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研究番号 1377 号 承認日 2021 年 6 月 15 日 

研究実施予定期間 承認日 ～ 2021 年 12 月 31 日 

 

情報公開文書 

 

１．研究課題名 
頭部MRI検査におけるASL(MR perfusion)画像を用いたﾌｭｰｼﾞｮﾝ画像

の有用性及びASLの撮像時間の短縮についての検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

現在撮像している ASL で CBF を表現することが可能だが、解剖学的位

置の把握が難しく血流領域を明確に表現することが困難であるため、

CBF画像を T1WIや FLAIR等通常の頭部 MRI検査で撮像している Ax画像

と Fusion することにより PET-CT の様に解剖学的位置が把握できる機

能(血流)画像を提供出来るのではないかと考え、撮像画像について検

討、評価を行う。また、ASLに関して機能画像という点に重きを置くこ

とで、ASLの撮像時間の短縮が可能か検討を行う。       

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
四戸 徹・医療技術部放射線技術科・副部長・大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
朝野 聡明・医療技術部放射線技術科・技師主任・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

☑侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

☑当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

☑介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

☑不要 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

☑既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

□３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

☑不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

☑なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
2020年 4月 1日～2021年 12月 31日に当院で MRI検査を受けられた方 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：放射線技術科 

  担当者：（氏名）朝野 聡明  （職名）技師主任 

  連絡先：06-6771-6051（内線： ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生
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じることはありません。 
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研究番号 1353 号 承認日 2021 年 4 月 16 日 

研究実施予定期間 承認日 ～ 2022 年 12 月 31 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
｢家族性高コレステロ－ル血症症例のアキレス腱肥厚に関する精度検

証に関する研究｣ 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある

場合には品名と一般名も記

載） 

家族性高コレステロ－ル血症(Familial Hypercholesterolemia, FH)は若年

から脳心血管疾患をきたす遺伝性の疾患で、その診断治療が重要であ

る。日本動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年度版において腱黄色

腫（手背、肘、膝などの腱黄色腫あるいはアキレス腱肥厚）あるいは

皮膚結節性黄色腫を有することが成人(15 歳以上)FH ヘテロ接合体診

断基準の一つに含まれており、適切なアキレス腱肥厚の撮像が重要で

ある。具体的なアキレス腱肥厚の撮像に関してはＸ線撮影検査にて最

大肥厚部を計測と記載されているが、これは従来最大肥厚部と考えら

れる部位を個人が計測する方法が行われ個人差が存在する可能性が指

摘されている。また、現在 FH 症例のアキレス腱肥厚に関する研究デ－

タは不足しており、性差・年齢で肥厚の値は変化することが予想され、

また診断基準で示されているアキレス腱肥厚ありとする「9.0mm 以上」

の基準に関しても 9.0ｍｍ未満の症例でも遺伝子診断等でＦＨヘテロ

接合体の症例がよく見られるために、FH ヘテロ接合体症例の肥厚径と

性差・年齢の関係についても詳細に検討する必要がある。このような

要求に対して、新しくアキレス腱の肥厚を自動的に評価するソフトウ

ェア－が開発されアキレス腱肥厚の測定について均一化されることが

示唆された。その有用性について本システムを使用した場合のアキレ

ス腱肥厚の程度について検証を行い、今回の検討で得られたアキレス

腱肥厚値と、実際に診断された FH の有無との関係についても明らかに

する事を目的とする。 

使用する医療機器名はアキレスキャン(株式会社 東日本技術研究所、

｢医療品医療機器等法｣承認、承認番号：230AHBZX00020000)  

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
四戸 徹 医療技術部放射線技術科 診療放射線技師 副部長 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
藤沢康雄 医療技術部放射線技術科 診療放射線技師 

５．研究の分類 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

■多施設共同研究 

□当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（                 ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり（具体的な管理方法について：）  ■なし 
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６．研究の対象及び 

