者に対するエノキサパリン術後皮下投与の静脈血栓塞栓症（VTE）発
症予防効果と安全性について検討する。
＊エノキサパリン皮下注射（クレキサン○R）

西暦2015年9月9日～西暦2019年5月31日
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76 27.9.29 呼吸器内科 EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌
患者に対する一次療法としてのベバシ
ズマブ+ エルロチニブ併用療法とエル
ロチニブ単剤療法を比較する非盲検無
作為化比較臨床試験

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者に対する一次療法としてのベバシズマブとエルロ
チニブの併用療法の有用性を検証するため、エルロチニブ単剤治療との比較検証を行う。

西暦2015年10月9日～西暦2018年3月31日

77 27.9.14 救命救急科 病院外心停止に対する包括的治療体制
の構築に関する研究

院外心停止例の社会復帰率はいまだに8%程度と非常に低い。更なる社会復帰率向上のために
は、病院到着後の集中治療の効果が期待される。本研究では、院外心停止例の搬送先病院の
治療体制及び低体温療法などの病院到着後の集中治療に関するデータを前向きに登録・分析
し『搬送先病院の選定基準、有効な集中治療など院外心停止の社会復帰率を向上させるため
の治療ストラテジーを検討すること』を目的とする。

西暦2015年10月9日～西暦2018年3月31日

78 27.9.29 乳腺外科 HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペ
ルツズマブ再投与の有用性を検証する
臨床研究－ペルツズマブ再投与試験－
（JBCRG-M05）

HER2陽性の転移性乳癌に対する治療では，CLEOPATRA試験の結果によりペルツズマブ＋トラ
スツズマブ＋ドセタキセル併用療法が一次治療，EMILIA試験及びTH3RESA試験よりT-DM1が二
次治療以降の標準治療として確立されている。しかし，ペルツズマブ及びT-DM1既治療の三
次治療以降に関しては標準治療が確立されていない。トラスツズマブは，HER2陽性転移性乳
癌の標準治療として既に確立されており，PD後の継続投与も既にガイドラインで推奨されて
いる。ペルツズマブはその作用機序がトラスツズマブと類似していることからトラスツズマ
ブと同様に継続投与及び再投与の効果が期待されているが, ペルツズマブの継続投与や再投
与の有用性については不明であり，日本だけでなく海外でもクリニカルクエスチョンとして
注目されている。ペルツズマブを継続投与する場合と増悪後にペルツズマブを一旦別の抗
HER2治療に切り替え，再増悪後にペルツズマブを再投与する場合では，その効果が異なる可
能性が考えられ，両者の効果は別々に検討すべきと考えられる。そこで今回我々は，ペルツ
ズマブ再投与に着目した本臨床研究を立案した。その他は添付の研究実施計画書参照。

西暦2015年10月9日～西暦2018年9月30日

79 27.9.29 消化器内科 Genotype1型C型慢性肝疾患に対するレ
ジパスビル・ソホスブビル療法の治療
効果ならびに安全性についての検討

Genotype1型C型慢性肝疾患の抗ウイルス療法では、NS3/4プロテアーゼ阻害剤・ペグイン
ターフェロン・リバビリン療法、アスナプレビル・ダクラタスビル療法に加えて、レジパス
ビル・ソホスブビル療法が使用可能となった。レジパスビル・ソホスブビル療法は、HCVの
増殖に必須であるNS5AとNS5Bポリメラーゼを阻害する経口HCV選択的抗ウイルス剤の併用療
法で、前治療歴やインターフェロンへの忍容性に関わらず使用可能である。しかし、レジパ
スビル・ソホスブビル療法の治療効果ならびに安全性については確立されておらず、著効
例、非著効例の臨床的特徴、ウイルス学的特徴についても未だ検討がなされていない。さら
に、レジパスビル・ソホスブビル療法の発癌抑制効果は明らかでない。したがって、多数例
での検討により、レジパスビル・ソホスブビル療法非著効例や、同療法治療後発癌例の特徴
を明らかにする必要がある。本研究では、レジパスビル・ソホスブビル療法を行うC型慢性
肝疾患患者を対象とし、同療法の治療効果、安全性ならびに治療効果に関与する因子、耐性
ウイルス変異出現状況、肝発癌抑制効果を明らかにすることを目的として、同療法が施行さ
れる患者群の治療経過、治療効果、発癌状況などを前向きに検討する。

西暦2020年12月31日～西暦2020年12月31日

80 27.10.27 外科 膵臓癌の診療向上のための分子遺伝学
的および分子疫学的研究

膵臓癌における早期診断の困難性が、治療成績改善の障壁となっている。また、膵臓癌が早
期で診断されることは困難であるため、単施設で必要十分の早期膵癌症例数を収集すること
は困難を伴う。本研究では、全国の膵癌症例の多いハイボリュームセンターを対象に早期膵
癌のサンプルを収集する。早期と進行膵癌で解析し、早期膵癌の診断を可能とするバイオ
マーカーを探求する。また、マーカーの中で治療標的となるものを解析し、最終的に難治性
疾患の代表である膵癌の治療成績を改善することを目標としている。

西暦2015年11月9日～西暦2020年3月31日

81 27.10.27 循環器内科 日本人高齢者を対象としたアピキサバ
ンの有効性・安全性に関する検討：医
師主導型多施設共同前向きコホート研
究

現時点で日本人の後期・超高齢心房細動患者を十分に含むデータベースは、京都伏見地区で
集積されたFushimi AF Registryに限られる。このデータベースは新規経口抗凝固薬が使用
可能となる以前のワルファリンしか利用できなかった時代の高齢者・超高齢者のデータが主
である。新規経口凝固薬の一つであるアピキサバン（商品名エリキュース）服用中もしくは
新規投与された高齢者を連続的に登録し、１年間のアウトカム集積を行い、アピキサバンの
有効性・安全性について評価する。

西暦2015年11月9日～西暦2017年8月31日

倫理審査申請状況一覧 2017/6/23



82 27.10.27 循環器内科 植込み型心臓ペースメーカの各種機能
の使用と臨床転帰に関する観察研究II
（BRADYCARE II：Advanced
Bradycardia Device Feature
Utilization and Clinical Outcomes
II）

本研究は、厚生労働省の製造販売承認を取得し、当院でも採用済みであるセント・ジュー
ド・メディカル社製条件付MRI対応心臓ペースメーカ（①販売名：アシュリティMRI、承認番
号：22700BZX00181000　②販売名：エンデュリティMRI、承認番号：22700BZX00182000、③
販売名：アクセントMRI、承認番号：22500BZX00241000、④販売名：アクセントMRI RF、承
認番号：22500BZX00242000を使用した患者を対象として実施する多施設共同観察研究であ
る。徐脈を有し、標準的なペーシング療法が適応となる集団を対象とし、ペースメーカに搭
載される各種機能の使用状況を幅広く調査するとともに、入院、イベントの有無、治療介入
時期等との関連を比較検討することを目的とする。

西暦2015年11月9日～西暦2018年3月31日

83 27.11.24 循環器内科 持続性心房細動症例に対して追加通電
の有無が心房細動再発に及ぼす影響に
関する研究-多施設共同前向き無作為割
り付け非劣性試験-

持続性心房細動（AF）に対するカテーテルアブレーションが有効であることが報告されてい
るが、心房細動の再発が問題となる。そのため持続性AFに対するカテーテルアブレーション
においては、肺静脈隔離術を主とする基本手技だけでは良い治療成績が得られないという考
え方から、心房全体に拡大した基質に対する追加通電（線状焼灼、Complex Fractionated
Atrial Electrograms (CFAE) ablation等）を行うことが推奨されてきた。しかし、2015年
になってこの経験的追加通電の優位性を示そうとした初めての大規模無作為化試験で、予想
に反してこれら経験的追加通電の優位性は示されず、追加通電は成績向上に有効ではない可
能性を示唆するものであった。
　そこで本試験では、肺静脈隔離術焼灼術を主とした基本手技のみの群と基本手技と追加通
電を行った群で心房細動非再発率が劣らないこと検討することを主目的とした。また、今回
は心房細動のトリガーの有無・起源がカテーテルアブレーションの成績に与える影響を副次
的に検討することとした。

西暦2015年12月15日～西暦2019年3月31日

84 27.12.2 内科 冠動脈疾患の既往がない無症候2型糖尿
病患者において、重症冠動脈病変の存
在を予測するための臨床調査

本試験では、重症冠動脈疾患のハイリスク群を予測するための臨床調査として、無症候性心
筋虚血の検査（負荷心電図、心筋シンチ、冠動脈CTなど）を受けた2型糖尿病患者を対象と
し、冠動脈血行再建術に相当する重症冠動脈病変と頚動脈IMTの関連について検討する。さ
らに、今後5年間の心血管イベントの発症を経過観察する。
【研究責任者･研究実施責任者･研究協力者変更のため変更申請】

西暦2016年1月25日～西暦2017年12月31日

85 27.12.22 呼吸器内科 「スピリーバ®2.5μｇレスピマット60®
吸入」 特定使用成績調査と同時に実施
する患者背景調査

スピリーバ2.5μｇレスピマット60吸入」特定使用成績調査と同時期同施設で、「スピリー
バ2.5μｇレスピマット60吸入」以外の喘息治療薬を投与され吸入ステロイド剤（以下ICS）
の維持療法を受けた重症持続型喘息患者の背景を比較し、処方に影響する背景因子を検討す
る。（なお、「スピリーバ2.5μｇレスピマット60吸入」特定使用成績調査は、重症持続型
気管支喘息の患者に対する安全性および有効性を確認する。）

西暦2016年1月25日～西暦2017年8月31日

86 27.12.22 内科 「若年1型糖尿病検診」データを用いた
合併症発症・進展に関わる因子の検索

1型糖尿病は、膵β細胞の破壊が急速に進行し、インスリンの欠乏が生じることによって発
症し、最終的にはインスリン分泌が枯渇してインスリン依存状態に陥ることが多いため、生
命を脅かす重要な疾患である。加えて、しばしば若年期に発症し、インスリン療法によって
も血糖管理が容易ではないため、若年より種々の糖尿病合併症を伴う。糖尿病合併症の進展
は、1型糖尿病患者のQOLを損なう原因として極めて重要であるだけではなく、その死因とし
ても重要である。このため、1型糖尿病の診療においては、適切な血糖管理を行うとともに
糖尿病合併症ハイリスク群をより早期に同定し、必要な予防措置を講ずることが望まれる。
しかし、1型糖尿病は比較的稀な疾患であることから、合併症進展の危険因子等については
明らかにされていない点が多い。殊に、本邦では1型糖尿病の年間発症率は1.5/10万人と頻
度が低く、日本人1型糖尿病患者を対象に糖尿病合併症の進展速度やその危険因子について
検討した成績は極めて少ない。
本研究では、小児・思春期発症1型糖尿病の若年者を対象とした健診データを解析すること
を通じて、若年1型糖尿病患者における合併症の頻度やその発症・進展に関わる因子を明ら
かにし、1型糖尿病患者の糖尿病合併症の進展抑制や患者の延命、QOLの向上に役立つ知見を
得ることを目的とする。

西暦2016年1月25日～西暦2017年12月31日
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87 27.12.22 泌尿器科 去勢抵抗性前立腺癌（CRPC：
Castration resistant prostate
cancer）患者における抗アンドロゲン
剤交替療法後のエンザルタミドの臨床
効果と安全性に関する前向き観察研究

＜目的＞
去勢抵抗性前立腺癌（CRPC：Castration resistant prostate cancer）患者における抗アン
ドロゲン剤交替療法後のエンザルタミドの臨床効果と安全性に関する前向き観察研究
＜試験のデザイン＞
前向き観察研究
＜使用する薬剤＞
一般名：エンザルタミド
販売名：イクスタンジ®
製造販売元：アステラス製薬株式会社
＜目標症例数＞
200例（うち10例を予定）
＜研究期間＞
総研究実施期間：医療機関の長の許可日から2020年3月末まで
登録期間：医療機関の長の許可日から2018年3月末まで
観察期間：最終症例登録日から2 年間

西暦2016年1月25日～西暦2020年3月31日

88 28.1.14 外科 胃がん肝転移症例（同時性、異時性）
に対する化学療法施行後のsurgical
intervention に関する臨床試験

胃がん肝転移症例（同時性、異時性）に対して化学療法を先行して行い、治癒切除が可能で
あると判断された場合に肝転移巣および胃原発巣切除を行うこととし、肝転移症例のうち治
癒切除に至る割合、肝転移巣を含めた切除の安全性、治癒切除症例の予後、予後因子解析に
基づく肝切除を含めた外科切除の適応基準を検証する。

西暦2016年1月25日～西暦2020年11月30日

89 28.1.14 外科 胃癌患者におけるNY-ESO-1抗体価の腫
瘍マーカーとしての有用性の検討

胃癌患者における患者血清中NY-ESO-1抗体価およびp53抗体価の腫瘍マーカーとしての有用
性を解析すること。

西暦2016年1月25日～西暦2022年12月31日

90 28.1.14 外科 StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補
助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel
併用療法とTS-1 単独療法のランダム化
比較試験

StageⅢの治癒切除胃癌を対象とし、TS-1＋Docetaxel 併用療法のTS-1 単独療法に対する術
後補助化学療法としての優越性を検証する目的で多施設共同による無作為化比較第Ⅲ相試験
を行う。
主要評価項目: 3 年無再発生存期間
副次評価項目: 3 年、5 年全生存期間
5年無再発生存期間、治療成功期間、有害事象の発生割合
目標症例数　1100例

西暦2016年1月25日～西暦2022年12月31日

91 28.1.14 外科 StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1
術後補助化学療法の予後予測因子およ
び副作用発現の危険因子についての探
索的研究

「StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel 併用療法と
TS-1 単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験（JACCRO GC-07）」（以下、JACCRO GC-07とい
う。）に登録された症例の治療開始前臨床検査値等の背景因子および投与薬剤の製剤情報を
用いて下記検討を行い、最終的に予測モデルを構築する。
（1） TS-1 を含む術後補助化学療法の予後予測因子
（2） TS-1 を含む術後補助化学療法の副作用発現の危険因子
（3） TS-1 を含む術後補助化学療法の投与継続性に影響する因子
目標症例数　880例

西暦2016年1月25～西暦2022年12月31日

92 28.1.14 外科 腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1＋パク
リタキセル経静脈・腹腔内併用療法の
第Ⅱ相臨床試験　肉眼的腹膜播種陰
性・腹腔洗浄細胞診陽性(P0CY1)症例対
象

本試験は、肉眼的腹膜播種陰性・腹腔洗浄細胞診陽性(P0CY1)胃癌を対象として、S-1＋パク
リタキセル経静脈・腹腔内併用療法を施行し、安全性および有効性の評価を行うことを目的
とする。
主目的：１年全生存割合
副目的：３年全生存割合、腹腔洗浄液細胞診陰性化率、奏効率、安全性

