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倫理委員会議事要録 

 

日時 平成３０年１月２９（月）１４時００分から１６時００分 

場所 医学部１号館２階 中会議室 

出席者 浅井委員長 

    福土、相場、阿部、今谷、後藤、市江、吉沢、香取、千葉、糠塚、直江、渡邊、伊

藤 の各委員 

圓増 オブザーバー 

欠席者 井川、髙橋 の各委員 

 

○ 議 事 

１．倫理委員会（平成２９年１２月１８日開催）議事要録の確認について  

 委員長から、事前に配付済の議事要録（案）について諮り、一同了承した。 

 

２．倫理審査の審査結果報告について（平成２９年１２月分本審査） 

 委員長から、１２月１８日倫理委員会における本審査課題（ヒトを対象とした医学系研究）

４件について、審査結果、審議内容の報告を行った。 

１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８１５ 

・研究課題名 近赤外分光装置を用いて計測した脳活動による認知介入の効果の予測 

・研究責任者 野内 類 准教授 

（スマート・エイジング学際重点研究センター（加齢研・応用脳科学研究 

分野兼務）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８１６ 

・研究課題名 言語文法規則と敬語表現に関与する脳内メカニズムの解明 

・研究責任者 杉浦 元亮 教授（加齢医学研究所・人間脳科学研究分野） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、説明文書（インフォームド・コンセントを受ける手続き 等）

の修正を確認の上、承認することとした。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８１７ 

・研究課題名 てんかんの死因に関する横断調査 
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・研究責任者 神 一敬 准教授（てんかん学分野） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書（研究の実施体制 等）の修正を確認の上、承認することとした。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８１８ 

・研究課題名 就労者に対するマインドフルネスに基づくストレス低減プログラムの有効

性の検証 

・研究責任者 福土 審 教授（行動医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

 

３．倫理審査の審査結果報告について（迅速審査） 

委員長から、ヒトを対象とした医学系研究、Ｂ申請（変更申請）、軽微な変更による変更

申請（ゲノム解析研究を含む）にかかる迅速審査の結果について報告を行った。 

 医学系研究科倫理委員会における迅速審議件数は、「承認する」７７件で、計７７件であ

った。 

①ヒトを対象とした医学系の研究及び臨床応用についての倫理申請に係る迅速審査について 

１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８１９ 

・研究課題名 未破裂大型近位部内頚動脈瘤の治療法に関する全国実態調査 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（神経外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２０ 

・研究課題名 脳死下臓器･組織提供における効率的な体制構築に関する研究 

・研究責任者 久志本 成樹 教授（救急医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２１ 

・研究課題名 慢性腎臓病におけるプロテアーゼ活性化受容体 2（PAR2）の役割の検討 

・研究責任者 佐藤 博 教授（薬学研究科・臨床薬学分野（腎高内兼務）） 

・判定    承認する 
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・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２２ 

・研究課題名 わが国における甲状腺未分化癌臨床情報データベースの作成 

・研究責任者 中島 範昭 助教（乳腺・内分泌外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２３ 

・研究課題名 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 

・研究責任者 小川 武則 講師（耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２４ 

・研究課題名 AI（人工知能）等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-WSI）の収

集基盤整備と病理支援システム開発 

・研究責任者 渡邉 みか 准教授（病理部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２５ 

・研究課題名 炎症性腸疾患合併患者に対する放射線治療の急性期、晩期有害事象の後ろ向

き研究 

・研究責任者 神宮 啓一 教授（放射線腫瘍学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２６ 

・研究課題名 Adjuvant treatments for advanced upper tract urothelial carcinoma: 

implications of lymphovascular invasion 

・研究責任者 荒井 陽一 教授（泌尿器科学分野） 

・判定    承認する 
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・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２７ 

・研究課題名 免疫系に作用する分子標的薬による皮膚障害の多施設共同観察研究 

・研究責任者 菊地 克子 講師（皮膚科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２８ 

・研究課題名 医学教育と研究指導に活かすコーチング研修における参加者のスキル自己

評価の前後比較と習得度に影響する要因の検討 

・研究責任者 出江 紳一 教授 

（医工学研究科・リハビリテーション医工学分野（肢体不自由学）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８２９ 

・研究課題名 前鋸筋における筋電図貼付位置の妥当性 

・研究責任者 出江 紳一 教授 

（医工学研究科・リハビリテーション医工学分野（肢体不自由学）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３０ 

・研究課題名 新規臨床試験作成のための非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍の多施設共同後

