
令和2年度　岐阜薬科大学　倫理審査申請一覧表

受付
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・
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・

継続

2 2020/7/1   グローバルレギュラトリーサイエンス研究室 教授 塚本 桂
PMDAが保有するJMDC レセプトデータを用いた植
込み型医療機器（合成吸収性癒着防止材）植込み後の
長期成績を評価するコホート研究

倫理審査委員会 2-2 新規

3 2020/6/30 薬局薬学研究室 准教授 井口　和弘
オンラインで実施する薬剤師対象研修会の受講者の満
足度に関連する要因の解析

倫理審査委員会 2-3 新規

4 2020/6/5 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
薬剤師による遠隔健康サポートプログラムの有効性の
検証

倫理審査委員会 2-4 新規

5 2020/6/5 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
全国の中学校３年生における「医薬品教育」の実施状
況調査

倫理審査委員会 2-5 新規

7 2020/6/5 グリーンファーマシー教育推進センター 教授 松永　俊之 有毒植物による中毒の症状と成分の関連性の解明 倫理審査委員会 2-7 新規

8 2020/6/5 実践社会薬学研究室 助教 山下　修司
保険薬局におけるステロイド性骨粗鬆症予防に対する
薬物療法の実態調査

倫理審査委員会 2-8 新規

9 2020/6/5 実践社会薬学研究室 准教授 林 　秀樹
貼付剤NSAIDs の微量採血による血中濃度測定系の構
築

倫理審査委員会 2-9 新規

10 2020/6/5 実践社会薬学研究室 准教授 林　秀樹
医療過疎地域におけるモバイルファーマシーの有効性
の検討

倫理審査委員会 2-10 新規

11 2020/6/5 実践社会薬学研究室 准教授 林　 秀樹
モバイルファーマシーの導入状況及び災害時の運用体
制についての調査研究

倫理審査委員会 2-11 新規

12 2020/6/5 実践社会薬学研究室 准教授 林　秀樹 抗体医薬の治療薬物モニタリング法の開発 倫理審査委員会 2-12 新規

13 2020/6/16   グローバルレギュラトリーサイエンス研究室 教授 塚本　桂
がん/アルツハイマーの患者および介護者の負担感に
関する研究

迅速審査 2-13 変更

14 2020/6/5 薬効解析学研究室 准教授 嶋澤　雅光
レーベル病患者iPS細胞を用いた病態解明及び創薬研
究

迅速審査 2-14 変更

15 2020/8/27 薬物動態学研究室 教授 北市　清幸
前立腺がん治療薬エンザルタミドの有害事象および治
療効果と血漿中濃度の関連性

迅速審査 2-15 変更

16 2020/10/9 分子生物学研究室 教授 福光　秀文 ヒト歯髄細胞の移植による脊髄損傷修復 迅速審査 2-16 変更

17 2020/9/4 薬理学研究室 教授 檜井 栄一 神経膠腫における Smurf2 リン酸化修飾と機能解析 倫理審査委員会 2-17 新規

18 2020/9/1 薬効解析学研究室 准教授 嶋澤　雅光
既存の脊髄性筋萎縮症患者iPS細胞を用いた病態解明
及び創薬研究

倫理審査委員会 2-18 新規

19 2020/9/25 健康・スポーツ科学研究室 准教授 千葉　洋平
統合型地域スポーツクラブにおけるシティズンシップ
に関する研究

倫理審査委員会 2-19 新規

20 2020/9/22 医薬品情報学研究室 教授 中村　光浩
医療情報公開データベースを用いた医薬品、医療機
器、及びワクチンの適正使用にかかる研究

倫理審査委員会 2-20 新規
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21 2020/9/24 感染制御学研究室 教授 井上　直樹
早産児・極低出生体重児におけるサイトメガロウイル
ス母乳感染のインパクト実態解明と対応策の検討（長
崎大学小児科との共同研究）

倫理審査委員会 2-21 新規

22 2020/9/25 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
実臨床におけるアザシチジンの有害事象発現に及ぼす
影響因子の検討

倫理審査委員会 2-22 新規

23 2020/9/25 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
悪性リンパ腫患者の不安および治療の副作用がQOLに
及ぼす影響に関する研究