西暦2016年1月25日～西暦2017年11月30日

93 28.1.26 泌尿器科 尿路性器癌に対する新たな診断マー
カー・治療標的分子の探索に関する研
究

腎癌・尿路上皮癌などの尿路性器癌における診断では確立されたマーカー分子は認めていな
い。またそれら尿路性器癌の治療標的分子の同定も急務となっている。そこで、当研究は診
断・治療目的で採取した尿路性器癌組織の余剰組織や血液、尿を含めた体液を用い、
microRNAやmRNA、DNAメチル化解析、タンパク発現解析の結果と、癌部・非癌部および早
期・進行性の臨床情報との相関を検討し、新たな診断・治療標的分子を探索することを目的
とする。健康者をボランティアとして血液、尿などの体液を採取し比較検討を行う。

西暦2016年2月4日～西暦2018年12月31日
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94 28.1.26 耳鼻咽喉科 持続母音および文章音読サンプルを用
いた音響分析法の信頼性および妥当性
についての後向き臨床研究

音声の聴覚印象評価の程度は音声障害の重症度と直接的に関連するが、その性質から客観性
の確保が困難である。そのため、客観的評価法として様々な音響分析的指標が用いられてき
たが、これまでその適応は持続母音サンプルに限定されてきた。当研究の目的は、文章音読
サンプルを含めた生態学的妥当性が高い音響分析法について、その信頼性と妥当性を評価
し、信頼性・妥当性の高い音声障害の客観的評価方法を確立することである。

西暦2016年2月4日～西暦2018年3月31日

95 28.1.30 呼吸器外科 胸膜播種・悪性胸水を伴った非小細胞
肺癌の治療成績に関する多施設共同後
方視的観察研究

目的：胸膜播種・悪性胸水を伴った非小細胞肺癌の治療成績を後ろ向きに評価すること
概要：多施設共同後ろ向きコホート研究

西暦2016年2月4日～西暦2018年3月31日

96 28.1.30 外科 腫瘍破裂を伴ったGISTの臨床病学的特
徴と予後の解明

レトロスペクティブにGISTの一般診療において、腫瘍破裂の頻度、破裂に影響する背景因
子、治療後の予後、治療介入の内容について検証する。

西暦2016年2月4日～西暦2019年1月1日

97 28.2.15 心臓血管外科 『吻合アシストデバイス「エンクロー
ズⅡキット」の評価』

心拍動下冠動脈バイパス手術(OPCAB)において、大動脈サイドクランプによる大動脈壁への
侵襲や手術後の脳血管障害の発生などが問題となる。「エンクローズIIキット」は本体で大
動脈壁を内側と外側で挟み、その間に手縫い吻合を可能とする無血空間を形成するデバイス
であり、サイドクランプに比べその構造から、大動脈壁への侵襲が低減されると考えられて
いる。
本研究では手縫い吻合アシストデバイス「エンクローズ・II」を使用した手術において、操
作性の評価及び術後脳血管障害の発生がないことを確認し、当該デバイスがサイドクランプ
と同等以上の操作性、安全性を有し、心拍動下冠動脈バイパス術に有効なデバイスであるこ
とを検証する。

西暦2016年3月22日～西暦2017年6月30日

98 28.2.15 外科 肝細胞癌治療における術前肝動脈塞栓
化学療法（TACE）の有用性の検討

本研究の目的は腫瘍径5cm以上の根治切除可能な肝細胞癌に対する術前TACEの有用性を検討
することである。
概要は、腫瘍径5cm以上の肝細胞癌で肝切除術を施行する症例を対象とし、（１）術前TACE
を施行し、約2週間後に単純CTにてTACEの効果を評価した上で、肝切除術を施行する群と、
（２）術前TACE無しに肝切除術を施行する2群に分け、その予後（全生存率、無再発生存
率）を検討し、さらに、肝切除術前・術後における末梢血中の癌細胞の微小転移についても
分子生物学的に検索する。

西暦2016年3月22日～西暦2026年3月31日

99 28.2.15 泌尿器科 局所進行性膀胱癌治療における周術期
合併症およびQOL調査

局所進行性膀胱癌に対する標準治療は膀胱全摘除術であるが、手術侵襲が大きく尿路変向も
必要とされる。そのため、膀胱温存を目的とした化学療法併用放射線療法も代替治療として
施行されている。また、近年膀胱全摘除術の手術侵襲軽減の目的で小切開手術や鏡視下手術
を行われるようになってきた。これらの治療法における周術期合併症および術後のQOL調査
に関して、海外からの報告は散見されるが、国内からの前向き研究の報告はない。また、我
が国では単一施設における症例数が少ないという問題がある。そこで、今回比較的治療方針
が統一されている多施設で局所進行性膀胱癌に対する治療の周術期合併症およびQOLに関し
て前向きに検討を行う。

西暦2016年3月22日～西暦2020年3月31日

100 28.3.18 乳腺外科 HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペ
ルツズマブ再投与の有用性を検証する
第III相臨床研究－ペルツズマブ再投与
試験－　（JBCRG-M05）

1) ペルツズマブ　サイクル1は初回投与量として840 mg，サイクル2以降は維持投与量とし
て420 mgを3週間に1回点滴静注する。
(2) トラスツズマブ　サイクル1は初回投与量として8 mg/kg，サイクル2以降は維持投与量
として6 mg/kgを3週間に1回点滴静注する。
(3) ドセタキセル　75又は60mg/m2を3週間に1回点滴静注する。開始用量は実施医療機関で
決定する。
(4) パクリタキセル　80 mg/m2を点滴静注で週1回投与する。
(5) ナブパクリタキセル　260又は220 mg/m2を3週間に1回点滴静注する。開始用量は実施医
療機関で決定する。
(6) ビノレルビン　25 mg/m2を点滴静注で週1回2週連続投与し，3週目は休薬する。
(7)ｴﾘﾌﾞﾘﾝ　　1.4 mg/m2を点滴静注で週1回2週連続投与し，3週目は休薬する。

西暦2016年3月22日～西暦2018年9月30日
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101 28.3.18 外科 肝腫瘍に対する開腹肝切除と腹腔鏡下
肝切除の有効性に関する前向き試験
（無作為化比較試験）

肝臓は，その解剖学的な位置より，大きな皮膚切開にて行う開腹肝切除（Open
Hepatectomy: OH）が標準術式とされてきた。しかし，近年の手術機器や腹腔鏡下手術手技
の発達に伴い肝切除においても， 2010年4月から腹腔鏡下肝切除術（Laparoscopic
hepatectomy: LH）（肝部分切除および肝外側区域切除術）が保険収載されている。LHとOH
の成績を比較した無作為化比較試験の報告はないが，Case-matched分析において，LHはOHと
比較して，術後短期成績としては，術後疼痛が軽く，出血量や術後合併症が少なく，在院期
間が短くなることが報告されている。しかし，いずれの報告もRetrospectiveな，対照症例
を設定した比較であり，無作為化比較試験の報告はない。そこで，肝切除術の適応となる肝
腫瘍（肝細胞癌，転移性肝癌，良性腫瘍など）を有する患者に対して，開腹肝切除と腹腔鏡
下肝切除の短期成績を比較検討することで，その有用性を明らかにすることを目的とした。

西暦2016年4月14日～西暦2020年3月31日

102 28.3.18 外科 他臓器合併切除を要する局所進行左側
結腸癌に対する単孔式内視鏡手術の成
績

１）研究の目的
他臓器合併切除を要する局所進行左側結腸癌に対する単孔式内視鏡手術の安全性について検
討する。
２）実施計画の概要
研究の対象：他臓器合併切除を要する局所進行左側結腸癌と診断され、手術施行された患者
試験デザイン：単施設後方視的比較試験
研究の方法：
　主要評価項目：安全性
副次的評価項目：３年無再発生存率、３年全生存率

西暦2016年3月22日～西暦2021年3月31日

103 28.3.22 内科 若年1型糖尿病患者におけるオステオカ
ルシンと糖・脂質代謝および糖尿病合
併症に関する観察研究

近年、骨が骨格の形成・維持やカルシウム・リン代謝調節のみならず、糖・脂質代謝や動脈
硬化にも関連していることが注目されている。
オステオカルシン（Osteocalcin：OC）は、成熟骨芽細胞から分泌される骨特異的タンパク
であり、骨形成マーカーとして広く日常診療で使用されている。2型糖尿病患者において、
OCと糖代謝、インスリン感受性、脂質代謝、脂肪蓄積との関連が報告されているが、1型糖
尿病患者における報告は少ない。
そこで、本研究では、若年1型糖尿病患者を対象とし、OCと糖・脂質代謝、糖尿病合併症と
の関連を明らかにすることを目的として研究を行う。

西暦2016年4月14日～西暦2017年12月31日

104 28.3.26 循環器内科 左室収縮能が保たれた心不全の予後に
関する多施設共同前向き観察研究

本調査は、参加施設に入院した左室収縮能が保たれた心不全（Heart Failure with
Preserved Ejection Fraction: HFpEF）患者を対象として 、患者背景因子、病態評価項
目、予後情報などを集約的に解析することで、HFpEFの病態解明 及び 予後規定因子の同定
を目指すとともに、新規診断・治療法の開発につながる知見を出すこと目的とする。

西暦2016年4月14日～西暦2028年3月31日

105 28.3.26 外科 横行結腸癌に対する単孔式内視鏡手術
の成績

１）研究の目的
横行結腸に対する単孔式内視鏡手術の安全性について検討する。
２）実施計画の概要
研究の対象：横行結腸癌と診断され、手術施行された患者
試験デザイン：単施設安全性確認のための後方視的比較試験
研究の方法：
　主要評価項目：安全性
副次的評価項目：３年無再発生存率、３年全生存率

西暦2016年4月14日～西暦2021年3月31日

106 28.3.26 外科 高齢者大腸癌患者に対する単孔式内視
鏡手術の成績

１）研究の目的
高齢者大腸癌患者に対する単孔式内視鏡手術の安全性について検討する。
２）実施計画の概要
研究の対象：大腸癌と診断され、手術施行された80歳以上の患者
試験デザイン：単施設安全性確認のための後方視的比較試験
研究の方法：
　主要評価項目：安全性
副次的評価項目：３年無再発生存率、３年全生存率

西暦2016年4月14日～西暦2021年3月31日
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107 28.4.26 外科 経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例
に対するmFOLFOX6＋パクリタキセル腹
腔内投与併用療法の探索的臨床試験

経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例を対象として、mFOLFOX6＋パクリタキセル腹腔内投与
(IP PTX) 併用療法を施行し、安全性と有効性を評価する。
主要評価項目 1年全生存割合
副次評価項目　無増悪生存期間、治療成功期間、奏効割合、腹水細胞診陰性化割合　有害事
象発現状況

西暦2016年5月2日～西暦2019年1月1日

108 28.4.26 外科 cSS/SE N1-3 M0胃癌に対するperi
CapeOxの有効性確認試験　(OGSG1601)

術前検査で深達度SS/SEと診断された胃癌を対象に、術前術後補助化学療法としてのCapeOx
療法の有効性を確認する。
主要評価項目：組織学的奏効割合
副次評価項目：プロトコール治療完遂割合、術前CapeOx療法相対用量強度（Relative Dose
Intensity : RDI）、術後補助化学療法の治療完遂割合、 全生存期間（Overall survival：
OS）、無再発生存期間（Relapse free survival：RFS）、奏効割合、術前化学療法による有
害事象発生割合、術後合併症発生割合、術後CapeOx療法RDI

西暦2016年5月20日～西暦2021年3月31日

109 28.5.24 消化器外科 既治療進行・再発胃癌患者に対する減
量投与におけるnab-Paclitaxel臨床第
II相試験　(OGSG1302)

既治療進行・再発胃癌患者に対する減量投与におけるnab-Paclitaxel（220mg/m2）療法の有
効性・安全性を検討する。
Primary endpoint：奏効率（RR）
Secondary endpoints：全生存期間（OS）、無増悪生存期間（PFS）、治療成功期間
（TTF）、
病態制御率（DCR）、安全性、相対用量強度、次治療移行率

西暦2016年6月3日～西暦2018年12月31日

110 28.5.24 循環器内科 心不全病態解明のための、遺伝子発
現、蛋白機能および病理組織解析によ
る探索研究

心不全の病態解明と診断治療への応用を行うために、心不全関連分子の遺伝子発現、蛋白機
能および病理検体を解析し新しい分子マーカーを探索することを目的とした研究である。通
常の心不全診断治療において、採取されたさまざまな病態の心不全症例に対して、血液検
体、尿・糞便検体、心筋病理組織検体を用いて、蛋白解析、核酸解析、また残余病理切片を
用いた心不全関連分子の探索同定を行う。匿名化された臨床検査データとともに病態への関
連性に対しての意味づけを行う。

西暦2016年6月3日～西暦2020年7月31日

111 28.5.17 ER・救命救急
センター

日本熱傷学会「熱傷入院患者レジスト
リー」への症例登録事業に対する倫理
審査

一般社団法人日本熱傷学会(以下日本熱傷学会)が指定する医療施設(熱傷専門医認定研修施
設またはそれに準じる施設)に入院した熱傷患者を対象とし、その診療情報をインターネッ
トを介して収集し、調査･分析する。当院においては、2016年4月1日以降に入院した熱傷患
者を登録する。日本熱傷学会は、登録されたデータを用いて、本邦における熱傷入院患者の
重症度、部位、症例数、手術治療および転帰について集計し、経年変化および地域格差、予
後因子の解析などの基本的な調査を定期的に行い、本邦における熱傷診療の全体像を明らか
にするとともに診療情報を分析し、熱傷診療の質の向上を図る。

西暦2016年5月20日～西暦2021年3月31日

112 28.5.17 循環器内科 持続性心房細動症例に対して追加通電
の有無が心房細動再発に及ぼす影響に
関する研究-多施設共同前向き無作為割
り付け非劣性試験-

持続性心房細動（AF）に対するカテーテルアブレーションが有効であることが報告されてい
るが、心房細動の再発が問題となる。そのため持続性AFに対するカテーテルアブレーション
においては、肺静脈隔離術を主とする基本手技だけでは良い治療成績が得られないという考
え方から、心房全体に拡大した基質に対する追加通電（線状焼灼、Complex Fractionated
Atrial Electrograms (CFAE) ablation等）を行うことが推奨されてきた。しかし、2015年
になってこの経験的追加通電の優位性を示そうとした初めての大規模無作為化試験で、予想
に反してこれら経験的追加通電の優位性は示されず、追加通電は成績向上に有効ではない可
能性を示唆するものであった。
　そこで本試験では、肺静脈隔離術焼灼術を主とした基本手技のみの群と基本手技と追加通
電を行った群で心房細動非再発率が劣らないこと検討することを主目的とした。また、今回
は心房細動のトリガーの有無・起源がカテーテルアブレーションの成績に与える影響を副次
的に検討することとした。

西暦2016年5月20日～西暦2019年3月31日

113 28.5.18 循環器内科 中等度狭窄を伴った冠動脈不安定病変
に対する薬物療法のみによる治療とス
テント（CoCr-EESまたはCoCr-BMS）を
用いた冠動脈形成術を併用する治療と
の比較試験

