
平成２９年度 第３回医学研究倫理委員会 議事録 

 

１．日 時 ： 平成２９年９月 25 日（月） １５：００～１6：00 

２．場 所 ： 特別会議室（管理診療棟２階 事務局内） 

３．出 席 者 ： （１２名中  ９名出席） 

 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 田中 敏郎 ○ 

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 望月 千枝 ○ 

委員 看護部長 宮本 ありさ × 

委員 副看護部長 羽澤 三恵子 ○ 

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 経営企画リーダー 永井 隆 ○ 

委員 大阪府立大学 名誉教授 津戸 正広 ○ 

委員 
大阪府立大学大学院看護学研究科 

慢性看護学分野教授 
籏持 知恵子 ○ 

４．議 事 ： 臨床研究センター 川田 昌敏 

５．議 事 録 ： 

（１）本審査審議依頼 

No. 研究課題 
申請 

年月日 

科名 

（所属） 
申請者 審議結果 

846 
がん免疫療法（チェック・ポイント阻害剤）治療前患者における腫瘍組織検体とそ

の周囲の気管支肺胞洗浄液（BALF）及び末梢血の保存 
H29.6.16 

肺腫瘍 

内科 
平島 智徳 

条件付 

承認 

858 経口免疫療法が患児の保護者に与える心理的負担感尺度の開発 H29.9.14 小児科 髙岡 有理 条件付 

承認 

（２）確認案件 

No. 研究課題 
申請 

年月日 

科名 

（所属） 
申請者 審議結果 

732-4 
非小細胞肺癌完全切除症例に対する周術期 hANP 投与の多施設共同ランダ

ム化第Ⅱ相比較試験 研究略称：JANP  study 
H29.9.14 

呼吸器 

外科 
門田 嘉久 - 

（３）看護部研究倫理委員会報告案件 

  報告のうえ、確認を実施した 

   

（４）迅速審査報告 

No. 研究課題 
申請 

年月日 

科名 

（所属） 
申請者 

結果 

848  Nivolumab 治療後、Docetaxel+Ramucirumab 併用

療法中に、副腎不全と間質性肺炎を発症した肺腺癌

H29.6.16 肺 腫 瘍

内科 

平島智徳 承認 



の一例 

849  当院における非小細胞肺癌に対するドセタキセル+

ラムシルマブの検討 

H29.6.27 肺 腫 瘍

内科 

田中彩子 承認 

850  ALK 陽性肺癌で長期生存を得ている１例 H29.7.7 肺 腫 瘍

内科 

平島智徳 承認 

851  ONO-4538 第Ⅲ相試験 

非扁平上皮非小細胞肺がんに対する他施設共同二重

盲検無作為化試験 

H29.7.10 肺 腫 瘍

内科 

平島智徳 承認 

787-5 スギ花粉ペプチド含有米（スギ花粉症緩和米）の摂取

によるスギ花粉症の症状、鼻粘膜所見およびとスギ

花粉特異的 IgE 抗体産生の抑制効果を検証する研究 

 

H29.7.12 臨 床 研

究 セ ン

ター 

橋本章司 承認 

772-5 腫瘍組織検体とその周囲の気管支肺胞洗浄液（ＢＡ

ＬＦ）及び末梢血による Nivolumab の治療効果予測

因子の検討試験 

H29.7.15 肺 腫 瘍

内科 

平島智徳 承認 

770-5 転移巣を有する非小細胞肺癌に対する局所放射線療

法とNivolumab併用療法によるアブスコパル効果の

検証試験 

H29.7.25 肺 腫 瘍

内科 

白山敬之 承認 

803-3 日本人の中等症から重症のアトピー性皮膚炎成人患

者における前向き疾患観察研究 ADRESS-J 

H29.7.26 皮膚科 片岡葉子 承認 

856-1 当センター医療従事者における B 型肝炎ワクチン接

種による抗体獲得率調査 

－効果的な B 型肝炎ワクチン接種プログラムの確立

に向けて－ 

H29.7.25 感 染 対

策 チ ー

ム 

橋本美鈴 承認 

847-1 大阪府下の在宅呼吸ケアに関する実態-患者・介護者・

施設の現状- 

H29.7.26 看護部 竹川幸恵 承認 

844-1 当センターでのがん免疫関連有害事象に対する取り

組みの実際 

H29.7.28 看護部 岩田香 承認 

843-1 慢性閉塞性肺疾患患者の「病みの軌跡の予想」の様相 H29.8.4 看護部 平田聡子 承認 

845-1 思春期にアトピー性皮膚炎をもつ子供が実践してい

るセルフケアとその影響要因 

H29.8.4 看護部 盛光涼子 承認 

762-1 COPD の呼吸困難に対するモルヒネの有効性につい

ての前後比較試験（JORTC-PAL 07） 

H29.8.8 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ

ｼｮﾝ科 

森下裕 承認 

803-4 日本人の中等症から重症のアトピー性皮膚炎成人患

者における前向き疾患観察研究 

H29.9.8 皮膚科 片岡葉子 承認 

 以上、15 件の迅速審査結果について、田中副委員長より報告があった。 

 

 


