
平成23年10月4日 独立行政法人国立病院機構相模原病院 ＮＯ．１

所属 職名 氏名

6 平成23年9月14日

成人喘息患者におけるブデソニド／ホルモ
テロール配合薬治療による長期予後に対す
る検討。－無作為化オープンBUD/FM　ｖｓ
BUD並行群間比較試験－

診療部 アレルギー科医員 釣木澤尚実 承認

7 平成23年9月14日

成人気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患の診
断、治療効果判定における肺機能検査（気
道過敏性、気道可逆性、オッシレーション
法）及び呼気NOの有用性に関する研究

診療部 アレルギー科医員 釣木澤尚実 承認

8 平成23年9月14日
アレルギー性気管支肺真菌症の治療におい
て抗真菌剤が免疫学的バイオマーカー及び
肺機能に及ぼす影響に関する研究

診療部 アレルギー科医員 釣木澤尚実 保留

治療に使用されるITCZ.VRCZ
は医療保険上ABPMに対して
適応がなく副作用がおきたと
きに公的補償が受けられない
可能性がある。従って研究者
において臨床研究保険などに
加入するなど、副作用補償対
策をする必要がある。その体
制を整えてから再度提出する
こと。

9 平成23年9月21日 術後せん妄に対する看護師の認識 看護部 看護師長 大沢明子 審査対象外
職員に対する研究等は倫理
審査対象外とした

判定 意見整理番号 申請月日 課題名
申請者

回答内容

1 平成23年9月6日
関節リウマチにおける薬剤性肺障害発症に関わ
る遺伝子の探索

臨床研究セ
ンター

遺伝子診断・治療研
究室長

古川宏 承認

副看護師長 山坂友美 承認

2 平成23年9月6日 膠原病の発症における遺伝因子の寄与の解明
臨床研究セ

ンター
遺伝子診断・治療研

究室長
古川宏

3 平成23年9月14日
腹壁腸管マッピングにて、ストーマサイトマーキ
ングを行った2症例

看護部

承認

副センター長

4 平成23年9月26日
本邦関節リウマチ患者の疾患活動性・身体障害
度・有害事象・医療費用の推移を明らかにするた
めの多施設共同疫学研究

臨床研究セ
ンター

リウマチ性疾患研究
部長

當間重人 承認

5 平成23年9月26日
シーメンス・イムライズの臨床的有用性に関する
研究

臨床研究セ
ンター

長谷川眞紀 承認



所属 職名 氏名
判定 意見整理番号 申請月日 課題名

申請者
回答内容

10 平成23年9月21日
インフューザーポンプの注入速度と環境因
子との関係

看護部 看護師長 大沢明子 承認

11 平成23年9月21日
Lee　Silverman　Voice　TreatmentR
（LSVTR）に関する研究

診療部 リハビリテーション科医長丸谷龍思
条件付き
承認

誤字訂正すること。・同意書の
国立病院帰港・独立嶢性法人
※次回申請がある場合は当
院の書式を使うこと。

12 平成23年9月21日 経口免疫療法を行う児と家族の思い 看護部 看護師長 野口美穂子 承認

13 平成23年9月21日
産後５～６日目の初産婦の母乳育児に対す
る思い

看護部 助産師 中塚沙奈 承認

14 平成23年9月20日
術後縫合不全を起こし、創傷管理と栄養管
理から改善を認めた一症例

看護部 看護師長 大沢明子
条件付き
承認

抄録の書き方で、プライバ
シー保護の観点から手術の
年月をぼかす事。

15 平成23年9月20日
中・高疾患活動性関節リウマチ患者におけ
る「目標達成に向けた治療」に関する臨床疫
学的研究

診療部 リウマチ科医長 松井利浩 承認

16 平成23年9月21日
外来診療における食料アレルギー経口免疫
療法

診療部 小児科医長 今井孝成
条件付き
承認

患者・家族への説明の中に、
重篤な副作用の可能性、また
それに対する対処法の説明を
入れること。

17 平成23年9月20日
経口免疫療法を受けている食物アレルギー
児のQOL（Quaｌity　of　life）調査研究