血管内視鏡によって検出される不安定病変と中等度狭窄を有する冠動脈病変に対して、至適
薬物療法のみによって加療する群（OMT群）と経皮的冠動脈形成術を併用する群（PCI群）と
の間で、対象病変に起因する虚血性イベントの発症を比較する単施設前向き無作為化比較試
験。

西暦2016年5月20日～西暦2022年12月31日
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114 28.5.28 泌尿器科 尿路性器癌に対する新たな診断マー
カー・治療標的分子の探索に関する研
究

腎癌・尿路上皮癌などの尿路性器癌における診断では確立されたマーカー分子は認めていな
い。またそれら尿路性器癌の治療標的分子の同定も急務となっている。そこで、当研究は診
断・治療目的で採取した尿路性器癌組織の余剰組織や血液、尿を含めた体液を用い、
microRNAやmRNA、DNAメチル化解析、タンパク発現解析の結果と、癌部・非癌部および早
期・進行性の臨床情報との相関を検討し、新たな診断・治療標的分子を探索することを目的
とする。健康者をボランティアとして血液、尿などの体液を採取し比較検討を行う。

西暦2016年6月3日～西暦2018年12月31日

115 28.5.31 乳腺内分泌外科 術前化学療法、原発巣手術施行後、病
理学的に腫瘍が残存している乳がん患
者を対象にした術後補助療法における
Capecitabine単独療法の検討－第Ⅲ相
比較試験－　JBCRG-C04ver3.1

術前化学療法、原発巣手術を施行後、病理学的に癌細胞の残存が確認された乳癌症例を対象
に、術後補助療法としてのCapecitabine単独療法の有効性、安全性を、Capecitabine無加療
を対照として検討する。またその際の医療経済性についても検討を実施する。

西暦2016年6月3日～西暦2019年9月30日

116 28.6.2 泌尿器科 ピラルビシン術直後単回膀胱内注入療
法の再発予防効果検討試験

目的
初発Ta,T1筋層非浸潤性膀胱癌患者を対象に、TURBT直後に行うピラルビシン(製品名：ピノ
ルビン)膀胱内注入療法の再発予防効果を前向きに検討する。また、症例背景（リスク因
子）別無再発生存期間を検討する。
主要評価項目  ：初回手術から再発までの期間（無再発生存期間）
副次評価項目　：初回手術から2 回目再発までの期間
                再発時手術から 2 回目再発までの期間
安全性（（重篤な）有害事象の発生頻度）
試験概要
(1) 初発Ta,T1筋層非浸潤性膀胱癌症例にTURBTを行い、24時間以内にピラルビシン30mgを1
回のみ膀胱内に注入する。原則として膀胱内保持時間は30分とする。
(2) 上記治療を行った後、再発した症例に対しても、もう一度同様の治療を行う。それ以降
の再発(2回目再発)に関する治療は規定しない。

西暦2016年7月14日～西暦2019年3月31日

117 28.6.2 泌尿器科 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

前立腺がんと病理組織学的に診断され，手術療法，放射線療法，内分泌療法，化学療法等が
行われている患者を対象として，患者の診断時の情報，臨床病期，初回治療内容，調査時点
での予後を調査する。病期分布と治療選択の実態を明らかにし, 診断時の情報と治療選択と
の関連を明らかにする事を目的とする。
この調査研究の結果は，日本の前立腺がんの実態を明らかにし，国際比較をする際の基礎
データになる。

西暦2016年7月14日～西暦2019年3月31日

118 28.6.28 外科 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブ
の有効性及び安全性に
関する第2相試験 Phase II study
assessing the efficacy and safety
of lenvatinib for anaplastic
thyroid cancer (HOPE) TRIHN1504

根治切除不能と判断された甲状腺未分化癌（ATC：Anaplastic Thyroid Cancer）に対するレ
ンバチニブの有効性と安全性を検討する。甲状腺未分化癌は固形癌の中でも予後が悪いとさ
れ、現在確立した治療法はない。レンバチニブは2015年3月26日に製造販売承認を得たATCに
対する適応を有する唯一の薬剤である。国内第２相試験（208試験）での11例のデータをも
とに分化癌に追加承認されたものであり、さらなるデータ集積による安全性・有効性の解析
と検討が望まれる。

西暦2016年7月14日～西暦2018年7月7日
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119 28.6.28 外科 治癒切除困難な膵癌に対する術前化学
療法として GEM/S-1 とGEM/nab-PTX を
比較するランダム化第Ⅱ相試験

膵癌は極早期から転移を伴うことが知られており，全身疾患として捉えられつつある．その
一方で根治切除出来得た症例の治療成績が良好であることから，術前に化学放射線療法また
は化学療法を行い，局所の進展を抑制して根治切除率を向上させ，一方で潜在的な転移巣を
治療することにより，全生存期間の改善が期待されている．
また一方で，今後ハイボリュームセンターへの手術症例の集約がさらに進むことが予想され
ている現代において，安全に手術待機時間を延長できる治療戦略の開発も必須であり急務と
なっている．
こうした背景から，転移抑制作用を強く含みかつ局所の制御力も十分な術前療法の開発と選
択が望まれている．GS療法(GEM/S-1療法)は，局所進展及び遠隔転移を有した症例に対する
成績から転移抑制作用を十分に含み，局所への効果も期待できる治療である．GS療法の切除
不能膵癌における3ヶ月間の病勢維持率は70-80%と概算され，GEM/nab-PTX療法では80%-90%
と概算される．今回対象とする根治切除は可能と判断される膵癌に対する3ヶ月間の病勢維
持率はより高いものであると予想されるため，GS療法・GA療法による3ヶ月以内の術前療法
施行後の根治切除率は，GS療法併用放射線療法の根治切除率80%と大きく変化することはな
いと推察される．また，遠隔転移を伴った切除不能膵癌の全生存率における効果について
は，遠隔転移に対する標準治療であったGEM単独療法と比べGS療法がハザード比0.88であ
り， GA療法は0.72と良好な成績を示しており，遠隔転移に対しても十分に効果が期待でき
ることが推察される．
以上からGS療法およびGA療法による術前療法は，少なくとも安全に術前待機時間を延長した
うえで，根治切除率を向上し，転移抑制作用を十分に含まれた最適な術前治療になると考え
られる．より良い術前療法の選択のため，術前GS療法と GA療法をランダム化第Ⅱ相試験で
検討し，手術待機時間を安全に延長できるかどうか，また無増悪生存期間を延ばすことで全
生存期間に有望な延長をもたらすかどうかを検証することにした。

西暦2016年7月14日～西暦2023年12月31日

120 28.6.28 内科 若年１型糖尿病患者における筋肉量と
糖代謝、糖尿病合併症に関する観察研
究

2型糖尿病患者では高血糖、インスリン作用不全等により筋肉量が低下することが知られて
いる。特に骨格筋はインスリンによるブドウ糖取り込みの最大の標的臓器であることから、
骨格筋量の低下はインスリン感受性の低下により糖代謝を悪化させる。さらに、近年、骨格
筋からは様々な骨格筋由来蛋白（マイオカイン）が分泌され、これらが糖代謝機能に関わる
ことも明らかとされつつある。したがって、2型糖尿病患者における骨格筋量と糖代謝には
密接な関連があると言える。しかし、インスリン分泌の枯渇した若年発症1型糖尿病患者に
おける骨格筋量の検討はほとんど行われておらず、さらに糖代謝や合併症との関連も不明で
ある。
そこで、本研究では、大阪糖尿病協会顧問医会主催で大阪大学医学部附属病院および大阪警
察病院に於いて毎年実施されている若年1型糖尿病健診（以下「若年1型糖尿病健診」と呼
ぶ）の受診者を対象とし、骨格筋量と糖・代謝、糖尿病合併症との関連を明らかにすること
を目的として研究を行う。

西暦2016年7月14日～西暦2018年12月31日

121 28.7.26 救命救急科 日本外傷データバンクへの参加につい
て

日本外傷データバンクとは、わが国の外傷診療におけるプロセスとアウトカムの情報を収集
分析し、共有する学術的症例登録システムである。外傷診療に携わる全ての医療施設が、日
本外傷データバンクに参加し、その情報を活用することにより、外傷診療の質の向上を図る
ことを目的とされており、特定非営利活動法人日本外傷診療研究機構が運営する。救命救急
センターを運営し、外傷診療を担う大阪警察病院は、外傷患者を専門に扱う施設として、日
本外傷データバンクに参加する。

西暦2016年8月10日～西暦2021年3月31日

122 28.7.26 乳腺内分泌外科 Stage I～ⅢA乳癌切除症例における臨
床病理学的因子の測定研究
（N･SAS-BC 01/CUBC測定研究）

N･SAS-BC 01試験およびCUBC試験に登録された症例の手術摘出腫瘍組織のパラフィン包埋病
理標本を用い、下記を評価することを目的とする。
1) 臨床病理学的因子と診療情報（予後情報）との関連性を解析することにより、Stage I～
IIIA乳癌切除症例における、術後療法としてのCMFおよびUFTのIHC-intrinsic subtype別の
効果ならびに、腫瘍浸潤リンパ球の程度と予後および治療効果の関連性を評価する。
2) 病理学的悪性度の中央判定を行うことにより、N･SAS-BC 01試験実施の際に策定した判定
基準「NSASグレーディングシステム」の再評価を行う。

西暦2016年8月10日～西暦2017年11月30日

123 28.7.26 外科 根治切除可能な漿膜浸潤を伴う胃癌に
対する周術期化学療法（TS-1、パクリ
タキセル経静脈・腹腔内投与併用療
法）第Ⅱ相試験

根治切除可能な明らかな漿膜浸潤を伴う胃癌を対象として、周術期化学療法（TS-1、パクリ
タキセル経静脈・腹腔内投与併用療法）の有用性評価のための第Ⅲ相試験の準備として,同
療法の安全性を検討する。
主要評価項目：治療完遂率
副次評価項目：安全性(有害事象ならびに術後合併症の発現頻度)、全生存期間、奏効率

西暦2016年8月10日～西暦2022年1月31日
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124 28.7.26 外科 分化型甲状腺癌を対象としたレンバチ
ニブの治療効果探索のためのコホート
研究（COLLECT試験）

根治切除不能な分化型甲状腺癌（DTC）に対する新規分子標的薬レンバチニブの全生存期間
（OS）をエンドポイントとした前向き観察研究であり、長期の薬剤コントロールがOSに寄与
するかどうかを今回の臨床研究において調査する。加えて、比較的生命予後の長いDTCの病
態に鑑みQOLについても検討する。

西暦2016年8月10日～西暦2020年6月30日

125 28.7.26 内科 高齢糖尿病患者におけるサルコペニ
ア、認知機能に関する観察研究

本邦では高齢化が急速に進み、2015年の総務省推計では65歳以上の高齢者は3384万人で全人
口の26.7％を占め、2060年にはその割合は約40％に達すると推定されている。高齢者では老
年症候群（加齢に伴う心身機能の衰えによって現れる身体的、精神的諸症状、疾患で、サル
コペニア、フレイル、認知症、排尿障害、誤嚥など多岐にわたる）を合併しやすいが、なか
でもサルコペニア（筋量と筋力の進行性かつ全身性の低下に特徴づけられる症候群）、認知
症はADLの低下や健康寿命の短縮に関わる主たる原因疾患にもなることから近年高い注目を
集めている。また、サルコペニアと認知症は連鎖し、各々が互いの増悪因子となる相互関係
にあることも近年の研究により明らかとされている。さらに、骨格筋からは様々なマイオカ
イン（骨格筋由来蛋白）が分泌されているが、これらの一部が糖代謝のみならず認知機能に
も影響を及ぼししている可能性も推定されている。
一方、本邦の生活習慣病の代表疾患である糖尿病患者はここ15年で約1.5倍に増加し、2012
年の国民健康・栄養調査では950万人にのぼると推計されている。なかでも、高齢者糖尿病
の増加は著しく、糖尿病患者における高齢者の割合は入院患者で74.1%、外来患者で62.2％
と推計されている。また、糖尿病患者では高血糖、インスリン作用不全等による機序により
サルコペニアと認知症の発症リスクが非糖尿病患者よりも高いことも明らかとされている。
さらに、サルコペニアと認知症はいずれもが糖尿病患者の血糖コントロールの悪化要因とも
なることから、高齢糖尿病患者におけるサルコペニアや認知症の合併はADLの低下や健康寿
命短縮以外にも血管合併症の進展の観点からも極めて重大な問題である。しかし、本邦にお
ける高齢糖尿病患者でのサルコペニアの頻度、認知機能障害の有無や程度、これらの相互関
係、リスク因子、糖尿病血管合併症（網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化）との関連は明ら
かではない。
そこで、本研究では、当院に糖尿病診療の目的にて入院した高齢糖尿病患者（65歳以上）を
対象とし、サルコペニアの有無、認知機能を評価し、サルコペニアの頻度、認知機能障害の
有無や程度、これらの相互関係、リスク因子、糖尿病血管合併症との関連を明らかとするこ
とを目的として研究を行う。

西暦2016年8月10日～西暦2018年12月31日

126 28.7.26 心臓血管外科 ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフト
システム使用成績調査

・販売名：ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム
・一般名：大動脈用ステントグラフト

　ゴア®CTAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム（以下、「本品」という。）の新規適応
である合併症を伴う急性期Stanford B型大動脈解離、及び外傷性胸部大動脈損傷の市販後の
使用実態における有効性及び安全性を確認するため、使用成績調査を実施する。観察期間は
本品留置後5年間とする。
　調査方法は中央登録方式とし、調査担当医師は本品を使用した調査の対象となる患者につ
いて「ゴア®CTAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム使用成績調査票」（以下「調査票」
という。）に必要な事項を記入する。
また、本使用成績調査の契約完了以前に本品を使用した患者についても本調査の対象とす
る。（レトロ調査）

西暦2016年8月10日～西暦2023年6月30日

127 28.7.26 事務部 がん診療均てん化のための臨床情報
データベース構築と活用に関する研究

院内がん登録とDPCデータから診療実態の記述を行い、がん医療の均てん化の評価を行うた
めの標準実施率の算定と施設毎のフィードバックを行う。その過程で構築された院内がん登
録－DPCリンケージデータベースの活用方法について、臓器がん登録との連携可能性の検討
や、広い範囲での研究利用の準備としての、個人秘匿性の評価研究を行う。

西暦2016年8月10日～西暦2019年6月30日

128 28.8.1 整形外科 モジュラーネック型人工股関節システ
ムの安全性及び機能性評価

製品名：PROFEMUR人工股関節システム、チェンジャブルネック、Adler人工股関節システム
（MODULA人工股関節システム）
当該人工股関節システムは患者個々における至適な前捻角、オフセット長、脚長等の股関節
機能再建に有用とされているが本邦の対象患者にも広く適合し且つ優れた臨床成績を得られ
るかを評価するために臨床データの収集及び解析を行い、その有用性・安全性に関する調査
を行う。