倫理審査委員会 2-23 新規

24 2020/9/25 健康・スポーツ科学研究室 助教 坂本　太一 滋賀県米原市東草野地域の竹刀製作技術について 倫理審査委員会 2-24 新規

25 2020/9/25 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
全国の中学校３年生における「医薬品教育」の実施状
況調査

迅速審査 2-25 変更

26 2020/9/25 薬物動態学研究室 教授 北市　清幸 精神病性障害関連遺伝子の解析研究 迅速審査 2-26 変更

27 2020/9/30 薬物治療学研究室 講師 栗田　尚佳
筋萎縮性側索硬化症における金属代謝関連遺伝子のエ
ピジェネティクス解析

迅速審査 2-27 変更

28 2020/10/7 薬物動態学研究室 教授 北市　清幸
術前の少量フェンタニル投与に対する反応が、フェン
タニル感受性および代謝に関する遺伝子多型と関連し
て術後悪心嘔吐（PONV）発生の予測となり得るか

迅速審査 2-28 変更

29 2020/9/1 薬効解析学研究室 准教授 嶋澤　雅光
レーベル病患者iPS細胞を用いた病態解明及び創薬研
究

迅速審査 2-29 変更

30 2020/12/21 感染制御学研究室 准教授 腰塚　哲朗
同種造血幹細胞移植の治療効果や合併症等に関する基
礎的研究

倫理審査委員会 2-30 新規

31 2020/12/21 薬効解析学研究室 准教授 嶋澤　雅光 術中摘出隅角組織を用いた緑内障眼の網羅的解析 倫理審査委員会 2-31 新規

32 2020/12/23 薬理学研究室 教授 檜井 栄一
希少難治性疾患患者由来iPS細胞の生物学的特性の解
明

倫理審査委員会 2-32 新規

33 2020/12/23 グリーンファーマシー教育推進センター センター長・教授 足立　哲夫
改訂薬学教育コア・カリキュラムによる実務実習に関
する学生を対象としたアンケート調査

倫理審査委員会 2-33 新規

34 2020/12/23 グリーンファーマシー教育推進センター センター長・教授 足立　哲夫
改訂薬学教育コア・カリキュラムによる実務実習に関
する指導薬剤師を対象としたアンケート調査

倫理審査委員会 2-34 新規

35 2020/12/23 実践社会薬学研究室 准教授 林　秀樹
検体採取日の違いが入院患者のアンチバイオグラムに
及ぼす影響に関する検討

倫理審査委員会 2-35 新規

36 2020/12/23 実践社会薬学研究室 准教授 林　秀樹
「新しい生活様式」に対応した製薬企業からの薬剤部
門への医薬品情報提供活動業務に関する調査研究

倫理審査委員会 2-36 新規

37 2020/12/23 実践社会薬学研究室 准教授 林　秀樹
災害時連絡網における携帯型災害対応マニュアルの
Customer satisfaction 分析評価

倫理審査委員会 2-37 新規

38 2020/12/23 実践社会薬学研究室 准教授 林　秀樹
岐阜県薬剤師会「在宅訪問薬剤指導実地研修」におけ
る受講者アンケート調査

倫理審査委員会 2-38 新規

39 2020/12/23 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ 抗糖尿病薬の効果および副作用に関する研究 倫理審査委員会 2-39 新規

40 2020/12/23 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
泌尿器科受診患者における多剤併用が薬剤有害事象発
現や前立腺症状・過活動膀胱症状に及ぼす影響

迅速審査 2-40 変更
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41 2020/12/23 実践社会薬学研究室 助教 山下　修司
保険薬局におけるステロイド性骨粗鬆症予防に対する
薬物療法の実態調査

迅速審査 2-41 変更

42 2020/12/28 薬物動態学研究室 教授 北市　清幸
新規抗MRSA薬の有効性・安全性向上のための
PK/PD解析に関する研究

迅速審査 2-42 変更

43 2021/2/24 薬局薬学研究室 助教 玉木　啓文
岐阜薬科大学附属薬局に来局した患者の初回患者問診
票および薬剤服用歴を用いた多面的解析－病歴、使用
薬剤、生活習慣との関連－

迅速審査 2-43 変更

44 2021/3/11 医薬品情報学研究室 教授 中村　光浩
医療情報公開データベースを用いた医薬品、医療機
器、及びワクチンの適正使用にかかる研究

迅速審査 2-44 変更
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