
平成３０年度 第５回医学研究倫理委員会 議事録 

 

１．日 時 ： 平成３１年１月 28 日（月） １５：００～１５：3０ 

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 ○ 

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 

949  鶏卵アレルギーの急速経口免疫療法で至適維持目標量

についての検討 

H31.1.1

5 

小児科 高岡 有理 
承認 

（２）看護部研究倫理委員会報告案件 

  報告なし 

 

（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 

933  SURPRISE H30.11.6 呼吸器

外科 

門田 嘉久 承認 

934  非小細胞肺癌におけるリンパ節転移診断薬 LS81R の

性能評価 

H30.11.11 呼吸器

外科 

門田 嘉久 承認 

936  小児喘息重症度分布と治療の経年推移に関する他

施設調査 

H30.11.19 小児科 亀田 誠 承認 

937  特発性肺線維症をもつ人々への「Dignity-Centered 

Care プログラム（DIGNITY-IPF)」の混合研究法による

評価 

H30.11.27 看護部 竹川 幸恵 承認 

896-2 牛乳ｱﾚﾙｷﾞｰの少量を維持する急速経口免疫療法に

おける予後予測因子の検討 

H30.12.4 小児科 高岡 有理 承認 



899-1 小麦アレルギーの急速経口免疫療法におけるω-5グリ

アジン特異的 IgE 抗体価と至適維持目標量の検討 

H30.12.4 小児科 高岡 有理 承認 

914-1 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 H30.12.6 小児科 高岡 有理 承認 

938  外用療法では疾患のコントロールが十分でない、又は外

用療法が医学的に推奨されない、中等症から重症のアト

ピー性皮膚炎を有する小児患者における、前向き、観察

的 、 縦 断 的 研 究 （ Pediatric Study in Atopic 

Dermatitis:PEDISTAD）アトピー性皮膚炎小児観察研究） 

H30.12.3 皮膚科 片岡 葉子 承認 

939  化学放射線治療後Durlvalumubで維持療法を行う非

小細胞肺がん症例において、治療前後に測定した

Interferon-Gamma Releasing Assay の結果と臨床効

果あるいは免疫関連有害事象の関連性を検討する前

向き観察研究 

H30.12.10 肺腫瘍

内科 

平島 智徳 承認 

940  白金製剤を含む細胞障害性抗がん剤と免疫チェックポイ

ント阻害剤の併用または非併用で治療を行う肺がん症例

において、治療前後に測定した Tnterferon-Gamma 

Releasing Assay の結果と臨床効果あるいは免疫関連有

害事象の関連性を検討する前向き観察研究 

H30.12.10 肺腫瘍

内科 

平島 智徳 承認 

944  ベンラリズマブを投与された重症喘息患者の後方視的

検討 

H30.12.11 アレルギ

ー内科 

松野 治 保留 

923-1 妊娠中に再燃した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

（EGPA)の 1 例 

H30.12.12 アレルギ

ー内科 

松野 治 承認 

941  婦人科腹腔鏡下手術の術後鎮静における体幹神経

ブロックの有用性（とその限界） 

H30.12.13 産婦人

科 

永井 景 承認 

942  プロテオミクス手法によるソバアレルギー疾患の要因解析 H30.12.14 小児科 高岡 有理 承認 

911-3 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 

H30.12.18 小児科 高岡 有理 承認 

943  Calvert 式によるカルボプラチン投与量算出時に用いる

腎機能推算値と毒性に関するレトロスペクティブ研究 

H30.12.18 薬局 富士 芳美 承認 

894-2 スギ花粉ペプチド含有米（スギ花粉症緩和米）の高用

量連日摂取によるスギ花粉症の「未発症者」での発症

予防効果の検討 

H30.12.17 臨床研

究 セ ン

ター 

橋本 章司 承認 

759-2 PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺

伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、分

子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研

究 Ver1.4 

H30.12.25 呼吸器

内視鏡

科 

岡本 紀雄 承認 

761-2 RET 融合遺伝子陽性肺癌の臨床病理学的、分子生

物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

Ver1.9 

H30.12.25 呼吸器

内視鏡

科 

岡本 紀雄 承認 

893-2 Cell free DNA を用いた次世代シーケンサーによる

multiplex 遺伝子解析の有効性に関する前向き観察

研究 Ver1.4 

H30.12.25 呼吸器

内視鏡

科 

岡本 紀雄 承認 

787-8 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およびスギ花粉特異的 IgE 抗

体産生の抑制効果を検証する研究 

H30.12.25 臨床研

究 セ ン

ター 

橋本 章司 承認 

迅速審査の結果について確認を実施した 

以上 