西暦2016年9月8日～西暦2019年3月31日

倫理審査申請状況一覧 2017/6/23



129 28.8.1 循環器内科 持続性心房細動症例に対して追加通電
の有無が心房細動再発に及ぼす影響に
関する研究-多施設共同前向き無作為割
り付け非劣性試験（有害事象）

持続性心房細動（AF）に対するカテーテルアブレーションが有効であることが報告されてい
るが、心房細動の再発が問題となる。そのため持続性AFに対するカテーテルアブレーション
においては、肺静脈隔離術を主とする基本手技だけでは良い治療成績が得られないという考
え方から、心房全体に拡大した基質に対する追加通電（線状焼灼、Complex Fractionated
Atrial Electrograms (CFAE) ablation等）を行うことが推奨されてきた。しかし、2015年
になってこの経験的追加通電の優位性を示そうとした初めての大規模無作為化試験で、予想
に反してこれら経験的追加通電の優位性は示されず、追加通電は成績向上に有効ではない可
能性を示唆するものであった。
　そこで本試験では、肺静脈隔離術焼灼術を主とした基本手技のみの群と基本手技と追加通
電を行った群で心房細動非再発率が劣らないこと検討することを主目的とした。また、今回
は心房細動のトリガーの有無・起源がカテーテルアブレーションの成績に与える影響を副次
的に検討することとした。

西暦2016年8月10日～西暦2019年3月31日

130 28.8.30 外科 直腸がん手術におけるdiverting loop
ileostomyの前向き観察研究

直腸がん手術におけるDiverting loop ileostomy造設術において、Diverting loop
ileostomyの向きと合併症発生率の関連性について検討する。
主目的： diverting loop ileostomy造設の向きと腸閉塞の発生率。
二次目的：
①絶食期間、術後経口摂取開始までの期間、経鼻チューブ挿入期間、経回腸瘻チューブ挿入
期間、腸閉塞手術の必要性の有無
②SSIの発生率、ストーマ関連合併症の有無、その他の術後合併症
③縫合不全発症率
④手術時間、術中出血量
ストーマ関連合併症とは、傍ストーマヘルニア、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、ストーマ壊
死、ストーマ粘膜皮膚離開、ストーマ周囲皮膚障害などを指す。
⑤閉鎖術後の合併症

西暦2016年9月8日～西暦2018年9月1日

131 28.8.30 外科 経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例
に対するmFOLFOX6＋パクリタキセル腹
腔内投与併用療法の探索的臨床試験

経口摂取困難な腹膜播種陽性胃癌症例を対象として、mFOLFOX6＋パクリタキセル腹腔内投与
(IP PTX) 併用療法を施行し、安全性と有効性を評価する。
主要評価項目 1年全生存割合
副次評価項目　無増悪生存期間、治療成功期間、奏効割合、腹水細胞診陰性化割合　有害事
象発現状況

西暦2016年9月8日～西暦2019年1月1日

132 28.8.30 消化器内科 無症候性自己免疫性膵炎に対する少量
ステロイド投与の膵機能面から見た有
用性の検討

自己免疫性膵炎（以下、AIP）は、ステロイド治療に良好に反応し、画像診断上、びまん性
膵腫大や膵管の不整な狭細像を特徴とする膵の炎症性疾患である。本邦では2013年に日本膵
臓学会よりAIP診療ガイドラインが作成され、一般的なステロイド初期投与量や治療期間、
治療導入後の寛解率やステロイド減量・中止に伴う再燃率などが示されている。しかし、ス
テロイド早期治療介入が膵機能、膵石・癌の発生など長期予後にどのような影響を与えるか
は未だ明らかとはなっていない。
実臨床においてステロイド治療はAIP患者全例に行われているのではなく、症状を伴わない
AIP症例は経過観察となることが少なくない。しかし、多くの症例で診断時にすでに膵機能
低下が認められることやステロイド治療を行わずに経過観察した症例では経時的に膵機能が
低下することも報告されている。一方で、ステロイド治療による膵機能が改善することも報
告されており、早期のステロイド介入により慢性炎症に伴う膵機能低下の予防および膵予後
の改善が期待される。
今回我々は、臨床症状を伴わないAIP症例に対して少量ステロイド投与を行い、膵機能検査
値の変化や治療導入による寛解率などを前向きに検討し、早期ステロイド投与の有用性につ
いて明らかにすることを目的とする。

西暦2016年9月8日～西暦2020年12月31日

133 28.8.30 消化器内科 無症候性自己免疫性膵炎における膵
内・外分泌機能の臨床経過の解明を目
的とした多施設前向き観察研究

　自己免疫性膵炎（以下、AIP）は、ステロイド治療に良好に反応し、びまん性膵腫大や膵
管の不整な狭細像を特徴とする膵の炎症性疾患である。膵での炎症が持続することにより膵
腺房細胞やランゲルハンス島に影響を及ぼし、膵内・外分泌機能が低下し、最終的には慢性
膵炎へと移行すると考えられている。しかし、AIPにおいて、膵内・外分泌機能の経時的な
変化について前向きに検討した報告はない。今回我々は、無症候性AIP症例の膵内・外分泌
機能を経時的に評価し、膵機能面から見たAIPの臨床経過のついて明らかにすることを目的
とする。

西暦2016年9月8日～西暦2020年12月31日

134 28.8.30 消化器内科 炎症性腸疾患患者に対するヘリコバク
ター・ピロリ除菌の安全性に関する後
方視的検討

炎症性腸疾患患者におけるヘリコバクター・ピロリ除菌治療が、炎症性腸疾患患者の疾患経
過におよぼす影響について、多施設共同での後方視的観察研究を行う。

西暦2016年9月8日～西暦2017年9月30日
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135 28.8.30 消化器内科 既存情報集積による自己免疫性肝疾患
の臨床経過に関わる因子の解析：多施
設共同研究

本研究では、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、IgG4関連硬化性
胆管炎など自己免疫性肝疾患症例の臨床情報を多施設から集積し、その臨床経過に関わる因
子を明らかにすることを目的とする。具体的には大阪大学と関連施設において上記疾患と診
断された既存症例を対象に、経時的な血液検査データ・病理検査結果、治療薬の種類・量・
使用期間、治療反応性等の臨床情報を大阪大学で集積し、軽快・再燃等の疾患活動性に関与
する因子につき解析する。

西暦2016年9月8日～西暦2017年12月31日

136 28.8.30 呼吸器外科 全国肺癌登録調査：2010年肺癌手術症
例に対する登録研究

目的：2010年の肺癌手術症例の外科的治療成績の把握
概要：多施設共同後ろ向き登録研究

西暦2016年9月26日～西暦2018年3月31日

137 28.8.30 整形外科 人工股関節セラミック骨頭「BIOCERAM
AZUL」ヘッドの製造後販売調査

人工股関節セラミック骨頭「BIOCERAM AZULヘッド」について、適用症例や手術手技、長期
（～24ヵ月）にわたる臨床成績等に関する詳細調査を実施し、その結果を基に当該製品の適
正使用上および臨床使用上の安全性を評価する。

西暦2016年9月26日～西暦2017年9月30日

138 28.9.27 外科 消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）のガイド
ライン遵守割合に関する研究

「ハイリスク消化管間質腫瘍（GIST）に対する完全切除後の治療に関する研究」（以下、
STAR ReGISTry）に登録された症例について、日常診療でのGIST診療ガイドライン (GIST診
療ガイドライン 2014年4月改訂(第3版) 日本癌治療学会、日本胃癌学会、GIST研究会 編集)
の遵守状況を評価する。後ろ向きコホート研究。

西暦2016年10月13日～西暦2019年3月31日

139 28.9.27 外科 症例登録システムを用いた腹腔鏡下肝
切除術の安全性に関する検討
～前向き多施設共同研究～

症例登録システムを用いて腹腔鏡下肝切除術の安全性を多施設共同研究により評価する。 西暦2016年10月13日～西暦2020年3月31日

140 28.9.27 消化器内科 胃内視鏡的粘膜下層剥離術後出血ハイ
リスク群におけるカリウムイオン競合
型酸分泌抑制剤の出血抑制効果(多施設
共同前向き試験)

胃内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)は早期胃癌に対する標準治療の一つとして広く行われてい
る。後出血は、胃ESDにおける重篤な偶発症の一つであり、内視鏡的技術やデバイスの進歩
にもかかわらず、一定の頻度で発生する。既存の制酸剤投与下において、後出血の発生頻度
は5%程度とされているが、抗血小板剤や抗凝固剤を内服している患者については、20-30%と
高率であり、喫緊の課題となっている。本試験において、新規制酸剤カリウムイオン競合型
酸分泌抑制剤(P-CAB)の胃ESD術後出血に対する抑制効果につき、多施設共同前向き介入試験
（単群試験）を行う。

西暦2016年10月13日～西暦2018年12月31日

141 28.9.27 消化器内科 活動期潰瘍性大腸炎患者に対する 5-ア
ミノサリチル酸製剤（ASA）内服増量時
5-ASA 坐剤併用の有無に関するランダ
ム化比較試験

潰瘍性大腸炎(UC)は慢性・再発性に大腸を中心に炎症を引き起こす難治性疾患で、厚生労働
省の指定難病にも認定されている。5-アミノサリチル酸(ASA)製剤は UC の薬剤治療におい
て中心的役割を果たしている Key drug であり、副作用が少ないこと、単剤で寛解導入・寛
解維持に用いることができる利点があることから広く用いられている。寛解導入後、維持量
（3.0g/日以下）の 5-ASA 内服で維持療法施行中の UC 患者が増悪した場合、5-ASAの増量
により再導入をはかるが、内服増量だけでは寛解に至らないケースもあり、大阪大学関連施
設における後ろ向き検討の中間報告では、5-ASA 高用量（3.6g 以上）を継続している 231
例中において、実に 62 例(26.8％)が寛解状態に至らず疾患の活動性を有している。5-ASA
増量で寛解に至らなかった場合、標準診療ではステロイド等の併用が考慮されるが、いずれ
も免疫抑制作用を持つことから、重症感染症やサイトメガロウイルス腸炎の再活性化など重
篤な副作用が懸念される。一方で、遠位結腸型 UC に対する5-ASA 注腸療法の経口薬に加え
た上乗せ効果が示されているが、注腸薬の届かない全大腸炎型 UC については詳細な検討が
ない。同様に 5-ASA 坐剤についても、薬剤の届く直腸炎型のみに使用されているのが現状
であり、しかし近年、5—ASA 坐薬の投与により全大腸炎型の UC も改善するという報告がな
され、高濃度の薬剤が直腸に留まることが全大腸の炎症改善に寄与している可能性があると
同時に、注腸より坐薬の方が投薬コンプライアンスも高く、経口薬増量との上乗せ効果が期
待できる。しかしながら、5−ASA経口薬増量に坐薬を併用した場合の上乗せ効果は報告が無
く、その有用性は示されていない。このような背景から、坐薬追加の有用性を証明するため
には坐薬非追加群と追加群の２群にランダム化して、その有用性を比較検討する必要がある
と考え、今回 UC 増悪症例に対して、5-ASA 内服増量に 5-ASA 坐剤を追加した場合の上乗
せ効果について、その有用性につき検討する。

西暦2016年10月13日～西暦2018年12月31日

142 28.9.27 外科 進行・再発難治性甲状腺癌に対する分
子標的治療薬の使用経験

2013年以降当院で使用した進行・再発難治性甲状腺癌における分子標的治療薬（TKI）の有
用性について臨床病理学的に後ろ向きに検討する。

西暦2016年10月13日～西暦2018年12月31日

143 28.9.27 外科 膵頭十二指腸切除後前後壁切開大陥入
膵胃吻合再建の安全確実性

当院で実施した膵頭十二指腸切除後前後壁切開大陥入膵胃吻合再建の安全確実性について臨
床病理学的に後ろ向きに検討する。

西暦2016年10月13日～西暦2018年12月31日
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144 28.9.27 外科 甲状腺未分化癌に対するEP+EBRTの治療
効果

1995年以降当科で経験した甲状腺未分化癌におけるEP+RTの有用性について臨床病理学的に
後ろ向きに検討する。

西暦2016年10月13日～西暦2018年12月31日

145 28.10.26 消化器外科 腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の
胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静
脈・腹腔内併用療法の臨床研究

腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌症例を対象として、S-1＋パクリタキセル経静
脈・腹腔内併用療法の安全性と有効性を評価する。対象：腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽
性の胃癌症例
主評価項目：有害事象発現状況
副次評価項目：全生存期間、奏効割合、腹水細胞診陰性化割合

西暦2016年11月9日～西暦2017年10月31日

146 28.10.26 糖尿病・内分
泌内科

トホグリフロジンによる糖尿病大血管
症の進展抑制効果の検討
Using TOfogliflozin for Possible
better Intervention again-st
Atherosclerosis for Type 2 Diabates
Patients;UTOPIA

目的：本研究では、SGLT2阻害薬を投与しないコントロール群を対
照とし、実臨床における選択的SGLT2阻害薬（トホグリフロジン
水和物）を用いた血糖降下療法が動脈硬化進展に及ぼす影響を評価
する。心血管イベントのサロゲートマーカーである頸動脈内膜中膜
複合体肥厚（IMT）を測定し、動脈硬化進展抑制効果の比較検討を
行う。併せて、心血管機能や血液バイオマーカーに及ぼす影響につ
いても検討を行うことを目的とする。
 
研究の種類：侵襲及び介入を伴う研究
品名：デベルザ®錠、アプルウェイ®錠
一般名：トホグリフロジン水和物錠

西暦2016年11月9日～西暦2019年9月30日

147 28.10.26 糖尿病・内分
泌内科

高齢糖尿病患者におけるサルコペニ
ア、認知機能に関する観察研究

本邦では高齢化が急速に進み、2015年の総務省推計では65歳以上の高齢者は3384万人で全人
口の26.7％を占め、2060年にはその割合は約40％に達すると推定されている。高齢者では老
年症候群（加齢に伴う心身機能の衰えによって現れる身体的、精神的諸症状、疾患で、サル
コペニア、フレイル、認知症、排尿障害、誤嚥など多岐にわたる）を合併しやすいが、なか
でもサルコペニア（筋量と筋力の進行性かつ全身性の低下に特徴づけられる症候群）、認知
症はADLの低下や健康寿命の短縮に関わる主たる原因疾患にもなることから近年高い注目を
集めている。また、サルコペニアと認知症は連鎖し、各々が互いの増悪因子となる相互関係
にあることも近年の研究により明らかとされている。さらに、骨格筋からは様々なマイオカ
イン（骨格筋由来蛋白）が分泌されているが、これらの一部が糖代謝のみならず認知機能に
も影響を及ぼししている可能性も推定されている。
一方、本邦の生活習慣病の代表疾患である糖尿病患者はここ15年で約1.5倍に増加し、2012
年の国民健康・栄養調査では950万人にのぼると推計されている。なかでも、高齢者糖尿病
の増加は著しく、糖尿病患者における高齢者の割合は入院患者で74.1%、外来患者で62.2％
と推計されている。また、糖尿病患者では高血糖、インスリン作用不全等による機序により
サルコペニアと認知症の発症リスクが非糖尿病患者よりも高いことも明らかとされている。
さらに、サルコペニアと認知症はいずれもが糖尿病患者の血糖コントロールの悪化要因とも
なることから、高齢糖尿病患者におけるサルコペニアや認知症の合併はADLの低下や健康寿
命短縮以外にも血管合併症の進展の観点からも極めて重大な問題である。しかし、本邦にお
ける高齢糖尿病患者でのサルコペニアの頻度、認知機能障害の有無や程度、これらの相互関
係、リスク因子、糖尿病血管合併症（網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化）との関連は明ら
かではない。
そこで、本研究では、当院に糖尿病診療の目的にて入院した高齢糖尿病患者（65歳以上）を
対象とし、サルコペニアの有無、認知機能を評価し、サルコペニアの頻度、認知機能障害の
有無や程度、これらの相互関係、リスク因子、糖尿病血管合併症との関連を明らかとするこ
とを目的として研究を行う。

