
【平成２７年度　倫理審査委員会審議事項一覧】
受付番号 承認番号 所属 役職 研究責任者 課題名 委員会開催日 決定区分 理由

２７-０１ Ｆ２７－０１ 診療部 呼吸器科部長 野上　裕子
特発性間質性肺炎における臨床・画像・病理を
含むデータベースの構築と臨床疫学的検討

H27.5.20 承認

２７-０２ Ｆ２７－０２ 診療部 アレルギー科医長 岸川　禮子 成人の食物アレルギーに関する研究 H27.5.20 承認 同意書について、記載順番等検討し作成。

２７-０３ Ｆ２７－０３ 診療部 小児科専修医 若槻　雅敏
園・学校における食物アレルギー児童の現状と
対策について

H27.5.20 承認 
アンケート用紙について、委員会時に指示があった回答法等工夫を行
う。共同研究者に「看護師、栄養士２名」を追加する。

２７-０４ － 診療部 小児科医師 村上  洋子 アナフィラキシー治療症例の他施設集積研究 H27.5.20 再提出 
審議事項２７－０２とすり合わせを実施どちらかを共同研究者とする。
同意書について、他施設の動向も確認し作成する。

２７-０５ Ｆ２７－０４ 診療部 副院長 小田嶋　博

※研究利益相反のみ
小学校における喘息・アレルギー疾患の調査と
有効な自己管理方法とその効果の検討

H27.5.20 承認 

２７－０６
Ｆ２７－０

５
診療部 小児科医師 村上  洋子

アナフィラキシー治療症例の他施設集積研究
※再提出

H27.6.24 承認 

２７－０７
Ｆ２７－０

６
診療部 副院長 小田嶋　博

小学校における喘息・アレルギー疾患の調査と
有効な自己管理方法とその効果の研究

H27.6.24 承認 

２７－０８
Ｆ２７－０

７
診療部 小児科医長 本村知華子

乳幼児端息に対するフルチカゾン間欠吸入と連
日吸入の増悪抑制効果に関する多施設共同二
重盲検ランダム化比較試験

H27.7.15 承認 

２７－０９
Ｆ２７－０

８
診療部 ﾘｳﾏﾁ科医長 吉澤　滋

関節リウマチにおけるＡ２０遺伝子変異のＴＮＦ
阻害剤一次無効への関与に関する研究

H27.7.15 承認 

２７－１０
Ｆ２７－０

９
診療部 ﾘｳﾏﾁ科医長 吉澤　滋

メトトレキサート（ＭＴ×） および生物学的製剤治
療抵抗性を示す関節リウマチ（＆Ａ）患者に対す
るトファチニブ（ＴＯＦ） 治療の有効性およびＴＯＦ
フリー寛解の可能性の検証に関する多施設施
設共同、前向き観察試験

H27.7.15 承認 

①申請書課題名　→　課題名「多施設施設共同」を重複文字を修正
②患者さんへの説明文書「９．費用負担、研究資金などについて」部分
に「保険診療の範囲内で・・・等」を追加記載
③データ収集の方法
上記部分にの「その後、・・・・」記載

２７－１１
Ｆ２７－１

０
診療部 呼吸器科部長 野上　裕子

重症COPD患者に対する長期非侵襲的換気療
法(NIV)と在宅酸素療法(HOT)の有用性の検討

H27.7.15 承認 

２７－１２
Ｆ２７－１

１
看護部 看護師 金子　恵美

エピペン講習会シミュレーションでの学習プログ
ラムの作成

H27.7.15 条件付承認
①課題名の修正「アナフィラキシー対応に対する・・・」追加
②アンケート様式について、１．２．職種、職位部分の修正変更

２７－１３
Ｆ２７－１

２
診療部 小児科医師 赤峰　裕子

アドヒアランス評価質問票(9～16才用)開発に関
する研究

H27.7.15 承認 

27-13-2
Ｆ２７－１

３
診療部 小児科医師 赤峰　裕子

小児気管支ぜん即におけるアドヒアランスと呼
気中一酸化窒素に関する調査研究

H27.7.15 承認 

２７－１４
Ｆ２７－１

４
診療部 小児科医師 田場　直彦

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリ
オ（セービン株）混合ワクチン(DTaP-sIPV)接種
後の抗体価推移と追加接種の必要性の検討