方視的調査研究 

・研究責任者 笹原 洋二 准教授（小児病態学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３１ 

・研究課題名 人工股関節全置換術におけるポータブルナビゲーションシステムに関する

研究 
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・研究責任者 千葉 大介 助教（整形外科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３２ 

・研究課題名 膵癌における抗癌剤感受性予測テスト(CD-DST)法と予後との関連について

の検証 

・研究責任者 有明 恭平 助教（肝・胆・膵外科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３３ 

・研究課題名 退院時の認知症患者における地域包括支援センターの大学病院との連携の

実態及びそれに関わる要因の明確化 

・研究責任者 田口 敦子 准教授（公衆衛生看護学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３４ 

・研究課題名 冠攣縮性狭心症における包括的心臓 CTを用いた画像診断に関する研究 

・研究責任者 松本 泰治 助教（循環器内科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３５ 

・研究課題名 リトドリン塩酸塩の副作用発現リスクスコアの構築 

・研究責任者 眞野 成康 教授（薬剤部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３６ 

・研究課題名 フェブキソスタット用量別の腫瘍崩壊症候群予防効果に 

関する費用対効果分析 
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・研究責任者 眞野 成康 教授（薬剤部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８３７ 

・研究課題名 先天代謝異常症の診断支援システムの構築に関する研究 

・研究責任者 眞野 成康 教授（薬剤部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３８ 

・研究課題名 通所（通所リハビリテーション・通所介護）施設に期待される役割と現状：

医師・管理者・ケアマネジャー・利用者それぞれの視点から 

・研究責任者 目黒 謙一 教授 

（サイクロトロン RIセンター・高齢者高次脳医学寄附研究部門） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８３９ 

・研究課題名 高齢者・認知症者の運転行動・神経心理学的所見・生活実態 

・研究責任者 目黒 謙一 教授 

（サイクロトロン RIセンター・高齢者高次脳医学寄附研究部門） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８４０ 

・研究課題名 磁気共鳴拡散強調画像法における食道扁平上皮癌の Apparent Diffusion 

Coefficient values変化による同時併用化学放射線療法の抗腫瘍効果の評

価に関する前向き観察研究 

・研究責任者 神宮 啓一 教授（放射線腫瘍学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 
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・受付番号  ２０１７－１－８４１ 

・研究課題名 看護職の組織文化に内在する恥の機能に関する研究 

・研究責任者 朝倉 京子 教授（看護管理学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８４２ 

・研究課題名 東北大学病院漢方内科に漢方治療を目的として耳鼻咽喉・頭頚部外科ならび

に歯科・口腔外科から紹介となった症例の受療背景と漢方治療経過に関す

る検討 

・研究責任者 髙山 真 准教授（総合地域医療教育支援部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８４３ 

・研究課題名 終末期がん患者の家族介護者の精神的健康とレジリエンスの関係に関する

研究 

・研究責任者 宮下 光令 教授（緩和ケア看護学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（献体遺体） 

・受付番号  ２０１７－１－８４４ 

・研究課題名 遺体を用いた脳神経外科手術手技研修 微小解剖習熟 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（神経外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（献体遺体） 

・受付番号  ２０１７－１－８４５ 

・研究課題名 遺体を用いた神経ブロックと気道確保の研修 

・研究責任者 山内 正憲 教授（麻酔科学・周術期医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（献体遺体） 
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・受付番号  ２０１７－１－８４６ 

・研究課題名 遺体を用いた神経ブロックと気道確保の研究 

・研究責任者 山内 正憲 教授（麻酔科学・周術期医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

 

②緊急迅速審査について 

 申請なし 

 

 

③過去に採取し保存されている試料・情報の研究使用等について（Ｂ様式）（変更申請）の

迅速審査について 

１） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８４９ 

・研究課題名 高齢者のための新たな体格指標の開発（A 高齢者の体格測定の現状把握調

査） 

・研究責任者 黒田 仁 講師（総合地域医療教育支援部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８５０ 

・研究課題名 出血性胃十二指腸潰瘍に対する内視鏡的止血後の再出血関連因子の検討 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（消化器内科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８８２ 

・研究課題名 東日本大震災による被災地・岩手県宮古市田老地区での疾病・健康について

の研究 

・研究責任者 黒田 仁 講師（総合地域医療教育支援部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８８３ 

・研究課題名 高血圧緊急症の病態解明および治療最適化を目的とした高血圧性臓器障害



9 

 