西暦2016年11月9日～西暦2018年12月31日
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148 28.11.29 消化器外科 消化器癌におけるFGFR2、HER2の蛋白質
発現状況の調査を目的とした多施設共
同研究　―企業主導臨床研究―（第一
三共株式会社）

【主要目的】
胃癌、胃食道接合部癌、及び大腸癌の被験者の腫瘍組織検体を用いて、FGFR2、HER2の蛋白
質発現状況を調査し、被験者の背景と蛋白質発現状況の関連を検討する。
【副次目的】
腫瘍組織検体で上記蛋白質の発現が確認された被験者に対し、第一三共株式会社が実施して
いる該当蛋白質を標的とする治療薬の治験を紹介し、当該研究が各治験の被験者候補を探す
手段として活用できるかを検討する。
【採取および提出】
本研究への参加の同意を取得する以前に手術、内視鏡、針生検等で採取され、ホルマリン固
定パラフィン包埋ブロックの状態で保存されていた腫瘍組織を4 μmの厚さで薄切して作製
した未染スライド4枚（薄切後4週間以内）を中央検査機関に提出する。

西暦2016年12月8日～西暦2018年8月31日

149 28.11.29 心臓血管外科 ゴア®
CTAG胸部大動脈ステントグラフ

トシステム使用成績調査

・販売名：ゴア®CTAG胸部大動脈ステントグラフトシステム
・一般名：大動脈用ステントグラフト

　ゴア®CTAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム（以下、「本品」という。）の新規適応
である合併症を伴う急性期Stanford B型大動脈解離、及び外傷性胸部大動脈損傷の市販後の
使用実態における有効性及び安全性を確認するため、使用成績調査を実施する。観察期間は
本品留置後5年間とする。
　調査方法は中央登録方式とし、調査担当医師は本品を使用した調査の対象となる患者につ
いて「ゴア®CTAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム使用成績調査票」（以下「調査票」
という。）に必要な事項を記入する。
また、本使用成績調査の契約完了以前に本品を使用した患者についても本調査の対象とす
る。（レトロ調査）

西暦2016年12月8日～西暦2023年6月30日

150 28.11.29 呼吸器外科 臨床病期N2ⅢA期非小細胞肺癌に対する
手術先行治療の多施設共同後方視的観
察研究

目的：近年の臨床病期N2ⅢA期非小細胞肺癌に対する手術先行治療例を多施設共同で後ろ向
きに集積・解析することで手術先行治療の意義を明らかにする。
概要：西暦2006年1月1日から西暦2013年12月31日までに大阪大学呼吸器外科関連施設臨床試
験グループ（TSSGO）に参加する施設において臨床病期N2ⅢA期非小細胞肺癌に対し肺葉切除
以上＋選択的縦隔リンパ節廓清以上を施行した手術先行治療症例を対象とする。

西暦2016年12月8日～西暦2018年12月31日

151 28.11.29 消化器外科 胃切除例におけるピロリ菌感染率およ
び自然除菌率の前向き研究

R0切除可能と判断される胃癌患者における、ピロリ菌感染率およびその自然除菌率について
の現状ならびにピロリ菌感染の有無と予後との関連性を調査する。
Primary endpoint：ピロリ菌陽性患者の術後1年での自然除菌率
Secondary endpoint：術前のピロリ菌陽性率、全生存期間、無再発生存期間、除菌後経過期
間（除菌歴ありの場合）
付随研究）
胃癌における、免疫チェックポイント分子、ミスマッチ修復因子、および制御性T細胞マー
カーの発現と、ピロリ菌感染の有無および予後との関連性について検討する。

西暦2016年12月8日～西暦2017年12月31日

152 28.11.29 消化器外科 StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1
術後補助化学療法の予後予測因子およ
び副作用発現の危険因子についての探
索的研究

「StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel 併用療法と
TS-1 単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験（JACCRO GC-07）」（以下、JACCRO GC-07とい
う。）に登録された症例の治療開始前臨床検査値等の背景因子および投与薬剤の製剤情報を
用いて下記検討を行い、最終的に予測モデルを構築する。
（1） TS-1 を含む術後補助化学療法の予後予測因子
（2） TS-1 を含む術後補助化学療法の副作用発現の危険因子
（3） TS-1 を含む術後補助化学療法の投与継続性に影響する因子
目標症例数　880例

西暦2016年12月8日～西暦2022年12月31日

153 28.12.9 乳腺内分泌外科 ホルモン陽性HER2陰性転移・再発乳癌
を対象としたパクリタキセル+ベバシズ
マブ導入化学療法後のホルモン維持療
法とホルモン療法+カペシタビン併用維
持療法の無作為化第Ⅱ相臨床試験
（ver1.4）

ホルモン陽性HER2陰性転移・再発乳癌を対象とし、パクリタキセル+ベバシズマブ導入化
学療法後のホルモン維持療法とホルモン療法+カペシタビン併用維持療法の有効性・安全性
を検討する。更に、維持療法で病勢増悪後のパクリタキセル+ベバシズマブ再導入療法の有
効性・安全性を検討する。

西暦2017年1月31日～西暦2019年3月31日
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154 28.12.9 乳腺内分泌外科 初回化学療法開始時に内臓転移を有す
るHER2陰性進行・再発乳癌患者におけ
るエリブリンの有効性に関する検討

初回化学療法開始時に内臓転移を有するHER2陰性進行・再発乳癌患者におけるエリブリン
（ハラヴェンR）の有効性に関する検討。

西暦2017年1月31日～西暦2018年3月31日

155 28.12.27 消化器外科 胃癌術前ステロイド投与の有効性と安
全性を検証する試験

cStageⅡ-Ⅲ胃癌の手術症例を対象に、術前ステロイド投与の有効性と安全性を評価するこ
と。（ランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験）
主評価項目　第II相部分　：術後CRP最高値
第III相部分　無再発生存期間(RFS)
副次評価項目　全生存期間(OS)　術後在院日数、術後合併症の発生割合、血中サイトカイン
濃度

西暦2017年1月31日～西暦2022年6月30日

156 28.12.27 消化器外科 下部消化管手術における筋膜閉鎖法に
ついての前向き観察研究（抗菌糸と非
抗菌糸の比較）

本研究は、下部消化管手術における抗菌糸の有用性について、糸の種類とSSI発生率の関連
性について検討する。
主目的：手術創感染の発生率
二次目的：
①創感染以外の手術創部合併症の有無
②術後在院日数

西暦2017年1月31日～西暦2018年12月1日

157 28.12.27 心臓血管外科  吸収性体内固定用ピン「グランド
フィックス」の臨床使用実態調査

心臓血管外科においてグランドフィックスを併用した閉胸法の臨床データを収集する。 西暦2017年1月31日～西暦2018年1月31日

158 28.12.27 消化器外科 5-アミノレブリン酸(ALA)の尿中代謝産
物を用いた胃癌腫瘍マーカーの検討
ver2.1

進行胃癌患者を対象に、腫瘍切除前後の尿中ALA代謝産物の変化を測定し、胃癌腫瘍マー
カー（存在診断、再発予測）としての尿中ALA代謝産物の有用性を検討する。さらに尿ALA代
謝産物濃度の簡易測定法の開発を行う。
進行胃癌患者で腫瘍切除前後の尿中ALA代謝産物の変化を確認できた場合、健常者の尿中ALA
代謝産物を付随研究として行う。
本試験は当院とSBIファーマ株式会社との共同研究で行う。

西暦2017年1月31日～西暦2021年9月30日

159 28.12.27 消化器外科 胃癌患者における次世代型末梢循環癌
細胞検出法（F35テロメスキャン）を応
用した腹水浮遊癌細胞の検出と腹膜再
発の予測 ver2.1

進行胃癌の再発の半分は腹膜転移再発であり、その予測は治療戦略の上で重要である。われ
われは、新規測定法F35テロメスキャンシステムを用いて進行胃がん患者の腹水中の生きた
浮遊腫瘍細胞(Floating tumor cell: FTC: FTC)の検出法を確立し、腹水細胞診との相違、
予後への関与などFTCの真の臨床的意義を探求することを目的としている。

主要評価項目
F35テロメスキャンによるFTC陽性かつ腹水細胞診陰性の出現率

　副次評価項目
腹水細胞診、細胞診に対するF35テロメスキャンの感度・特異度、腫瘍マーカー、抗腫瘍効
果、組織学的効果、腹膜転移再発率、無再発生存期間（RFS）、全生存期間（OS）

付随研究
末梢循環腫瘍細胞(Circulating tumor cell: CTC)を測定することにより、再発・予後、FTC
との関連を検討する。

西暦2017年1月31日～西暦2017年11月30日
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160 28.12.27 循環器内科 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症
性心房細動患者におけるリバーロキサ
バン単剤療法に関する臨床研究（AFIRE
Study）

【研究の目的】
安定型冠動脈疾患（coronary artery diseases: CAD）を合併する非弁膜症性心房細動
（non-valvular atrial fibrillation: NVAF）患者におけるリバーロキサバン単剤療法の有
効性および安全性をリバーロキサバンと抗血小板薬単剤併用療法と比較検討する。
リバーロキサバン単剤療法の有効性については、リバーロキサバンと抗血小板薬単剤併用療
法に対する心血管イベントまたは総死亡の複合エンドポイント発生率について非劣性を検証
する。また、安全性については、重大な出血性合併症発現率について優越性を検証する。
【研究薬品の名称 (一般名 / 商品名)】
・リバーロキサバン / イグザレルト錠
・アスピリン / バイアスピリン錠・クロピドグレル硫酸塩 / プラビックス錠
・プラスグレル塩酸塩 / エフィエント錠
【研究計画書の変更のため変更申請】

西暦2017年1月31日～西暦2017年12月31日

161 28.12.27 心臓血管外科 日本低侵襲心臓手術学会データベース
の構築
(J-MICS-DBへのオンライン症例登録)

これまで一般的な日本における心臓血管外科の手術データは日本成人心臓血管外科手術デー
タベース（JACVSD）にて収集されているが、昨今症例数が増加している低侵襲心臓外科手術
(MICS手術)についての詳細な全国規模の研究はなされていない。本研究では、日本低侵襲心
臓手術学会が主導し、JACVSDの情報に加味して、MICS手術の低侵襲性に関する項目と手術遠
遠隔期の経過に関する情報を調査して全国規模のデータベース化することにより、日本の低
侵襲心臓手術治療、ひいては循環器病学の進歩に寄与することを目的としている。
概要：JACVSDと共有した診断名・既往手術名等の既存の周術期データに加えて、低侵襲心臓
外科手術に関連する独自の項目や、手術遠隔期の経過に関する情報項目を、インターネット
を介して全国のMICS手術を行っている施設から収集し、統計解析を行う（入力項目の一覧を
添付）。解析結果は、全国の集計と各施設の成績の報告書をそれぞれの施設にフィードバッ
クする。

西暦2017年1月31日～西暦2021年12月31日

162 28.12.27 救命救急科 日本熱傷学会「熱傷入院患者レジスト
リー」への症例登録事業に対する倫理
審査

一般社団法人日本熱傷学会(以下日本熱傷学会)が指定する医療施設(熱傷専門医認定研修施
設またはそれに準じる施設)に入院した熱傷患者を対象とし、その診療情報をインターネッ
トを介して収集し、調査･分析する。当院においては、2016年4月1日以降に入院した熱傷患
者を登録する。日本熱傷学会は、登録されたデータを用いて、本邦における熱傷入院患者の
重症度、部位、症例数、手術治療および転帰について集計し、経年変化および地域格差、予
後因子の解析などの基本的な調査を定期的に行い、本邦における熱傷診療の全体像を明らか
にするとともに診療情報を分析し、熱傷診療の質の向上を図る。

西暦2017年1月31日～西暦2021年3月31日

163 29.1.31 呼吸器内科 胸部悪性疾患における免疫状態および
薬物治療による免疫状態の変動を明ら
かにするための前向き観察研究

胸部悪性疾患患者の腫瘍局所および末梢血における種々の免疫担当細胞や免疫担当因子を生
体外で解析し、免疫状態のプロファイリングを行う。また、免疫チェックポイント阻害剤、
分子標的薬、殺細胞性化学療法などの薬物治療に関連した免疫状態の変動について解明す
る。免疫チェックポイント阻害剤使用例においては、治療効果予測因子の検索および、治療
至適期間についても検討を行う。 また、副次的に、免疫状態と臨床病理学的特徴、分子生
物学的特徴、治療効果や有害事象、予後との関連についても検討する。

西暦2017年2月10日～西暦2021年3月31日

164 29.1.31 循環器内科 高血圧を伴う左室拡張機能低下を有す
る心不全症例を対象としたアジルサル
タンの左室拡張機能改善効果の探索的
検討

高血圧を合併した左室拡張機能障害を有する心不全患者を対象として、アジルサルタン投与
前後の左室拡張機能の変化について、カンデサルタン投与群を対照として、多施設共同、無
作為化、試験実施者・被験者非盲検、評価者盲検、実薬対照、並行群間比較、臨床試験にて
探索的に検討を行う。

西暦2017年2月10日～西暦2020年12月31日

165 29.1.31 消化器外科 標準化学療法施行後に病勢進行が認め
られた転移性結腸・直腸癌患者を対象
とした、Regorafenib 120mg/day療法に
関する有効性及び安全性の検討

本研究は、標準化学療法施行後に病勢進行が認められた転移性結腸・直腸癌患者を対象と
し、Regorafenib (スチバーガ®) 120mg/day療法の有効性及び安全性を検討する。
主要評価項目：病勢コントロール率（CR+PR+6週以上のSD）
副次的評価項目：全生存期間、無増悪生存期間、奏効率、安全性、服薬状況（投与継続期
間、Dose intensity等）

西暦2017年2月10日～西暦2018年2月28日
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166 29.1.31 消化器内科 Genotype1型C型慢性肝疾患に対するエ
ルバスビル・グラゾプレビル併用療法
の治療効果ならびに安全性についての
検討

