
令和３年度 第 1 回医学研究倫理委員会 

 

１．日 時 ： 令和３年１０月 25日（月）１５：００～１５：４０ 

２．場 所 ： 第一会議室（管理診療棟２階） 

３．出席者 ： １０名 

 所属・役職 氏名 出欠 

委員長 臨床研究センター長 橋本 章司 ○ 

副委員長 副院長 緒方 篤 〇 

委員 医務局長 河原 邦光 ○ 

委員 臨床検査科主任部長 田村 嘉孝 × 

委員 小児科部長 吉田 之範 × 

委員 薬局長 金銅 葉子 ○ 

委員 臨床検査科技師長 田中 秀磨 ○ 

委員 看護部長 岡田 知子 × 

委員 副看護部長 豊田 充代 ○ 

委員 看護部 慢性疾患看護専門看護師 竹川 幸恵 ○ 

委員 事務局 マネージャー 中芝 広輝 ○ 

委員 大阪府立大学 名誉教授 津戸 正広 ○ 

委員 
大阪府立大学 第三学類 看護系 

基礎看護学領域 看護管理学 
志田 京子 ○ 

 

４．議 題 ： 

（１）本審査審議依頼 

 

（２）看護部研究倫理委員会審議案件 

  報告なし 

 

（３）迅速審査報告 

No. 研究課題 結果 結果通知日 
申請者 

所属・氏名 

1061-2 新型コロナウイルス検出法の開発 承認 2021/4/13 
臨床検査科 

田村 嘉孝 

1078 

A randomised,double-blind,placebo 

controlled,parallel group PhaseⅢ

study to assess the clinical efficacy 

and safety of 100mg SC 

Mepolizumab in adults with chronic 

rhinosinusitis with nasal polyps 

(CRSwNP)/eosinophilic chronic 

rhinosinusitis(ECRS) 

承認 2021/5/11 
耳鼻咽喉科 

川島 佳代子 

862-4 
アレルギー性鼻炎に対するアレルゲン免

疫療法の有効性の検討とアレルギー性鼻
承認 2021/5/27 

耳鼻咽喉科 

河辺 隆誠 

No. 研究課題 
申請 

年月日 

科名 

（所属） 
申請者 結果 

1090 
重症小麦アレルギー児における微量経口免疫

療法Ver.2 
2021/8/29 小児科 深澤 陽平 承認 



炎患者における QOL についての検討 

1061-3 新型コロナウイルス検出法の開発 承認 2021/5/27 
臨床検査科 

田村 嘉孝 

922-2 呼吸器細胞診報告様式に関する研究 承認 2021/5/27 
病理診断科 

河原 邦光 

1079 
放射線画像と呼吸器疾患に関する AI モデ

ル 
承認 2021/5/27 

放射線科 

竹下 徹 

1033-3 
COVID-19 感染症罹患患者における嗅覚

障害・味覚障害に関する検討 
承認 2021/5/27 

耳鼻咽喉科 

奥野 未佳 

1080 
大腸癌手術に対する COVID-19 の影響

に関する後方視的解析 
承認 2021/6/8 

消化器外科 

酒田 和也 

1075-2 

アトピー性皮膚炎に対しデュピクセント

を使用する成人患者を対象としたプロス

ペクティブ観察研究 

承認 2021/6/21 
皮膚科 

片岡 葉子 

836-3 

鼻副鼻腔疾患における血液・鼻副鼻腔検

体を用いた血清バイオマーカー検索及び

病態解明 

承認 2021/6/25 
耳鼻咽喉科 

奥野 未佳 

907-2 

副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎を合併した

重症気管支喘息患者に対する抗体製剤の

副鼻腔への効果について観察研究 

承認 2021/6/25 
耳鼻咽喉科 

奥野 未佳 

1065-2 
LM18-01 臨床性能試験（新規結核診

断薬の臨床性能試験） 
承認 2021/6/30 

感染症内科 

永井 崇之 

1081 
JANP study 中止後における肺癌周術期

ハンプ投与の安全性に関する臨床研究 
承認 2021/6/30 

呼吸器外科 

門田 嘉久 

1083 
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 
承認 2021/7/29 

皮膚科 

片岡 葉子 

1084 
小児喘息時におけるアレルギー性鼻炎の

診断・治療の重要性 
条件付承認 2021/8/11 

小児科 

深澤 陽平 

1085 
熟練看護師が捉える突発性肺線維症患者

への情報提供に関する支援 
承認 2021/8/11 

5A 病棟 

平田 聡子 

1012-2 

進展型小細胞肺癌患者に対する初回カル

ボプラチン/エトポシド/アテゾリズマブ

併用療法の実地診療における有効性、安

全性を検討する他施設前向き観察研究に

付随するバイオマーカー研究 

承認 2021/9/1 
外来化学療法科 

鈴木 秀和 

1075-4 

アトピー性皮膚炎に対し、デュピクセン

トを使用する成人患者を対象としたプロ

スペクティブ観察研究（GLOBOSTAD 

study） 

承認 2021/9/3 
皮膚科 

片岡 葉子 

1084-1 
小児喘息時におけるアレルギー性鼻炎の

診断・治療の重要性 
承認 2021/9/24 

小児科 

深澤 陽平 

911-5 

0-5 歳の鶏卵アレルギー児における低ア

レルゲン化鶏卵ボーロによる経口免疫療

法 

承認 2021/10/8 
小児科 

髙岡 有理 

1089 
多層的オミクス解析による疾患病態の解

明 
承認 2021/9/30 

皮膚科 

片岡 葉子 

1031-1 

喘息発作の全国サーベイランスを介した

呼吸器感染症の早期検出と流行把握の研

究 

承認 2021/9/30 
小児科 

釣永 雄希 



1087 

新型コロナウイルス感染症がリアルワー

ルドのがん医療に及ぼした影響：がん登

録を基盤とした調査 

A cancer registry-based study on 

the impact of  COVID-19 on cancer 

care in Osaka(CanReCO) 

承認 2021/10/6 
診療情報管理室 

片岡 葉子 

1088 

気管支喘息児にアレルギー性鼻炎に対す

るダニ舌下免疫療法を開始時の喘息評価

の重要性 

承認 2021/10/6 
小児科 

吉田 之範 

1091 

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの

構築とインタラクティブ MDD 診断シス

テムを用いた診断標準化に基づく疫学デ

ータの創出 

－AI 診断システムと新規バイオマーカー

の開発－ 

承認 2021/10/18 
呼吸器内科 

松岡 洋人 

1092 

多分野合議による間質性肺炎診断に対す

る多施設共同前向き観察研究 

Providing Multidisciplinary ILD 

diagnoses(PROMISE) study 

承認 2021/10/18 
呼吸器内科 

松岡 洋人 

 

（４）軽微な変更 

  軽微な変更６件について委員会に報告した。 

 

（５）外部審査 

  外部審査１１件について委員会に報告した。 

 

（６）終了報告 

  終了報告２件について委員会に報告した。 

 

（７）その他 

  「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」施行に伴う規程・手順書の変更について 

事務局より報告した。 

   以上 