H27.8.19 承認 
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２７－１５
Ｆ２７－１

５
診療部 小児科医長 本村知華子

乳幼児端息に対するフルチカゾン間欠吸入と連
日吸入の増悪抑制効果に関する多施設共同二
重盲検ランダム化比較試験(再申請)

H27.8.19 承認 

２７－１６ － 診療部 小児科医長 本村知華子 救命救急士のエピペン使用の現状について H27.8.19 却下 ※既に終了している案件。内容的にも整理されていない。

２７－１７
Ｆ２７－１

６
看護部 看護師 金子　恵美

エピペンに関する患者と家族によるアクシデン
ト・インシデントの実態調査

H27.9.16 承認 

２７－１８ － 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）患者のＱＯＬ改善を
目的とした新ツールの開発

H27.9.16 再提出 

２７－１９
Ｆ２７－１

７
診療部 小児科医長 本荘　哲

重度の知的及び身体的障害を重複して有する
成人患者の医療（検診を含む）に関する記述的
研究

H27.9.16 承認 

２７－２０
Ｆ２７－１

８
診療部 副院長 小田嶋　博

大気中ＰＭ２．５及び黄砂の健康影響に関する
研究

H27.9.16 承認 

２７－２１
Ｆ２７－１

９
診療部 小児科医師 松﨑　寛司

血漿ヒスタミン測定が診断に有用であった食物
依存性運動誘発アナフィラキシーの１例

H27.10.28 承認 

２７－２２
Ｆ２７－２

０
診療部 呼吸器科医長 中野　博

いびきが睡眠脳波に及ぼす影響についての研
究

H27.10.28 承認 

２７－２３
Ｆ２７－２

１
診療部 呼吸器科医長 中野　博

ＣＯＰＤおよび各種肺疾患での杯の音響伝搬特
性についての研究

H27.10.28 承認 

２７－２４
Ｆ２７－２

２
診療部 副院長 小田嶋　博

学校における喘息・アレルギー疾患の調査に有
効な検査項目に関する研究

H27.10.28 承認 

２７－２５
Ｆ２７－２

３
診療部 皮膚科医師 杉山　晃子

疾患及び薬剤投与における経表皮水分蒸散量
（ＴＥＷＬ）の測定

H27.10.28 承認 

２７－２６
Ｆ２７－２

４
診療部 皮膚科医師 杉山　晃子

食物依存性運動誘発アナフィラキシーにおける
血清中のアンギオテンシン・ブラジキニンの動向
について

H27.10.28 承認 

２７－２７
Ｆ２７－２

５
診療部 心療内科医長 平本　哲哉

ＣＯＰＤ患者の身体活動性・ＱＯＬにおける“なん
ぷくエクササイズ”の効果についての検討

H27.10.28 承認 

２７－２８
Ｆ２７－２

６
診療部 統括診療部長 吉田　誠

特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に
関する後ろ向き調査（厚生労働省難治性疾患克
服研究事業びまん性肺疾患調査研究班分担研
究）

H27.12.16 承認 

２７－２９
Ｆ２７－２

７
診療部 ﾘｳﾏﾁ科医長 吉澤　滋

メトトレキサート（ＭＴ×）関連リンパ増殖性疾患
発症予測因子の同定

H28.1.20 承認 

２７－３０
Ｆ２７－２

８
診療部 統括診療部長 吉田　誠

※研究利益相反のみ
ＣＯＰＤの予後に対する加齢男性性腺機能低下
症候群の影響を調べる他施設共同前向きコ
ホート研究

H28.2.17 承認 

２７－３１ － 診療部リハビリ作業療法士 高瀬　賀予
作業療法士の共感的理解と作業療法に対する
患者満足度の調査

H28.2.17 再提出 
アンケートの内容について、患者に対するものと理学療法士に対する
ものを客観的評価に堪えうる内容となるようにもう少し詳しく作成してく
ださい。