Genotype1型C型慢性肝疾患の抗ウイルス療法では、NS3/4プロテアーゼ阻害剤・ペグイン
ターフェロン・リバビリン療法、アスナプレビル・ダクラタスビル療法、レジパスビル・ソ
ホスブビル療法に加えて、エルバスビル・グラゾプレビル療法が使用可能となった。エルバ
スビル・グラゾプレビル療法は、HCVの増殖に必須であるNS5AとNS3/4Aプロテアーゼを阻害
する経口HCV選択的抗ウイルス剤の併用療法で、耐性変異や腎機能障害の有無に関わらず使
用可能である。しかし、エルバスビル・グラゾプレビル療法の治療効果ならびに安全性につ
いては確立されておらず、著効例、非著効例の臨床的特徴、ウイルス学的特徴についても未
だ検討がなされていない。さらに、エルバスビル・グラゾプレビル療法の発癌抑制効果は明
らかでない。したがって、多数例での検討により、エルバスビル・グラゾプレビル療法非著
効例や、同療法治療後発癌例の特徴を明らかにする必要がある。本研究では、エルバスビ
ル・グラゾプレビル療法を行うC型慢性肝疾患患者を対象とし、同療法の治療効果、安全性
ならびに治療効果に関与する因子、耐性ウイルス変異出現状況、肝発癌抑制効果を明らかに
することを目的として、同療法が施行される患者群の治療経過、治療効果、発癌状況などを
前向きに検討する。

西暦2017年2月10日～西暦2021年12月31日

167 29.1.31 消化器内科 切除不能進行膵癌に対するゲムシタビ
ン・ナブパクリタキセル併用療法の治
療効果、有害事象および予後の予測因
子の検討

膵癌は発見時に約80%が切除不能であり、全身化学療法が切除不能膵癌に対する有用な治療
と認識されている。本邦では切除不能進行膵癌に対して、ゲムシタビン療法、TS-1療法、ゲ
ムシタビン・エルロチニブ併用療法、FOLIRINOX療法、ゲムシタビン・ナブパクリタキセル
併用療法（GEM+Nab-PTX併用療法）が日常診療で使用される。
GEM＋Nab-PTX併用療法は、2014年12月に治癒切除不能な進行膵癌に対して本邦で保険承認さ
れたが、その有効性と忍容性の点から、多くの膵癌患者の1次治療レジメンとして使用され
ている。しかしながら、本治療も含めた複数の治療の中から、どの治療を1次治療として選
択するべきかについて現時点で明確な基準はない。
本研究では、大阪大学および大阪大学関連施設においてGEM＋Nab-PTX併用療法を行った切除
不能進行膵癌患者を対象とし、治療開始前の患者背景因子、それらの治療経過中の変化率や
相対薬物強度と、治療効果、有害事象の重症度および予後との関連を後ろ向きに検討し、
GEM＋Nab-PTX併用療法における治療効果や重症有害事象の早期予測因子を明らかにすること
を目的とする。

西暦2017年2月10日～西暦2018年12月31日

168 29.1.31 呼吸器内科 早期および進行肺がんの治療前（手
術、化学療法、放射線治療）の炎症指
標・栄養指標と治療効果・予後との関
係を検討する後方視研究

大阪警察病院呼吸器センターで診療した肺癌患者を後方視的に解析して、治療前の炎症・栄
養指標と手術、化学療法、分子標的薬剤（EGFR-TKI）の効果や生命予後との関係を検証す
る。
早期および進行・再発肺がんに対して、根治的手術、緩和的放射線照射、抗癌剤化学療法の
治療前の炎症指標（好中球/リンパ球比、血小板/リンパ球比、リンパ球/単球比、Advanced
lung cancer inflammation index等）、栄養指標（Prognostic Nutrition Index、Glasgow
Prognostic Score、アルブミン/CRP比、サルコペニアの評価；CTを用いた筋肉量の評価）と
治療成績（効果や生存期間）との関係を後方視的に解析する。

西暦2017年2月10日～西暦2018年12月31日

169 29.1.31 呼吸器外科 低肺機能肺癌手術症例における術前吸
入薬の効果に関する臨床研究:多施設共
同前向き観察研究

低肺機能肺癌手術症例に対する術前吸入薬導入後の呼吸機能が、術後合併症予測因子になり
得るかを検討する目的で本研究を計画した。吸入薬によって呼吸機能が改善した場合に、良
好な手術成績が得られるかを検討する。多施設共同の前向き観察研究で介入なし。以下に研
究の背景を記す。
肺癌に対する手術は肺葉切除かつ縦隔リンパ節郭清が標準術式であるが、年齢や併存疾患等
を考慮し縮小切除が選択されることがある。慢性閉塞肺疾患Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD)を有する低呼吸機能患者は、高齢化とともに数自体も増加してい
るが、手術適応と判断され手術を行った症例の中には、術後呼吸不全や心肺合併症を来たす
症例が比較的高頻度に存在する。
「COPD診断と治療のためのガイドライン第4版」は、COPDのII期以上の重症例には長時間作
用型気管支拡張薬の定期的使用を勧めている。低肺機能の肺癌症例に対して、術前呼吸機能
の改善を目的として、術前に長時間作用型気管支拡張薬を用いることは一般的になりつつあ
るが、実際に術前の吸入薬による呼吸機能の改善が、周術期合併症や予後に与える影響は明
らかになっていない。

西暦2017年2月10日～西暦2022年3月31日
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170 29.1.31 整形外科 日本肩関節学会会員を対象とした凍結
肩に関するアンケート全国調査

1. 研究の背景・意義
最近、拘縮肩と凍結肩の定義が曖昧なまま議論されることが多い。特に二次性凍結肩の内在
性（肩関節内）、外在性（外傷等）、 全身性（糖尿病）において拘縮肩を用いる会員と凍
結肩を用いる会員がいる。日本整形外科学会用語集に拘縮肩(stiff shoulder)の掲載がない
ことも用語の混乱を招く一因となっている。そこで、日本肩関節学会では拘縮肩と凍結肩に
対するアンケート調査によって、会員の考えの概要を把握し、将来拘縮肩と凍結肩を明確に
定義することを目的とする。
2. 研究の目的
　　凍結肩に関する全国アンケート調査を、日本肩関節学会会員を対象に調査し、その内容
を英文誌に投稿し世界的に発信することである。
3. 研究デザイン
本研究はアンケート調査による横断研究である。
4. 対象者の選定方針
対象者および募集方法
日本肩関節学会会員（会員1474名）に対して、会員登録されているメールアドレスを用い
て、インターネットとメールで本研究を告知し、対象者の自由意志に基づいたアンケート調
査を行う。

西暦2017年2月10日～西暦2017年12月31日

171 29.1.31 乳腺内分泌外科 甲状腺未分化癌に対するレンバチニブ
の有効性及び安全性に
関する第2相試験 Phase II study
assessing the efficacy and safety
of lenvatinib for anaplastic
thyroid cancer (HOPE) TRIHN1504

根治切除不能と判断された甲状腺未分化癌（ATC：Anaplastic Thyroid Cancer）に対するレ
ンバチニブの有効性と安全性を検討する。甲状腺未分化癌は固形癌の中でも予後が悪いとさ
れ、現在確立した治療法はない。レンバチニブは2015年3月26日に製造販売承認を得たATCに
対する適応を有する唯一の薬剤である。国内第２相試験（208試験）での11例のデータをも
とに分化癌に追加承認されたものであり、さらなるデータ集積による安全性・有効性の解析
と検討が望まれる。

西暦2017年2月16日～西暦2018年7月7日

172 29.1.31 感染管理セン
ター

症候性サーベイランスで確定した職員
のノロウイルス胃腸炎の床背景の検討

2015年12月から2016年4月にノロウイルス胃腸炎と診断された
当院職員28名について、診断方法（迅速キットとLAMP法、便グラム染色）、感染経路、臨床
経過、症状、就業停止期間、二次感染の
有無をカルテより後方視的に解析し、早期診断するための症状、
迅速検査とLAMP法の効果的な使用法と便グラム染色の活用法、二次感染予防に効果的な要因
を明確にし、症候性サーベイランスの意義を検討する。[後向き観察研究]

西暦2017年2月10日～西暦2017年12月31日

173 29.1.31 救命救急科 PMX-DHP+CHDF療法の長時間施行が循環
動態へ及ぼす影響に関する検討

当院にて敗血症性ｼｮｯｸの患者のPMX-DHP導入に関して添付文書にある2時間の従来法ではなく
CHDFと併用した長時間法を用いている。この方法にて施行した患者の循環動態への影響につ
いての治療効果を診療情報より後ろ向きに検討する

西暦2017年2月10日～西暦2018年3月31日

174 29.1.31 手術医療セン
ター

小口径ﾊﾞｽｷｭﾗｰｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ：脱血効率とｶ
ﾃｰﾃﾙ合併症に関する検討

最近、急性血液浄化療法で用いるﾊﾞｽｷｭﾗｰｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ(VAC)で小口径のものが開発され、当院
でも採用、導入した.今回、当院で汎用してきた同ﾒｰｶｰの従来品の有用性や合併症について
診療情報により後ろ向きに検討する

西暦2017年2月10日～西暦2020年3月31日

175 29.2.28 乳腺内分泌外科 新規乳がん症例を対象にした多重遺伝
子検査「Curebest 95GC Breast」を用
いた再発予後予測と個別化医療の実施
および入手データを用いた解析を行う
ための包括同意取得

多重遺伝子検査であるCurebest 95GC Breast (以下95GC)を行い、再発予後予測と個別化医
療の実施と多種の既存の遺伝子検査法の解析を行う。入手データを用いて今後新たな診断法
の研究開発を行うことを想定し、包括同意を得る。

多重遺伝子検査法の概要
検査名：Curebest® 95GC Breast
製造元：Sysmex社
費用：約216,000円

西暦2017年3月16日～西暦2027年3月31日

176 29.2.28 消化器外科 進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術に
おける安全性の検討ver1.0

進行胃癌患者を対象として、リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下胃切除術、D2郭清の安全性を評価
する

Primary endpoint：
Clavien-Dindo分類Grade3以上の合併症発生率

西暦2017年3月16日～西暦2023年12月31日
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177 29.2.28 消化器外科 がんと静脈血栓塞栓症の臨床研究：多
施設共同前向き登録研究

本研究は，主要ながん（大腸がん，肺がん，胃がん，乳がん，婦人科がん，膵がん）の患者
を対象として，静脈血栓塞栓症（venous thromboembolism，VTE）の併発頻度，及び1年間観
察時のイベント（症候性VTEイベント，出血性イベント，脳梗塞／全身性塞栓症イベント）
発現と生存の状況，ならびにそれらの関係を明らかにすることを目的とする。また，がん患
者に対するVTE治療の実態を調査し，イベント発現との関係を明らかにする。さらに，がん
患者のイベント発現に影響するリスク因子を検討する。

西暦2017年3月16日～西暦2020年8月31日

178 29.2.28 呼吸器内科 進行・再発非小細胞肺癌患者の腸内細
菌叢とニボルマブの治療効果や有害事
象との関係についての検討（多施設共
同前向き観察研究）（関西臨床試験グ
ループ（KCOG）1615)

進行・再発非小細胞肺癌患者に対する二次標準治療の一つであるニボルマブの治療効果や有
害事象と患者の腸内細菌叢との関係を検討する
主要評価項目：ニボルマブ投与前の腸内細菌叢と、ニボルマブ治療効果の関係
副次的評価項目：ニボルマブ投与前後の腸内細菌叢の変化と治療効果や有害事象の関係、腫
瘍のPD-L1発現とニボルマブ治療効果の関係

西暦2017年3月16日～西暦2018年12月31日

179 29.2.28 心臓血管外科 弁形成リング（MEMO 3D RECHORD）の臨
床評価

弁形成リングは僧帽弁位における血液の逆流及び、流出路の狭窄に対し、
その修復を目的として使用されているが、人工腱索の再建に関しては、手技が多岐にわたっ
て行われており、対象疾患や病変部位別により使い分けが行われている。そこで、MEMO 3D
RECHORDを用いた人工腱索再建の現状と使用状況を調査する。

西暦2017年3月16日～西暦2018年9月30日

180 29.2.28 心臓血管外科 AVP4のデリバリーデバイスとの相性に
関する調査

Amplatzerバスキュラープラグ4の全サイズ（4、5、6、7、8mm）
AVP4使用時に用いられる他社性デリバリーデバイスとの相性を調査するためにAVP4の植え込
みポジション、使用した造影カテーテル、他デリバリーデバイスに用いた製品などに関する
調査項目に回答いただく

西暦2017年3月16日～西暦2017年9月30日

181 29.2.28 歯科口腔外科 下顎埋伏智歯抜歯症例の臨床統計 2016年の1年間で実施した下顎埋伏智歯抜歯症例の臨床統計を行う。年齢、性別、左右、
Pell and Gregory分類に基づいた埋伏度分類、Apex Position分類、実際に行った抜歯法に
ついて調査する。

西暦2017年3月16日～西暦2017年12月31日

182 29.2.28 消化器外科 腹部外科手術におけるアスピリン継続
投与研究

心血管疾患の予防目的でアスピリンを内服している患者を対象として、アスピリン内服を中
止せず続行したままで消化器外科手術を施行することの安全性を、アスピリン内服を中止し
て手術を施行する場合の成績を対照に比較評価（非劣性）する。

本試験は大阪大学消化器外科消化器外科共同研究会リスクマネジメント分科会主催による多
施設合同臨床研究である。

今回、バイアスピリン休薬時のヘパリン化についての注釈の追加、不適格条件の追加、代表
者・協力者の所属先変更等の改定が実施されたため、変更申請

西暦2017年3月16日～西暦2019年11月30日

183 29.2.28 消化器外科 da Vinci Si Surgical Systemを用いた
ロボット支援手術に関する臨床研究

Intuitive Surgical, inc.にて、改良された手術支援ロボット“da Vinci Si Surgical
System”の購入にあたり、内視鏡下消化器外科手術を中心に，臨床において、“da Vinci S
Surgical System”を用いた低侵襲手術の有効性、安全性を検討する

西暦2017年3月16日～西暦2019年12月31日

184 29.2.28 消化器内科 糖尿病外来における肝細胞癌発生の実
態把握

糖尿病外来における肝細胞癌の実態を調査し、糖尿病外来における肝細胞癌の高危険群の確
立を目的とする既存情報のみを用いた多施設共同研究である。

西暦2017年3月16日～西暦2021年9月30日

185 29.2.28 呼吸器内科 Septic shock における呼吸管理に関す
るＮＰＰＶの有用性の検討（a
retrospective study ）

2012年1月から2015年5月の期間にＮＰＰＶを用いて呼吸管理を
行ったseptic shock 患者のデータを電子カルテより抽出し後方視的
に解析を行う。

西暦2017年3月16日～西暦2017年8月31日

186 29.2.28 脳神経外科 体内固定用（頭蓋骨）プレート「DO
FIT Plate System」使用成績調査

本調査の目的は日本国内におけるDO FIT Plate Systemの市販後臨床使用実態下での使用成
績を収集し、本製品の安全性及び有効性を評価することである。本調査は全例調査方式で行
い、本製品使用時及び使用後の評価について調査する。