実施予定期間 

研究機関の長の許可日  

～ 西暦 2022 年 12 月 31 日 
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研究番号 1293 号 承認日 2020 年 12 月 18 日 

研究実施予定期間 承認日 ～ 2021 年 7 月 1 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
Af 症例における Motion Correction Algorithm と Automatic Phase 

Selection を併用した冠動脈描出能の検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

Revolution CT(GE 社製 )にて Motion Correction Algorithm と

Automatic Phase Selection(APS)を併用して冠動脈 CTA を撮影した

Af症例。(1)心拍数に関係なく、マニュアルにてRR間隔25～95％を2％

間隔で再構成し得られた最適心位相とAPSで得られた最適心位相の再

構成画像を比較検討する。(2)APSで得られた最適心位相をRCA、LAD、

LCX の３枝について、motion artifact を 4 段階評価(3: Excellent～0: 

Poor、2 以上で診断可能)にて描出能を視覚評価する。 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
四戸 徹・医療技術部・副部長・大阪警察病院 

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
中野 孝一・医療技術部・放射線技術科・技師主事・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■不要 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

□既存（取得試料・情報の利用） 

■既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
実施承認後 ～ 西暦 2021年 7月 1日 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：放射線技術科 

  担当者：（氏名）中野 孝一  （職名）技師主事  

  連絡先：06-6771-6051（内線：   ）   
 

本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生

じることはありません。 
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研究番号 1292 号 承認日 2020 年 12 月 18 日 

研究実施予定期間 承認日 ～ 2021 年 7 月 1 日 

 

情報公開文書 

１．研究課題名 
ADCTの冠動脈CTA における冠動脈動態解析アルゴリズム併用の描

出能と診断能の検討 

２．研究の目的及び 

実施計画の概要 

（研究に薬品や機器がある場

合には品名と一般名も記載） 

ADCT の登場により心臓を 1 心拍で撮影することが可能となり,被ばく

の低減,画質の向上,均一性のとれた画像取得が可能となった.また GE

社製のRevolution CTにおいては,モーションアーチファクト低減アル

ゴリズムである Snap Shot Freeze が搭載され、motion artifact(MA)

を改善する事ができ,高心拍においても良好な画像を得られる事が報告

されている.そこで今回,segment baseでの冠動脈CTAの描出能と冠動

脈狭窄に対する診断能について検討を行った. 

３．研究責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
四戸 徹・医療技術部・副部長・大阪警察病院  

４．研究実施責任者 

氏名・所属・職・所属機関 
村井 良輔・医療技術部・放射線技術科・技師主事・大阪警察病院 

 

 

５. 研究の分類 

 

 

 

〈侵襲性について〉 

□侵襲を伴う研究 

□軽微な侵襲を伴う研究 

■侵襲を伴わない研究 

〈共同研究の有無について〉 

□多施設共同研究 

■当院のみの研究 

□その他（          ） 

〈介入について〉     

□介入を伴う研究 

■介入を伴わない研究（観察研究） 

 

〈インフォームド・コンセント 

（アセント）について〉 

□必要 

■オプトアウト 

〈試料・情報の利用について〉 

□新規（取得試料・情報の利用） 

■既存（取得試料・情報の利用） 

□既存（残余検体の利用） 

【保存年数】 

■３年（提供元の場合） 

□５年（提供先の場合） 

〈モニタリングと監査について〉 

□必要 

・モニタリング実施者 

（             ） 

・監査実施者 

（             ） 

■不要 

〈対応表の作成の有無について〉 

□あり  

（具体的な管理方法について：                ）

■なし 

６．研究の対象及び 

実施予定期間 
実施承認後～西暦 2021年 7月 1日 

７．問合せ先 

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】 

 大阪警察病院     

  大阪市天王寺区北山町 10-31 

  診療科：放射線技術科 

  担当者：（氏名）村井 良輔     （職名）技師主事       

  連絡先：06-6771-6051（内線：   ）   
※本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合 

わせ下さい。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者

さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究

対象としませんのでお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生

じることはありません。 
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