の解析 

・研究責任者 阿部 高明 教授（医工学研究科・分子病態医工学分野 

（腎高内兼務）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８８４ 

・研究課題名 腎動脈狭窄症患者の高血圧性臓器障害および治療予後判定の検討 

・研究責任者 阿部 高明 教授（医工学研究科・分子病態医工学分野 

（腎高内兼務）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８８５ 

・研究課題名 厚生労働省が提供するレセプト情報等を用いた終末期がん医療の質の評価 

・研究責任者 石岡 千加史 教授（加齢医学研究所・臨床腫瘍学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

７） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８８６ 

・研究課題名 食道扁平上皮癌における放射線化学療法の効果予測、および感受性に関する

研究 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病理診断学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

８） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１７－１－８８７ 

・研究課題名 食道扁平上皮癌における原発巣と転移巣の相違、および化学療法の効果予

測・感受性に関する研究 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病理診断学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

 

④軽微な変更を伴う迅速審査について 
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１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（献体遺体） 

・受付番号  ２０１７－１－８４７ 

・研究課題名 パルスウォータージェットメスを用いた神経温存子宮頸癌根治術式の研究 

・研究責任者 新倉 仁 准教授（婦人科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８４８ 

・研究課題名 プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対する二次的腫

瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパクリタキセル（またはゲム

シタビン）の併用療法にベバシズマブを併用維持療法として使用した場合

の有効性を検討するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験 

・研究責任者 新倉 仁 准教授（婦人科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５１ 

・研究課題名 早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後の同時性・異時性の多発胃癌・食道癌発

生関連因子に関する前向き観察研究 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（消化器内科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８５２ 

・研究課題名 早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後の同時性・異時性の多発胃癌・食道癌発

生関連因子に関する前向き観察研究（ゲノム解析） 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（消化器内科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５３ 

・研究課題名 初発寛解後早期に再発する小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者を

対象とした標準治療（再発時プレドニゾロン治療）と標準治療＋高用量ミゾ

リビン併用の多施設共同オープンランダム化比較試験(JSKDC05) 
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・研究責任者 熊谷 直憲 院内講師（小児科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５４ 

・研究課題名 精神病早期段階のための心理社会的アプローチを採り入れた包括的治療の

開発 

・研究責任者 光永 憲香 助教（精神看護学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５５ 

・研究課題名 被災地域における認知行動療法に基づくアプローチによる一般市民向け研

修プログラムの有効性を検討する介入研究 

・研究責任者 松本 和紀 准教授（精神神経学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５６ 

・研究課題名 本邦の医療現場における代理意思決定者の意思決定過程と心理・社会的影響

に関する質的予備研究 

・研究責任者 浅井 篤 教授（医療倫理学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５７ 

・研究課題名 がん分子標的治療薬（EGFR 阻害薬）投与による皮膚障害に対する通常治療

の課題抽出を目的とした症例研究 

・研究責任者 菊地 克子 講師（皮膚科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５８ 
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・研究課題名 多種多様な環境由来化学物質のバイオモニタリング 

・研究責任者 仲井 邦彦 教授（発達環境医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８５９ 

・研究課題名 小児の重金属曝露メカニズムの解明に関する観察研究 

・研究責任者 仲井 邦彦 教授（発達環境医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６０ 

・研究課題名 デュアルエナジーCTを用いた消化管間質腫瘍の治療効果判定: チロシンキ

ナーゼ阻害剤治療患者を対象とした国際多施設共同前向き試験 

・研究責任者 大田 英揮 助教（放射線部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６１ 

・研究課題名 重症患者における末梢静脈カテーテルによる静脈炎の発生頻度とそのリス

ク因子の検討 

・研究責任者 志賀 卓弥 助教（集中治療部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６２ 

・研究課題名 神経筋疾患における分子病態の解析 

・研究責任者 鈴木 直輝 助教（神経内科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６３ 

・研究課題名 腸管不全に対する小腸移植技術の確立に関する研究 Study to establish 
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intestinal transplant for intestinal failure 腸管不全の予後因子に関

する調査 

・研究責任者 和田 基 准教授（小児外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６４ 

・研究課題名 重症外傷および重症熱傷患者におけるヘパリン起因性血小板減少症

（heparin-induced thrombocytopenia: HIT）発症および HIT抗体陽性化の

メカニズム探索のための多施設共同前向き観察研究 

・研究責任者 藤田 基生 助教（高度救命救急センター） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６５ 