西暦2017年3月16日～西暦2019年3月31日

187 29.2.28 歯科口腔外科 周術期口腔機能管理実施患者へのアン
ケート調査

周術期口腔機能管理の重要性は医療従事者の間では周知されるようになったが、患者の認識
度は不明である。術前の口腔衛生指導と口腔清掃実施した患者に対して、その意義、重要性
についての理解度と、口腔衛生指導を受けた前後の意識の変化について、質問票を用いた任
意の聞き取り調査を行いその実態について評価する。

西暦2017年3月16日～西暦2018年3月31日

倫理審査申請状況一覧 2017/6/23



188 29.2.28 循環器内科 持続性心房細動症例に対して追加通電
の有無が心房細動再発に及ぼす影響に
関する研究-多施設共同前向き無作為割
り付け非劣性試験-【EARNEST-PVI試
験】

持続性心房細動（AF）に対するカテーテルアブレーションが有効であることが報告されてい
るが、心房細動の再発が問題となる。そのため持続性AFに対するカテーテルアブレーション
においては、肺静脈隔離術を主とする基本手技だけでは良い治療成績が得られないという考
え方から、心房全体に拡大した基質に対する追加通電（線状焼灼、Complex Fractionated
Atrial Electrograms (CFAE) ablation等）を行うことが推奨されてきた。しかし、2015年
になってこの経験的追加通電の優位性を示そうとした初めての大規模無作為化試験で、予想
に反してこれら経験的追加通電の優位性は示されず、追加通電は成績向上に有効ではない可
能性を示唆するものであった。
　そこで本試験では、肺静脈隔離術焼灼術を主とした基本手技のみの群と基本手技と追加通
電を行った群で心房細動非再発率が劣らないこと検討することを主目的とした。また、今回
は心房細動のトリガーの有無・起源がカテーテルアブレーションの成績に与える影響を副次
的に検討することとした。

西暦2017年3月16日～西暦2020年3月31日

189 29.3.28 病理診断科 AI 等の利活用を見据えた病理組織デジ
タル画像(P-WSI)の収集基盤整備と病理
支援システム開発

病理専門医は慢性的な人材不足状態であり、病床数400超の705病院のうち245病院(34.5%)で
常勤病理医が不在である。常勤病理医勤務病院でも45.8%は１人病理医であり、病理診断に
対するダブルチェック体制が無いなど精度管理体制が必ずしも十分ではない。現在すでに約
90万症例のP-WSI(Pathology-Whole Slide Imaging)が全国の日本病理学会認定施設に保存さ
れており、多くのP-WSIデータが個々の施設に散逸しており、単に「（利活用できない）保
存データ」の状態にある。本研究では、この散逸状態のP-WSIを集約化し、「生きたデー
タ」、「病理医や患者支援につながるデータ」として活用するため、散逸しており、正確な
病理診断が紐付けされた「正解P-WSIデータ」を収集・集約化するための基盤整備・基盤構
築を行う。収集・集約化されたビッグデータを活用した病理診断支援ツール、人材育成のた
めのe-ラーニング等の病理生涯教育支援ツール、アーカイブ化事業、およびAI(Artificial
Intelligence)を活用した病理（自動）診断技術の研究開発を目指す。

西暦2017年4月7日～西暦2018年3月31日

190 29.3.28 救命救急科 初療時胸部CT検査における気管壁厚を
用いた気道熱傷の重症度予測の有効性
の検討

気道熱傷は、熱傷における独立した予後不良因子と報告されている。気管支鏡による重症度
評価は受傷当日には偽膜形成がはっきりせず、重症度を正確に判断できないことがあり、初
療時の胸部CT所見が重症度予測に有効ではないかと仮説をたてた。そこで当院に搬送された
気道熱傷症例を後ろ向きに検討し、初療時胸部CT画像検査から気管支壁厚を測定し、気管支
鏡検査による重症度分類や臨床経過との関係を後ろ向きに検討することとした。

西暦2017年4月7日～西暦2017年12月31日

191 29.3.28 循環器内科 心血管イベントを発生した冠動脈起始
異常症例におけるClinical Profileお
よび治療後の予後についての後方研究

冠動脈起始異常は突然死のリスクの高い先天性心血管疾患であることが知られている。
今回は後方研究であり、多施設共同観察研究を行う。各施設で、心肺停止、心筋梗塞、狭心
症および失神などの心血管イベントにより受診された冠動脈起始異常の症例を集計して検討
する。

西暦2017年4月7日～西暦2017年12月31日

192 29.3.28 糖尿病・内分
泌内科

2型糖尿病患者において、頚動脈プラー
ク組織性状と心血管疾患発症リスクの
関連に、HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタ
チン)の投与が及ぼす影響の検討

本試験は、「冠動脈疾患の既往がない無症候2型糖尿病患者において、重症冠動脈疾患のハ
イリスク群を予測するための臨床調査」のサブ解析である。既存のデータを用いて、頚動脈
にプラークを有する2型糖尿病患者を対象とし，頚動脈プラーク組織性状と心血管疾患発症
リスクの関連が、HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)を内服していることでどのような影響
を受けるか調査する。

西暦2017年4月7日～西暦2018年3月31日
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193 29.3.28 糖尿病・内分
泌内科

若年健常人での筋肉量、握力、血清マ
イオカイン濃度の検討

高齢者では老年症候群（加齢に伴う心身機能の衰えによって現れる身体的、精神的諸症状、
疾患で、サルコペニア、フレイル、認知症、排尿障害、誤嚥など多岐にわたる）を合併しや
すいが、なかでもサルコペニア（筋量と筋力の進行性かつ全身性の低下に特徴づけられる症
候群）はADLの低下や健康寿命の短縮に関わる主たる原因疾患にもなることから近年高い注
目を集めている。また、骨格筋からは様々なマイオカイン（骨格筋由来蛋白）が分泌されて
いるが、これらの一部が糖代謝のみならず多臓器連関に影響を及ぼす可能性も推定されてい
る。一方、高齢糖尿病患者では高血糖、インスリン作用不全等による機序によりサルコペニ
アの発症リスクが非糖尿病患者よりも高いことが明らかとされている。しかし、これまで非
高齢の若年発症1型糖尿病患者での筋肉量・筋力、血清マイオカイン濃度の検討は全くなさ
れておらず、同患者における筋肉量・筋力低下の疫学、筋肉量・筋力、血清マイオカイン濃
度の関連因子、病態への関与も全く不明である。
そこで、我々は2016年8月に当院倫理委員会の承認のもと大阪糖尿病協会顧問医会主催で毎
年実施されている若年1型糖尿病健診（以下「若年1型糖尿病健診」と呼ぶ）の受診者を対象
としInbodyⓇを用いた四肢骨格筋量の測定を行い、BMI、男性でのテストステロン値が四肢
骨格筋量指数（SMI:skeletal muscle mass index）の有意な規定因子となることを見出した
（報告予定）。しかし、本検討においては同年齢の健常人との比較データがなく、若年発症
1型糖尿病患者でのSMI、筋力、血清マイオカイン濃度が健常人に比し低下しているかは明ら
かではない。
そこで、本研究では、20歳～45歳の健常人ボランティアを対象にInbodyⓇを用いた四肢骨格
筋量および握力の測定、血清マイオカイン濃度の測定を行い、上述した若年1型糖尿病健診
受診者との四肢骨格筋量、筋力、血清マイオカイン濃度を比較検討することを目的とする。

西暦2017年4月7日～西暦2017年12月31日

194 29.3.28 糖尿病・内分
泌内科

日本人糖尿病患者の生活の質に関する
実態調査

疾病に対する医療介入の有用性を吟味するうえで、生活の質（quality of life: QOL）は、
生命予後とともに重要な評価指標となる。実際、医療経済評価の際にも、生命予後とQOLの
両者を加味した質調整生存年（quality adjusted life years: QALY）を効果値として扱う
費用効用分析が重要視されている。とくに糖尿病は、患者数が多いことに加え、種々の健康
障害（糖尿病合併症）の要因となることから、我が国の医療費に及ぼす影響も大きく、こう
した観点からの考察は極めて重要となる。
日本糖尿病学会も、糖尿病治療の目標は、合併症の予防を通じた、健常人と変わらぬ寿命の
確保とともに、健常人と変わらぬQOLの維持であることを示してきた。しかしながら、日本
人糖尿病患者におけるQOLの実態は十分には明らかとなっておらず、とりわけQALYの算出に
活用できるデータはなかった。
QALYの算出には、①各種健康障害（合併症）の発症率に関するデータと、②各種健康障害
（合併症）とQOLとの関連に関するデータの両者が必要である。前者については近年、日本
人糖尿病患者を対象とした種々の縦断研究が明らかにしつつあるが、後者のデータは乏し
く、したがって、日本人糖尿病患者のQALYの算出ができず、医療経済評価の進展の足かせと
なっている。過去には、海外のQOLデータを借用してQALYを試算することも試みられたが、
そもそも健康障害（合併症）とQOLの関連は国民間で大きく異なるため、そうした手法には
限界があり、日本人固有のQOLデータの確立が急務である。
国際的には、QALY算出のためのQOL評価にはEQ-5D調査票を用いることが主流である。EQ-5D
のオリジナル版（EQ-5D-3L）は、①移動、②身の回りの管理、③普段の生活、④痛み・不快
感、⑤不安・塞ぎこみ、の5項目に対して3段階（あてはまる、いくらかあてはまる、あては
まらない、等）で回答を得る。しかし回答が3段階であるため、感度が十分でないことや、
回答が最高得点に偏りがちなこと（天井効果）が課題であった。これを解決すべく、回答を
5段階に修正したEQ-5D-5Lが近年開発され、2015年には日本語版による評価も可能となっ
た。
そこで本研究では、日本語版EQ-5D-5Lを用いて調査を行い、日本人糖尿病患者におけるQOL
の実態、ならびに各種合併症とQOLとの関連を明らかにする。

西暦2017年4月7日～西暦2022年3月31日

195 29.3.28 消化器外科 Ramucirumab抵抗性進行胃癌に対する
ramucirumab＋Irinotecan併用療法のイ
ンターグループランダム化第III相試験
（RINDBeRG試験）

ラムシルマブを含む化学療法に不応となった進行・再発胃癌・食道胃接合部癌を対象とし、
イリノテカン+ラムシルマブ併用療法の臨床的有用性をイリノテカン単剤療法を対照群とし
て検証する。
主要評価項目：全生存期間（overall survival; OS）
副次的評価項目：無増悪生存期間（progression-free survival; PFS）、治療成功期間
（time to treatment failure: TTF）、奏効割合（response rate; RR）、腫瘍制御割合
（disease control rate; DCR）、有害事象発生割合

西暦2017年4月7日～西暦2021年12月31日
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196 29.3.28 救命救急科 病院外心停止に対する包括的治療体制
の構築に関する研究

院外心停止例の社会復帰率はいまだに8%程度と非常に低い。更なる社会復帰率向上のために
は、病院到着後の集中治療の効果が期待される。本研究では、院外心停止例の搬送先病院の
治療体制及び低体温療法などの病院到着後の集中治療に関するデータを前向きに登録・分析
し『搬送先病院の選定基準、有効な集中治療など院外心停止の社会復帰率を向上させるため
の治療ストラテジーを検討すること』を目的とする。

西暦2017年4月7日～西暦2022年3月31日

197 29.3.28 整形外科 大阪警察病院整形外科で実施した脊椎
手術例についての検討

診療の質向上と治療成績の公開を目的とする疫学研究である。平成元年から本研究終了時ま
でに大阪警察病院整形外科で実施された脊椎手術例について、診療の過程で得られた既存資
料（診療録、問診票、画像等）の集計・統計処理等を行い、治療成績や各項目間の関連等を
求める。また治療成績を定期的に更新するために同様の集計・統計処理等を本研究終了時ま
で継続する。
【研究計画書変更のため変更申請】

西暦2017年4月7日～西暦2024年3月31日

198 29.4.25 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 超音波画像診断によるICU入室中患者の
下肢骨格筋量の継時的変化と退院時運
動機能の検討

ICU-acquired weakness（ICU-AW）は、ICU入室重症患者における急性の瀰漫性筋力低下で、
入院期間の延長や長期予後の悪化に影響することが報告されており、ICU-AWの予防は急性期
リハビリテーションの重要な目的となる。しかしながら、鎮静やせん妄等の影響によりICU
入室患者の筋力評価は困難な場合が多く、筋力低下の程度についての報告は少ない。本研究
では、超音波画像診断を用いて、ICU入室中患者の下肢骨格筋量の継時的変化と退院時運動
機能の関係について明らかにすることを目的とした。

西暦2017年5月1日～西暦2020年3月31日

199 29.4.25 医療技術部 我が国の循環器血管撮影領域における
医療被ばくの実態調査

日本における循環器血管撮影領域（心臓カテーテル検査、経皮的冠動脈インターベンショ
ン、心房細動アブレーション、小児診断カテーテル検査）の医療被ばくについての全国的な
調査は明らかにされておらず、施設により被ばく線量が異なっている現状がある。そこで、
全国的な循環器血管撮影領域の医療被ばく線量の実態調査を行う。本研究は、公益社団法人
日本放射線技術学会平成28、29年度学術調査班による研究である。

西暦2017年5月1日～西暦2023年8月30日

200 29.4.25 ＥＲ・救命救
急科

心肺停止患者に対する蘇生処置におけ
る脳内rSO2(regional saturation of
oxygen)のモニタリングに関する前向き
多施設共同研究

心肺停止患者における蘇生行為はJRC蘇生ガイドライン2015によると胸骨圧迫と昇圧剤投
与、2分毎の心電図モニターによるリズムチェックを行う。しかしながら、リズムチェック
を2分毎に行うことが良いとする明確な根拠はない。我々が今まで行ってきた心肺停止患者
の脳内rSO2モニタリングを用いた検討により、脳内rSO2値が自己心拍再開の予測に用いるこ
とができることが分かってきている。このことから、脳内rSO2値をモニタリングしながら胸
骨圧迫を継続することが、リズムチェック時に胸骨圧迫を中断することで生じる冠動脈血流
の低下および脳血流の低下を防ぐことができ、この結果として自己心拍再開率の上昇および
神経学的機能予後の改善が得られると仮説を立てた。
以上より、16歳以上の病院外心肺停止患者に対して、脳内rSO2値を指標にして、できる限り
リズムチェックを省略した絶え間ない胸骨圧迫を行う。これにより、心拍再開率の改善と従
来の方法で予期できない有害事象について検討する。
使用する医療器械として、胸骨圧迫を行う機械として自動心肺蘇生器Clover3000®（コーケ
ンメディカル株式会社）、脳内rSO2値を測定する機械としてTranscranial Optical
Spectroscopy BrainOximeter TOS-OR（株式会社 フジタ医科器械）或いは同機種の携帯型機
器（HAND ai TRITOS）を用いる。

