
平成３０年度 第３回医学研究倫理委員会 議事録 

 

１．日 時 ： 平成３０年９月 25日（月） １５：００～１５：１０ 

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 マネージャー 田中 芳人 ○ 

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 

（事前確認） 
○ 

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 

924 オリジナルバッグ用いたインバッグモルセレーション

の安全・有用性の検討 

H30.9.1

0 

産 婦 人

科 

永井 景 
保留 

（２）看護部研究倫理委員会報告案件 

  報告あり  承認の運びとなった。 

（３）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 

910  アトピー型喘息と非アトピー型喘息に対する治療効果

の検討 

H30.6.25 アレルギ

ー内科 

原 侑紀 保留 

888-2 慢性呼吸器疾患患者における終末期医療の意思決

定支援について 

H30.6.19 看護部 竹川 幸恵 承認 

911  0-2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 

H30.6.2 小児科 高岡 有理 条件付承認 

912  妊娠糖尿病畿央女性における耐糖能検査未受検者

の 2型糖尿病発病因子に関する検討 

H30.6.15 看護部 虫明 佐百

合 

条件付承認 

785-4 既存の EGFR チロシンキナーゼ阻害薬による治療後に

増悪した EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者

の血漿を用いて耐性機序を探索する研究 

H30.6.28 肺腫瘍

内科 

田中 彩子 承認 



911-1 0-2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 

H30.7.5 小児科 高岡 有理 承認 

912-1 妊娠糖尿病既往女性における耐糖能検査未受検の

実態と 2型糖尿病発症の有効な追跡方法に関する検

討 

H30.7.9 看護部 虫明 佐百

合 

承認 

911-2 0-2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 

H30.7.10 小児科 高岡 有理 承認 

913  食物経口負荷試験に関連する重篤な有害事象に関

する調査 

H30.7.2 小児科 高岡 有理 承認 

914  プロテオミクス手法による各種アレルギー疾患の要因解

析 

H30.7.2 小児科 高岡 有理 承認 

915  当センター小児科からアレルギー内科へ転科した気管

支喘息児の 1年後の治療内容と通院状況 

H30.7.4 小児科 吉田 之範 承認 

916  オマリズマブを長期投与された重症喘息患者の検討 H30.7.5 アレルギ

ー内科 

松野 治 承認 

917  肺がん診療に携わる医療者のチーム医療及びコミュニ

ケーションに関するアンケートによる意識調査 

H30.7.9 肺腫瘍

内科 

平島 智徳 保留 

825-3 食物アレルギーに対する新規免疫療法の有効性と安

全性に関する探索的臨床試験～TGF 高含有食品を

併用した経口免疫療法（牛乳）～ 

H30.7.12 小児科 髙岡 有理 承認 

909-1 重度嚥下障害患者に対する頸部干渉波電気刺激は

唾液嚥下や咳嗽を促進させるか？ 

H30.7.25 リハビリテ

ーション科 

大黒 大輔 承認 

862-2 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炎患者における QOL につい

ての検討 

H30.8.6 耳鼻咽

喉科 

川島 佳代

子 

承認 

910-1 アトピー型喘息と非アトピー型喘息に対する治療効果

の検討 

H30.8.20 アレルギ

ー内科 

原 侑紀 承認 

889-1 副鼻腔炎治療における治療効果判定方法の検討お

よび好酸球性副鼻腔炎の病態解明 

H30.8.20 耳鼻咽

喉科 

奥野 未佳 承認 

917-1 肺がん診療に携わる医療者のチーム医療及びコミュニ

ケーションに関するアンケートによる意識調査 

H30.8.20 肺腫瘍

内科 

平島 智徳 承認 

（４）その他 

臨床研究セミナー開催の報告及び今後、コンプライアンス研修の開催予定について事務担当より報告 

以上 