・研究課題名 希少てんかんに関する調査研究 

・研究責任者 神 一敬 准教授（てんかん学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６６ 

・研究課題名 乳がん治療における心臓合併症の画像診断を用いた新たなリスク因子探索

と心機能評価法標準化に関する前向き多施設共同研究-Cardio-oncology の

実践- 

・研究責任者 杉村 宏一郎 講師（循環器内科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６７ 

・研究課題名 回答しやすい自記式調査票デザインの研究：視線追跡実験による検討 

・研究責任者 冨田 尚希 助教（加齢医学研究所・加齢・老年病科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２０） 
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・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６８ 

・研究課題名 インドネシア西ジャワ州における小児肺炎の負荷軽減に関する疫学研究 

・研究責任者 神垣 太郎 助教（微生物学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８６９ 

・研究課題名 急性 B 型大動脈解離患者を対象とした血圧変動および自律神経活動の経時

的変化の解明 

・研究責任者 佐々木 康之輔 助教（心臓血管外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８７０ 

・研究課題名 高血圧・糖尿病・腎機能障害患者、脳虚血患者と健常者における血中・尿中

核酸・フェノール誘導体の測定 

・研究責任者 阿部 高明 教授（医工学研究科・分子病態医工学分野（腎高内兼務）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８７１ 

・研究課題名 認知食行動異常観察チェックシートの作成の試み 

・研究責任者 目黒 謙一 教授 

（サイクロトロン RIセンター・高齢者高次脳医学寄附研究部門） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８７２ 

・研究課題名 妊婦の時系列でのオミクス、ゲノム情報と日々のライフログとの統合情報解

析 

・研究責任者 長﨑 正朗 教授（東北メディカル・メガバンク機構ゲノム解析部門） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 
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２５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８７３ 

・研究課題名 肺癌の増殖浸潤に関わる蛋白と免疫細胞表面受容体に関する研究 

・研究責任者 岡田 克典 教授（呼吸器外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８７４ 

・研究課題名 肺癌患者における末梢血中の癌細胞由来因子と腫瘍免疫関連分子の検出に

関する研究 

・研究責任者 岡田 克典 教授（呼吸器外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８７５ 

・研究課題名 緑内障患者および緑内障疑いの症例において薬剤反応性を決定する遺伝子

情報の探索 

・研究責任者 西口 康二 准教授（視覚先端医療学寄附講座） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８７６ 

・研究課題名 緑内障患者および緑内障疑いの症例において薬剤反応性を決定する遺伝子

情報の探索(ゲノム解析） 

・研究責任者 西口 康二 准教授（視覚先端医療学寄附講座） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８７７ 

・研究課題名 網膜変性・網膜機能低下をきたす疾患の遺伝子解析 

・研究責任者 西口 康二 准教授（視覚先端医療学寄附講座） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 
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３０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８７８ 

・研究課題名 栄養・生活習慣・炎症に着目したうつ病の発症要因解明と個別化医療技術開

発 

・研究責任者 富田 博秋 教授（災害科学国際研究所・災害精神医学分野（精神科兼務）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８７９ 

・研究課題名 栄養・生活習慣・炎症に着目したうつ病の発症要因解明と個別化医療技術開

発（ゲノム解析） 

・研究責任者 富田 博秋 教授（災害科学国際研究所・災害精神医学分野（精神科兼務）） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１７－１－８８０ 

・研究課題名 先天性インプリント異常症の診断と生殖医療の安全性評価 

・研究責任者 有馬 隆博 教授（情報遺伝学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８８８ 

・研究課題名 心臓および大血管外科手術施行患者における自律神経活動の経時的変化の

解明 

・研究責任者 佐々木 康之輔 助教（心臓血管外科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８８９ 

・研究課題名 下肢関節位置覚の非対称性に及ぼす利き足と加齢および着圧ウェア着用の

影響 

・研究責任者 永富 良一 教授 

（医工学研究科・健康維持増進医工学分野（運動学分野兼務）） 

・判定    承認する 
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・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９０ 

・研究課題名 卵管サルコイドーシスに関する研究 

・研究責任者 立花 眞仁 講師（産科） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９１ 

・研究課題名 医療関連感染制御に関する業務プロセス改善プログラムの効果解析に関す

る研究 

・研究責任者 賀来 満夫 教授（総合感染症学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９２ 

・研究課題名 身体イメージの個人差の原因となる神経基盤の解明 

・研究責任者 杉浦 元亮 教授（加齢医学研究所・人間脳科学研究分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９３ 

・研究課題名 急性侵襲病態における Multiliniage-differentiating stress enduring 

cell(Muse細胞)に注目した間葉系幹細胞による治療に向けた研究 

・研究責任者 久志本 成樹 教授（救急医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９４ 

・研究課題名 がん診療連携拠点病院におけるがん患者の鎮痛水準を規定する 

疼痛評価指標の多施設パイロット調査 

・研究責任者 宮下 光令 教授（緩和ケア看護学分野） 

・判定    承認する 
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・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９５ 