西暦2017年5月1日～西暦2020年3月30日

201 29.4.1 循環器内科 経皮的冠動脈インターベンション施行
患者を対象とした抗血小板療法による
血栓性イベント、出血性イベント、血
小板凝集抑制作用の実態調査

本研究では、経皮的冠動脈インターベンション（PCI）により薬剤溶出性ステントを留置し
た日本人患者を対象として、抗血小板薬治療時の血栓性イベントと出血性イベントの発現頻
度を評価する。また、血栓性および出血性イベントに影響する因子を患者背景、血小板凝集
抑制作用等の観点から探索的に評価し、リスクに応じた最適な治療選択の参考情報とするこ
とを目的とする。本研究目的を達成するため、日本人PCI施行患者を対象にした実臨床下の
データを大規模に収集しリスク因子を探索する。また、抗血小板機能簡易モニターシステム
VerifyNowを用いた血小板凝集能測定を大規模に実施し、イベント発現との相関を探索的に
検討する。

西暦2017年4月3日～西暦2019年12月31日
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202 29.4.25 循環器内科 待機的PCI手技に伴う心筋酵素逸脱に対
して、プラスグレル維持量投与法と負
荷投与法の有効性を比較検討する臨床
試験

待機的な経皮的冠動脈インターベンション（PCI）治療において、抗血小板薬エフィエント
（一般名プラスグレル）を事前からの維持量投与（Maintenance Dose）を行う群（MD群）と
前日負荷投与（Loading Dose）を行う群（LD群）との間で、手技に伴う心筋逸脱酵素上昇
（Periprocedural Myocardial Infarction; PMI）の発症を比較することにより、同治療に
おける施行当日負荷投与の有用性を検証する。
本研究の試験デザインは、単施設前向き無作為化オープンラベル比較試験である。虚血性心
疾患を疑い心臓カテーテル検査あるいは冠動脈MDCTを施行した症例のうちでPCI適応となる
ものを対象として、本研究への参加同意を得る。無作為にMD群とLD群に割り付け、通常通り
の手技でPCIを施行する。病変の性状を血管内イメージング法により評価する。PCI翌日に心
筋逸脱酵素（CK, CKMB, 心筋トロポニン）を測定しPMIの有無を評価する

西暦2017年5月1日～西暦2017年12月31日

203 29.4.25 循環器内科 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－）

【研究の目的】
本研究は、非弁膜症性心房細動（NVAF）を有する後期高齢患者（75歳以上）における抗凝固
療法の実態及びその予後を明らかにするとともに、脳卒中／全身性塞栓症及び頭蓋内出血の
リスク因子を特定し、直接経口抗凝固薬（DOAC）に最適な治療対象集団及びその使用法を明
確にすることを主目的とする。また、副次的にNVAFに関連する種々のクリニカルクエスチョ
ンについて検討する。
【実施計画の概要】
非弁膜症性心房細動（NVAF）を有する後期高齢患者（75歳以上）30,000例を登録し、2年間
追跡する前向き観察研究。

西暦2017年5月1日～西暦2020年9月30日

204 29.4.25 呼吸器内科 未治療進行・再発の非扁平上皮非小細
胞肺癌を対象としたカルボプラチン＋
パクリタキセル＋ベバシズマブ併用療
法とシスプラチン＋ペメトレキセド＋
ベバシズマブ併用療法のランダム化第
II相臨床試験（CLEAR試験）【追跡期間
延長】

上記臨床試験は、2014年7月の倫理委員会申請・承認後、当施設からも試験に参加してき
た。
もともとは2017年4月までの追跡予定としていたが、必要イベント数に達していない可能性
があり、2017年9月までの追跡期間の延長を申請した。なお、必要イベント（増悪・死亡イ
ベント170例）発生が見込まれた段階で、追跡終了の検討を行う予定である。

西暦2017年5月1日～西暦2017年9月30日

205 29.4.25 消化器外科 腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の
胃癌に対するS-1＋パクリタキセル経静
脈・腹腔内併用療法の臨床研究
ver3.0

腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽性の胃癌症例を対象として、S-1＋パクリタキセル経静
脈・腹腔内併用療法の安全性と有効性を評価する。対象：腹膜播種陽性または腹腔細胞診陽
性の胃癌症例
主評価項目：有害事象発現状況
副次評価項目：全生存期間、奏効割合、腹水細胞診陰性化割合

西暦2017年5月1日～西暦2017年10月31日

206 29.4.25 消化器外科 腹膜播種を伴う胃癌に対するS-1／シス
プラチン＋パクリタキセル腹腔内投与
併用療法の第Ⅱ相臨床試験ver2.2

目的：腹膜播種を伴う胃癌症例を対象として、S-1／シスプラチン＋パクリタキセル腹腔内
投与併用療法を施行し、安全性および有効性の評価を行う。
主要評価項目：1年全生存割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副次
評価項目：無増悪生存期間、治療成功期間、奏効割合、腹腔洗浄細胞診陰性化割合、有害事
象発現状況、2年全生存割合

西暦2017年5月1日～西暦2020年4月1日

207 29.4.25 消化器外科 既治療進行・再発胃癌患者に対する減
量投与におけるnab-Paclitaxel臨床試
験　(OGSG1302)ver3.0

既治療進行・再発胃癌患者に対する減量投与におけるnab-Paclitaxel（220mg/m2）療法の有
効性・安全性を検討する。
Primary endpoint：奏効率（RR）
Secondary endpoints：全生存期間（OS）、無増悪生存期間（PFS）、治療成功期間
（TTF）、
病態制御率（DCR）、安全性、相対用量強度、次治療移行率

西暦2017年5月1日～西暦2019年12月31日

208 29.4.25 消化器外科 胃癌術前ステロイド投与の有効性と安
全性を検証する試験

cStageⅡ-Ⅲ胃癌の手術症例を対象に、術前ステロイド投与の有効性と安全性を評価するこ
と。（ランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ相試験）
主評価項目　第II相部分　：術後CRP最高値
第III相部分　無再発生存期間(RFS)
副次評価項目　全生存期間(OS)　術後在院日数、術後合併症の発生割合、血中サイトカイン
濃度

西暦2017年5月1日～西暦2022年6月30日
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209 29.5.30 ＥＲ・救命救
急科

重症患者の早期経腸栄養における栄養
剤組成が血糖変動に及ぼす影響の検討

人工呼吸を要し、早期経腸栄養を施行する重症患者を対象に、標準組成栄養剤および異なる
PFC比（タンパク質・脂質・糖質比）の低糖質高脂肪栄養剤を投与した場合の日内および日
間血糖変動を血液ガス法ならびにFlash glucose monitoring（FGM）法により観察し、栄養
剤組成が血糖変動に及ぼす影響を前向きに比較･検討し、同時にインスリン使用量、内因性
インスリンの動向、術後感染性合併症の発生率、SIRS期間、P/F比、人工呼吸管理日数、消
化器症状の発生率などの臨床的指標についても調査することを目的とする。

西暦2017年5月30日～2022年3月31日

210 29.5.30 循環器内科 待機的PCI手技に伴う心筋酵素逸脱に対
して、PCSK9阻害薬の術前単回投与の有
効性を検討する臨床試験

待機的な経皮的冠動脈インターベンション（PCI）治療において、既存のLDLコレステロール
低下薬スタチン製剤のみを継続投与する従来治療群（Conventional therapy; C群）と、ス
タチンの継続投与に加えて新規LDLコレステロール低下薬PCSK9モノクローナル抗体製剤
（PCSK9mab）を治療前に単回投与する群（PCSK9mab; P群）との間で、手技に伴う心筋逸脱
酵素上昇（Periprocedural Myocardial Infarction; PMI）の発症を比較する。
本研究の試験デザインは、単施設前向き無作為化オープンラベル比較試験である。虚血性心
疾患を疑い心臓カテーテル検査あるいは冠動脈MDCTを施行した症例のうちでPCI適応となる
ものを対象として、本研究への参加同意を得る。無作為にC群とP群に割り付け、通常通りの
手技でPCIを施行する。病変の性状を血管内イメージング法により評価する。PCI翌日に心筋
逸脱酵素（CK, CKMB, 心筋トロポニン）を測定しPMIの有無を評価する

西暦2017年5月30日～西暦2018年12月31日

211 29.5.30 ＥＲ・救命救
急科

救急外来における処置時の鎮痛鎮静に
対する多施設前向き観察研究

処置時の鎮静鎮痛(Procedural sedation and analgesia、以下PSA)は縫合処置、脱臼骨折の
整復、カルディオバーション、画像検査など多くの場合で行われており、救急外来や内視鏡
室、MRI室などでのPSAは、麻酔科以外の各科医師、コメディカルも日頃から経験する手技で
ある。米国においては、多施設オンラインレジストリがすでに運用され、多くの場合鎮静を
専門としない救急医でも安全にPSAを行うことができていると示されている。しかし、日本
国内においてはそのようなレレジストリはまだ行われておらず、どれくらいの頻度で合併症
が発生しているかもわかっていない。今回、オンラインレジストリを構築し国内救急外来で
のPSAの現状を明らかにすることで、PSA実施の安全性や合併症の頻度および予防方法につい
て検討することを目的とする。本研究の結果、救急外来におけるPSAの安全性と合併症の頻
度を知ることができ、より安全なPSAを実施することが出来るようになると期待できる。本
研究はニューメキシコ大学病院の協力のもと、当院ならびに東京ベイ浦安市川医療セン
ター、健和会大手町病院、仙台市立病院で行う多施設合同研究である。

西暦2017年5月30日～西暦2020年3月31日

212 29.5.30 呼吸器内科 『未治療進行・再発の非扁平上皮非小
細胞肺癌を対象としたカルボプラチン
＋パクリタキセル＋ベバシズマブ併用
療法とシスプラチン＋ペメトレキセド
＋ベバシズマブ併用療法のランダム化
第II相臨床試験』の試験期間延長申請

未治療進行・再発の非扁平上皮・非小細胞肺癌を対象としてカルボプラチン（パラプラチン
®）＋パクリタキセル（タキソール®）＋
ベバシズマブ（アバスチン®）併用療法とシスプラチン（ブリプラチン®）＋ペメトレキセド
（アリムタ®）＋ベバシズマブ併用療法の有効性および安全性を多施設共同無作為化第2相試
験を、平成26年7月に申請して、受理されている。今回は、2017年4月終了予定としていた試
験期間を延長して、2017年9月までとして、試験実施計画書の研究機関に関する一部記載内
容の修正を行った。

西暦2017年5月30～西暦2017年9月30日
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213 29.5.30 循環器内科 心房細動アブレーション後の抗凝固療
法の使用実態と追跡調査

目的：
・病院、循環器専門施設に通院中で、カテーテルアブレーションを施行した非弁膜症性心房
細動患者の実臨床における脳梗塞、出血性事象、心血管事象の発症率を明らかにすること。
・抗凝固薬、抗不整脈薬の使用状況を調査し、適切な使用法を探求すること。
対象患者選択基準：
・病院、循環器専門施設に通院中で、西暦2012年1月1日以降に心房細動に対するカテーテル
アブレーションを施行し、術後一年以上経過した患者
・20歳以上であること。
対象患者除外基準:
・DOAC、ワルファリン投与禁忌に該当する例
・妊婦、授乳期の女性、妊娠している可能性のある女性
・アブレーション前2ヶ月以内に血栓塞栓症または心筋梗塞を発症した例
・アブレーション施行時、悪性腫瘍などで生命予後が１２ヶ月以内と考えられる例
・他の介入を伴う臨床研究に参加している例
・その他、研究責任医師または研究担当医師が不適当と判断した例
症例数：全体　3,400例（当院400例）
主要評価項目：
・アブレーション成功による抗凝固薬の中止割合*
・脳卒中（虚血性、出血性）
・一過性脳虚血発作および全身性塞栓症の複合の発症率
副次評価項目:
・心房細動の再発
・深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症
・主要心事故（心血管死、非致死的心筋梗塞、入院を要する不安定狭心症、入院を要する心
不全、入院を要する他の心血管イベント）
・死亡
・重大出血事象（ISTH基準のmajor bleedingに該当する事象）
・非重大出血事象（重大出血に該当しない出血事象）
*副作用、大出血による中断は含まない

西暦2017年5月30日～西暦2018年12月31日

214 29.5.30 乳腺外科 OSNA®法によるリンパ節転移診断を実施
した乳癌患者の症例登録事業(Lynolog
第６版)

共通データベースLynologにOSNA法実施症例の診療データを集積し、各種解析を行うこと
で、OSNA法によるリンパ節測定結果に基づいた新しい治療指針構築を目指す。
セラノスティクス研究会会員機関におけるOSNA法の結果により乳癌リンパ節転移診断を実施
した乳癌患者の連結可能匿名化された診療データ（OSNA法の判定結果・臨床所見・病理所
見・術後フォローアップ情報等）をデータベースLynologに一元集積する。集積されたデー
タを用いて、セラノスティクス研究会が集計及び各種解析を行う。
・使用する医薬品：体外診断用医薬品リノアンプＢＣ
（シスメックス株式会社）

西暦2017年5月30日～西暦2023年3月31日

215 29.5.30 内分泌内科 糖尿病患者における治療薬に関するア
ンケート調査

本邦における糖尿病患者数は増加の一途をたどり、平成24年の厚生労働省による国民健康・
栄養調査の結果では糖尿病が強く疑われる患者が950万人にものぼる。また、糖尿病にかか
る医療費は年間約1.2兆円と国民総医療費の約3%を占める。さらに、糖尿病患者が血管合併
症による心血管疾患（冠動脈疾患、脳卒中など）を発症、あるいは腎症による人工透析（糖
尿病は透析導入原因の第1位であり、年間500～600万円の医療費がかかる）に至ると、その
医療費は膨大なものとなる。従って、糖尿病患者の血管合併症を抑制することは患者のQOL
や寿命の確保のみならず、社会（医療）経済的にも非常に重要な課題といえる。血管合併症
の抑制には質の高い血糖コントロールと体重、血圧、脂質などの集学的な管理が重要である
が、これらの目標達成には多くの治療薬が必要となる場合も少なくない。一方で、近年、多
剤内服（ポリファーマシー）がフレイルや患者の通院中断の一因となることが明らかとされ
おり、ポリファーマシーの弊害も指摘されつつある。このような背景のもと、近年、糖尿病
治療薬においても、服薬コンプライアンスの向上や医療費抑制を目的とした配合剤や週1回
製剤が使用可能となっている。しかし、糖尿病患者において、ポリファーマシーに関する患
者意識や、ポリファーマシーと服薬コンプライアンスとの関連、週1回製剤を希望する患者
の背景因子、ポリファーマシーの患者においても週1回製剤を希望するかに関しては明らか
ではない。
そこで、本研究では、当院に通院加療中の糖尿病患者において、服薬に関するアンケート調
査を行い、治療薬の実態調査と、ポリファーマシーに関する患者意識、ポリファーマシーと
服薬コンプライアンスとの関連、週1回製剤を希望する患者の背景因子、ポリファーマシー
患者においても週1回製剤を希望するかを明らかとすることを目的に研究を行う。

西暦2017年5月30日～西暦2017年12月31日
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