
8 市立病院倫理委員会8 市立病院倫理委員会8 市立病院倫理委員会8 市立病院倫理委員会

No. 課　　題　　名 判定結果

1 骨形成不全症に合併する側弯症の調査 整形外科 信貴　経夫 条件付承認

2 せん妄治療に関する前向き観察研究 精神科 辻尾　一郎 承認

5 腸炎における大腸壁と便培養、大腸内視鏡所見との関係 放射線科 井上　豊 承認

8 同意書取り扱いの指針 事務局 宇治野 清隆 承認

9 臨時倫理委員会の報告 外科 黒川　英司 保留

No. 課　　題　　名 判定結果

2 家族の手術拒否を受け入れるか否か 院長 黒川　英司 非該当

5 子宮体癌Ⅰ期に対する腹腔鏡下手術実施について 産婦人科 足立　和繁 承認

7 箕面市立病院がん告知指針・手引き 診療情報管理室 佐々木 美幸 承認

No. 課　　題　　名 判定結果

5 家族の手術拒否を受け入れるか否か 病院長 黒川　英司 非該当

条件付承認

条件付承認

承認

泌尿器科 高田　剛4
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試験

条件付承認

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

3 泌尿器科 高田　剛

畦西　恭彦

2 泌尿器科 高田　剛

第3回　　開催日：平成25年7月17日（水）

申請者

核酸アナログ投与中のＢ型肝炎症例に対するペグインターフェロン
治療の有用性についての検討

1 消化器内科 高石　健司

第2回　　開催日：平成25年6月19日（水）

申請者

1剤目のα１受容体遮断薬で奏効しなかった前立腺肥大症患者に
対するα１受容体遮断薬シドロシンへの切り替え療法と５α還元酵
素阻害剤デュタステリド追加併用療法の下部尿路症状に関する無
作為化非劣性臨床試験

4 泌尿器科

高田　剛

第１回　　開催日：平成25年4月17日（水）

申請者

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

細菌性腸炎113例の検討：細菌性腸炎のCT像と臨床像の検討…
起炎菌による比較

3

4 井上　豊

条件付承認

承認

承認

同意書の取扱い指針の原則を満たせない場合の手続きについて
のQ&A作成について

1 診療情報管理室

保留

古賀　実

非該当

自己末梢血幹細胞移植併用大量化学療法の多発性骨髄腫に対
するModified　VMPスケジュールの安全性と有効性の探索的研究

承認

佐々木 美幸

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

3
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

泌尿器科

6 内科

消化器内科 高石　健司

放射線科

泌尿器科 高田　剛 条件付承認

7 間狩 洋一外科 条件付承認

日本泌尿器科学会全国泌尿器癌登録（臨床的に初めて腎癌と診
断された2007年症例）

6

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



No. 課　　題　　名 判定結果

5 Gitelman症候群の遺伝子解析 理事 飯田　さよみ 承認

6 妊婦におけるインフルエンザ健康影響に関する調査 産婦人科 山本　善光 条件付承認

No. 課　　題　　名 判定結果

4 橈骨遠位端関節内骨折に対する３次元的分類の研究 整形外科 後藤　晃 承認

5 橈骨遠位端関節内骨折に対する３次元的分類の研究 整形外科 後藤　晃 承認

1
Ｃ型慢性肝疾患に対するシメプレビル・ペグインターフェロン・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

副腎機能低下の可能性がある児に対するインスリン負荷量を増量
したインスリン負荷試験の実施

3

診療情報管理室

承認小児科 杉辺　英世

8

9

第5回　　開催日：平成25年11月20日（水）

申請者

承認外科 間狩　洋一

消化器内科 高石 健司 承認

1

3
高齢者(75歳以上)EGFR遺伝子変異陽性未治療進行期非小細胞
肺癌に対するエルロチニブの有効性および安全性に関する第Ⅱ相
臨床試験OSAKA-LCSG1303

4
PS不良のEGFR遺伝子変異陽性未治療進行期非小細胞肺癌に対
するエルロチニブの有効性および安全性に関する第Ⅱ相臨床試験
OSAKA-LCSG1304

2 承認

内科 上田　章人 承認

承認

内科 上田　章人

上田　章人 承認内科

既治療Ⅲ/Ⅳ期非小細胞肺癌に対するCcr値を指標としたS-1+ベ
バシズマブ併用療法の臨床第II相試験　OSAKA-LCSG 1202

プラチナ不適の未治療進行期非扁平上皮非小細胞肺癌に対する
ペメトレキセド+ベバシズマブ併用療法の有効性および安全性に関
する第Ⅱ相臨床試験OSAKA-LCSG1201

内科 上田　章人

第4回　　開催日：平成25年9月18日（水）

申請者

外科

承認

7
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

間狩　洋一 条件付承認

StageⅢ治癒切除胃癌における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

ビタミンD欠乏あるいは低下症と診断した小児における下枝の骨変
形と血中Cr値の関係

小児科 武鑓　真司 承認

2
医療機関からのデータ提供に基づく｢死因統計の精度向上の視点
から病院医療の質に資する退院時要約の検討｣

佐々木 美幸



No. 課　　題　　名 判定結果

No. 課　　題　　名 判定結果

3 上部尿路上皮癌（腎盂尿管癌）の予後に関する検討 泌尿器科 高田　剛 承認

4 全国大腸癌肝転移登録事業及び登録情報に基づく研究 外科 鈴木　玲 承認

1

2

第7回　　開催日：平成26年3月19日（水）

申請者

核酸アナログ投与中のB型肝炎症例におけるHBV関連マーカーと
発癌率の関連についての研究

前立腺癌患者に対するGnRHアンタゴニスト/抗アンドロゲン剤併用
療法およびGnRHアゴニスト/抗アンドロゲン剤併用療法を施行した
際の検査結果の変化と治療の有効性に関する解析研究

消化器内科

泌尿器科

高石　健司

高田　剛

承認

承認

承認

承認

不承認

承認

承認

承認

外科

外科

外科

鈴木　玲

鈴木　玲

鈴木　玲

鈴木　玲

鈴木　玲

鈴木　玲

大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/1-ロイコ
ボリンとオキサリプラチン併用補助化学療法（mFOLFOX6）ｖｓ.手術
単独によるランダム化Ⅱ/Ⅲ相試験

進行・再発の結腸・直腸癌におけるパニツムマブ療法の皮膚毒性
に対する予防療法の検討

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨
床的有用性に関する研究

1

2

3

4

5

6

フルオロピリミジン、オキサリプラチン、イリノテカンを含む化学療法
に不応または不耐のKRAS野生型進行・再発大腸癌に対するレゴラ
フェニブとセツキシマブの逐次投与とセツキシマブとレゴラフェニブ
の逐次投与のランダム化第Ⅱ相試験

StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのｍ
FOLFOX療法またはXELOX療法における５-FU系抗がん剤および
オキサリプラチンの至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較
試験

外科

外科

外科

申請者

内視鏡摘除後大腸SM癌の転移・再発に関する多施設共同研究
（後ろ向きアンケート調査）

第6回　　開催日：平成26年1月15日（水）


