
令和３年度　岐阜薬科大学　倫理審査申請一覧表

受付
番号

申請日 研究室名 役職 申請者 研究計画名 審査方法 承認番号

新規
・
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・

継続

1 2021/9/17 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 3-1 変更

2 2021/9/17 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 3-2 変更

3 2021/4/13 ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾏｼｰ教育推進ｾﾝﾀｰ 教授 松永　俊之
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

迅速審査 3-4 変更

4 2021/4/13 ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾏｼｰ教育推進ｾﾝﾀｰ 教授 松永　俊之
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

迅速審査 3-5 変更

5 2021/4/22 地域医療実践薬学研究室 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 3-6 変更

6 2021/4/23 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 3-7 変更

7 2021/4/21 地域医療実践薬学研究室 准教授 林　秀樹
子宮頚がんの放射線治療による悪心・嘔吐のリスク因
子解析と制吐対策の検討

第１回
倫理審査委員会

3-8 新規

8 2021/4/21 地域医療実践薬学研究室 准教授 林　秀樹
外来がん化学療法における有害事象に対する支持療法
の強化が患者の QOL に与える影響に関する
検討

第１回
倫理審査委員会

3-9 新規

9 2021/5/20 地域医療実践薬学研究室 准教授 林　秀樹
腎機能に関連した疑義照会の薬剤費への影響と処方変
更後の治療効果

第１回
倫理審査委員会

3-10 新規

10 2021/5/20 薬物動態学研究室 教授 北市　清幸
母体により接取された薬物の母乳中移行と児への曝露
の関連に関する研究

第１回
倫理審査委員会

3-11 新規

11 2021/5/20 薬品分析化学研究室 教授 江坂　幸宏 呼気凝集液（EBC）分析法の開発
第１回

倫理審査委員会
3-12 新規

12 2021/5/20 薬局薬学研究室 講師 伊野　陽子
保険薬局での抗がん剤使用患者に対する服薬フォロー
アップ有用性の検討

第１回
倫理審査委員会

3-13 新規

13 2021/5/20 地域医療実践薬学研究室 助教 山下　修司
ベンゾジアゼピン系薬剤が投与された高齢者に対する
酸棗仁湯の及ぼす影響

第１回
倫理審査委員会

3-16 新規

14 2021/5/20 地域医療実践薬学研究室 助教 山下　修司
保険薬局における腎機能情報を用いた患者への薬剤師
の関わりとその医療経済効果

第１回
倫理審査委員会

3-17 新規

15 2021/5/18 薬局薬学研究室 助教 玉木　啓文
経口ステロイド薬服用による HbA1c に対する影響を
検討する研究

第１回
倫理審査委員会

3-18 新規

16 2021/5/13 英語研究室 准教授 松家　鮎美
理系学生のための最小英語テストの開発：英語能力の
測定及び向上のための研究

第１回
倫理審査委員会

3-19 新規

17 2021/5/13 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

迅速審査 3-20 変更
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18 2021/5/17 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 3-21 変更

19 2021/5/21 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 3-22 変更

20 2021/5/20 地域医療薬学寄附講座 特任講師 河合　琢良
DOMAC含有食品の摂取が口腔衛生環境の改善や
QOLの向上に及ぼす影響に関する研究

岐阜大学
倫理審査委員会

3-23 新規

21 2021/5/20 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹
オキサリプラチン投与時の血管痛に対するデキサメタ
ゾンによるpH調整が患者のVASに与える影響に関す
る検討

一括審査 3-24 新規

22 2021/8/23 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 3-25 変更

23 2021/8/27 薬局薬学研究室 講師 長内　理大
薬剤師の性差による女性ホルモン製剤の服用指導に対
する意識の実態調査

第２回
倫理審査委員会

3-26 新規

24 2021/8/27 病院薬学研究室 講師 野口　義紘
岐阜薬科大学附属薬局において実習を受けた学生を対
象とした実務実習に関するアンケート調査

第２回
倫理審査委員会

3-27 新規

25 2021/8/27 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹
C型肝炎ウイルス抗体陽性未治療患者見逃し事例減少
への活動

第２回
倫理審査委員会

3-28 新規

26 2021/9/9 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 3-29 変更

27 2021/9/9 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
岐阜市の小・中・高等学校の児童生徒を対象にした
「医薬品の正しい使い方」に関する定点追跡調査

迅速審査 3-30 変更

28 2021/9/10 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

迅速審査 3-31 変更

29 2021/9/1 薬化学研究室 教授 永澤　秀子
トロンビン受容体 PAR-1 標的 pepducin をリガン
ドとするケミカルプローブの開発研究

一括審査 3-32 新規

30 2021/9/30 病院薬学研究室 教授 寺町　ひとみ
「医薬品の正しい使い方」プロジェクトに対するアン
ケート調査

迅速審査 3-33 変更

31 2021/10/4 薬効解析学研究室 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

迅速審査 3-34 変更

32 2021/10/4 薬効解析学研究室 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 3-35 変更

33 2021/11/8 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹
難治性血管・リンパ管疾患患者の脂質系バイオマー
カーを用いたシロリムスの有効性評価に関する観察研
究

一括審査 3-36 新規

34 2021/12/13 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹
胃癌患者における1次治療のオキサリプラチン由来の
末梢神経障害が2次治療のパクリタキセル療法に与え
る影響

一括審査 3-38 新規
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35 2021/12/8 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 3-40 変更

36 2021/12/13 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 3-41 変更

37 2021/12/13 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

迅速審査 3-42 変更

38 2021/12/21 薬物治療学研究室 教授 位田　雅俊
RT-QUIC 法を用いた ALS-FTLD の新規診断法の開
発:後ろ向き探索的観察研究

一括審査 3-43 新規

39 2021/12/21 薬局薬学研究室 教授 井口　和弘 介護支援専門員と薬局薬剤師の連携状況に関する調査
第３回

倫理審査委員会
3-44 新規

40 2021/12/23 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹 災害薬事コーディネーター制度の実態調査研究
第３回

倫理審査委員会
3-45 新規

41 2021/12/23 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹 薬局における災害対策の実態調査研究
第３回

倫理審査委員会
3-46 新規

42 2021/12/23 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹
新型コロナウィルス感染症ワクチンの調製に関する技
術研修会の有用性評価に関する研究

第３回
倫理審査委員会

3-47 新規

43 2021/12/23 地域医療実践薬学研究室 教授 林　秀樹
薬剤師によるステロイド性骨粗鬆症の予防管理の有用
性評価

第３回
倫理審査委員会

3-48 新規

44 2022/3/18 健康・スポーツ科学研究室 准教授 千葉　洋平
総合型地域スポーツクラブにおける市民の運営プロセ
ス

迅速審査 3-49 変更
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