・研究課題名 全ゲノム解析研究に関する一般市民を対象とした意識調査 

・研究責任者 大北 全俊 講師（医療倫理学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（献体遺体） 

・受付番号  ２０１７－１－８９６ 

・研究課題名 遺体を用いた神経ブロックと気道確保の研修 

・研究責任者 山内 正憲 教授（麻酔科学・周術期医学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

 

４．ヒトを対象とした医学系の研究及び臨床応用についての倫理審査の申請について 

申請のあった課題について審議を行った。審議件数は、「承認する」６件、「条件付きで承

認する」１件、「再提出」1件で、計８件であった。  

１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９７ 

・研究課題名 初回治療として広汎子宮全摘出術と骨盤リンパ節切除術を受けた中等度リ

スクのステージⅠ/ⅡA 期の子宮頸がん患者に対する術後放射線療法と同時

化学放射線療法のランダム化第Ⅲ相試験 

・研究責任者 新倉 仁 准教授（婦人科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９８ 

・研究課題名 異型腺細胞（AGC）という細胞診断患者の子宮頸部病変診断における CA-

Ⅸ,p16,増殖性マーカーとヒトパピローマウイルス（HPV）による比較解析

（GOG-0237） 

・研究責任者 新倉 仁 准教授（婦人科学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３） 
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・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－８９９ 

・研究課題名 進行がん患者のオピオイド服薬マネジメント尺度の開発第一段階：尺度原案

作成を目的としたインタビュー調査 

・研究責任者 佐藤 冨美子 教授（がん看護学分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－９００ 

・研究課題名 高齢者のための新たな体格指標の開発（C.大腿長と身長の相関解析） 

・研究責任者 黒田 仁 講師（総合地域医療教育支援部） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－９０１ 

・研究課題名 機能的 MRIを用いた匂い意味認知の神経基盤に関する研究 

・研究責任者 杉浦 元亮 教授（加齢医学研究所・人間脳科学研究分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－９０２ 

・研究課題名 加圧ソックスが歩行の安定性に与える影響の加齢変化の検討 

・研究責任者 川島 隆太 教授（加齢医学研究所・応用脳科学研究分野） 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－９０３ 

・研究課題名 認知症および糖尿病におけるアロマ及び食品の感覚（嗅覚・視覚）刺激によ

る脳血流の変化と臨床応用 

・研究責任者 目黒 謙一 教授 

（サイクロトロン RIセンター・高齢者高次脳医学寄附研究部門） 

・判定    再提出 

・審議内容  科学性が担保されていないため、研究デザインの再考を指示することとし

た。 
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８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１７－１－９０４ 

・研究課題名 強磁性トンネル接合（MTJ）集積を用いた心磁図によるリアルタイム３D 不

整脈基質の室温イメージングに関する臨床研究 

・研究責任者 下川 宏明 教授（循環器内科学分野） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、説明文書（研究対象者に生じる負担、予測されるリスク、利益、

これらの総合的評価及びリスクを最小化する対策 等）の修正を確認の上、

承認することとした。 

 

 

５．有害事象報告の審査について 

 自施設における有害事象報告のあった下記課題について審議の結果、継続が承認された。 

 １）申 請 者：佐藤 博 教授（説明者：中道 崇 助教）NO.２０１５-１-８２１ 

   研究課題名：保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究 

         －ダルベポエチン アルファ製剤低反応に関する検討－ 

   判   定：継続を承認する 

   

６．有害事象報告について （資料１） 

 下記課題に係る他施設における有害事象について、提出された報告書に基づき委員長か

ら説明・報告を行った。 

研究責任者：新倉 仁 准教授（婦人科学分野） 

研究課題名：プラチナ感受性の再発卵巣癌、原発性腹膜癌および卵管癌に対する二次的腫

瘍減量手術の有効性、およびカルボプラチンとパクリタキセル（またはゲム

シタビン）の併用療法にベバシズマブを併用維持療法として使用した場合

の有効性を検討するランダム化第Ⅲ相比較臨床試験」（２０１７-１-８４８） 

 

 

７．「人を対象とする医学系研究に関する倫理申請手順書」（大学院医学系研究科倫理委員会

／病院臨床研究倫理委員会）の改定について （資料２） 

 事務担当から、倫理申請手順書改定案の主な変更点について報告の後、委員長から今後の

改定手順等について説明を行い了承された。 

 

 

 

以 上 

 