臨床研究セ
ンター

アレルギー疾患研究部長海老澤元宏 承認

18 平成23年9月20日
食物アレルギーサインプレートと食物アレル
ギー緊急時カードに関する患者アンケート調
査研究

診療部 小児科医長 今井孝成 承認

19 平成23年9月21日 種子アレルゲンエビトープ解析
臨床研究セ

ンター
アレルギー疾患研究部長海老澤元宏 承認

20 平成23年9月21日
気管支喘息の診断、治療判定におけるEBC
中IDO活性の有用性

診療部 アレルギー科医師 粒来崇博 承認



所属 職名 氏名
判定 意見整理番号 申請月日 課題名

申請者
回答内容

21 平成23年9月21日
保険適用外の抗癌剤使用、シスプラチン、５
－FU（外科：大腸癌　FPのレジメに準ずる）

診療部 泌尿器科医師 林　博文
条件付き
承認

薬剤の副作用について説明
書に詳述すること。また医療
保険適応外使用であることを
明記すること。また副医長とい
うのは正式職名ではないので
医員とすること。同意書の７か
ら１０の項目は不要

22 平成23年9月20日
神経変成疾患のバイオマーカーの探索に関
する研究

診療部 神経内科医長 長谷川一子 承認
横山照夫医師の職名を医長
とすること。

23 平成23年9月21日 パーキンソン病に対するゾルピデムの効果 診療部 神経内科医長 長谷川一子 承認

24 平成23年9月21日
チャーグストラウス症候群患者の診断初期
の体験

看護部 看護師長 樋口裕子 承認

25 平成23年9月21日
手袋型抑制袋使用時の消臭・抗菌スプレー
による臭気減少効果の検証

看護部 看護師長 金森由美
条件付き
承認

同意書に患者氏名と同意者
氏名の欄を作ること。

26 平成23年9月20日 臨床での口腔ケアを定着させるために 看護部 看護師長 小宮やよい 審査対象外
職員に対する研究等は倫理
審査対象外とした

27 平成23年9月21日
高齢循環器疾患患者に対する刺入部被覆
法による点滴自己抜去予防効果の検証

看護部 看護師長 志賀朋絵 承認

28 平成23年9月21日
パーキンソン病の発症および経過に関連す
る遺伝子探索に関する国際共同研究

診療部 神経内科医長 長谷川一子 承認

29 平成23年9月21日
急性心筋梗塞発症後心臓リハビリテーショ
ンプログラムを実施する患者の行動に影響
する要因の探索

看護部 看護師長 志賀朋絵 承認

31 平成23年9月21日
変形性関節症の進行機序の解明に関する
研究

診療部 整形外科医長 十字琢夫 承認

32 平成23年9月21日
変形性膝関節症に対するベバシズマブ(ア
バスチンR)の関節内投与による治療効果の
検討

診療部 整形外科医長 十字琢夫 承認

33 平成23年9月21日
直接介助看護師の物品準備に関する実態
調査

看護部 看護師長 市川徳美 審査対象外
職員に対する研究等は倫理
審査対象外とした



所属 職名 氏名
判定 意見整理番号 申請月日 課題名

申請者
回答内容

34 平成23年9月21日
整形外科手術後患者にとってのクーリング
の意味

看護部 看護師長 池田正代 承認

35 平成23年9月21日
パーキンソン病神経難病患者の嚥下障害に
ついての実態調査

診療部
リハビリテーション科
言語聴覚士

池山順子
条件付き
承認

誤字訂正すること。・同意書の
国立病院帰港・独立嶢性法人
※患者さんに対する説明文書
中では英語は出来るだけ使
用せずカタカナで表記するこ
と。Parkinson病→パーキンソ
ン病

36 平成23年9月21日
インシデントカンファレンスの活性化による
看護師のインシデントへの認識の変化

看護部 看護師長 古屋富士子 審査対象外
職員に対する研究等は倫理
審査対象外とした

37 平成23年9月21日 保険適応外の抗癌剤使用 診療部 泌尿器科医長 平井耕太郎
条件付き
承認

薬剤の副作用、その対処法に
ついて説明書で詳述するこ
と、同意文書中の７から10ま
では不要


