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倫理委員会議事要録 

 

日時 平成３０年１０月２２日（月）１４時００分から１５時４５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、今谷、後藤、市江、吉沢、香取、高井、井川、直江、糠塚、渡邊、伊藤、髙

橋 の各委員 

圓増 オブザーバー 

欠席者 阿部 委員 

 

議事に先立ち、委員長から、基礎修練のため医療倫理学分野に配属されている医学科３年生４

名（亀田敦也、松見高太郎、目黒優人、川端真聖）の、１０、１１、１２月倫理委員会の見学及

び守秘義務の徹底等について説明し、見学について了承を得た。 

 

○ 議 事 

１．倫理委員会（平成３０年９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３０年９月分本審査） 

委員長から、９月１８日倫理委員会における本審査課題１０件について、審査結果、審議内容

の報告を行った。 

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審査の申請について 

１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４２１ 

・研究課題名 間歇性跛行を呈する末梢動脈疾患患者に対する装具療法の即時的効果に関する研

究 

・研究責任者 上月 正博 教授（内部障害学分野） 

・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  ２０１８－１－４２２ 

・研究課題名 自分自身の体型イメージの変化に関わる視線についての予備的研究 

・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。 

 

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  ２０１８－１－４２３ 

・研究課題名 人に対する優先的注意の定型的・非定型的発達に関する認知神経科学研究 

・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。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４２４ 

・研究課題名 経頭蓋磁気刺激法を用いた脳刺激によるストレス応答システムの解明 

・研究責任者 鹿野 理子 助教 

（学際科学フロンティア研究所・人間・社会研究領域（行動医学分野兼務）） 

・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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４２５ 

・研究課題名 暑熱環境下での環境温に対する耳垂表面温度の変化と疲労感に関する観察研究 

・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 

・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  ２０１８－１－４２６ 

・研究課題名 看護学専攻 4年生に対するポジティブ心理学による介入後の楽観性、自己効力感、

ストレスレベルの研究 

・研究責任者 CHIU CINDY HSIN YI 講師（地域保健学分野） 

・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  ２０１８－１－４２７ 

・研究課題名 連続的非侵襲指動脈圧測定の正確性検証に関する前向き研究 

・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 

・判定に付記したコメント  なし 

・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 
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・受付番号  ２０１８－１－４２８ 

・研究課題名 術前検査で判明した肝炎ウイルス感染者に対する受診勧奨の評価 

・研究責任者 井上 淳 助教（消化器内科） 

・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。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４２９ 

・研究課題名 膵全摘術後患者の持続血糖測定機能付インスリンポンプ（SAP）装着に関する前向

き観察研究 

・研究責任者 海野 倫明 教授（消化器外科学分野（外科一）） 

・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  ２０１８－１－４３０ 

・研究課題名 胸部食道癌に対する術前化学療法施行中、経口的栄養補助の有効性に関する第Ⅱ

相試験 

・研究責任者 亀井 尚 教授（消化器外科学分野（外科二）） 

・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、軽微な変更による変更申請（Ｂ申請、ゲノム解析

研究、献体遺体研究を含む）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」１１８件、「条件付きで承認す

る」１件で、計１１９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  ２０１８－１－４３１ 

・研究課題名 緑内障病態解明を目指した包括的基礎研究 

・研究責任者 横山 悠 助教（眼科） 

・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。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４３２ 

・研究課題名 肺移植患者の QOLと ADLに関する観察研究 

・研究責任者 上月 正博 教授（内部障害学分野） 
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・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  ２０１８－１－４３３ 

・研究課題名 糖尿病既往乳癌患者におけるリスク、GLP-1受容体発現と臨床的意義 

・研究責任者 笹野 公伸 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） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４３４ 

・研究課題名 加齢に伴う副腎の細胞老化および病理組織学的変化に関する検討 

・研究責任者 笹野 公伸 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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４３５ 

・研究課題名 Triple negative 乳癌における Androgen receptor の splice variant の役割につ

いての検討 

・研究責任者 笹野 公伸 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。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４３６ 

・研究課題名 長期入院している子どもが院内学級に通学することでよかったと感じていること

に関する質問紙調査 

・研究責任者 塩飽 仁 教授（小児看護学分野） 

・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  ２０１８－１－４３７ 

・研究課題名 フーリエ解析を用いた死後 CT画像における骨の性別判定 

・研究責任者 臼井 章仁 助教（ＡＩセンター（画像解析学分野）） 

・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。 
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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  ２０１８－１－４３８ 

・研究課題名 死後 CTにおける胃融解に関する研究 

・研究責任者 臼井 章仁 助教（ＡＩセンター（画像解析学分野）） 

・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  ２０１８－１－４３９ 

・研究課題名 死後 CTにおける溺死に関する研究 

・研究責任者 臼井 章仁 助教（ＡＩセンター（画像解析学分野）） 

・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。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４４０ 

・研究課題名 CD56陽性皮膚 T細胞リンパ腫に関する後方視的検討 

・研究責任者 張替 秀郎 教授（血液・免疫病学分野） 

・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  ２０１８－１－４４１ 

・研究課題名 高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後

方視的観察研究：HORIZON study 

・研究責任者 張替 秀郎 教授（血液・免疫病学分野） 

・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  ２０１８－１－４４２ 

・研究課題名 肝移植周術期における経過と短期・長期成績の研究 

・研究責任者 宮城 重人 准教授（臓器移植医療部） 

・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。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４４３ 

・研究課題名 膵・腎移植における短期・長期成績に関する疫学研究 
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・研究責任者 宮城 重人 准教授（臓器移植医療部） 

・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  ２０１８－１－４４４ 

・研究課題名 肝癌周術期における経過と短期・長期成績の研究 

・研究責任者 宮城 重人 准教授（臓器移植医療部） 

・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。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４４５ 

・研究課題名 大学病院におけるカルバペネム耐性菌の分子疫学研究 

・研究責任者 金森 肇 講師（総合感染症科） 

・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。 

 

１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４４６ 

・研究課題名 宮城県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌の分子疫学研究 

・研究責任者 金森 肇 講師（総合感染症科） 

・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  ２０１８－１－４４７ 

・研究課題名 日本におけるカルバペネム耐性菌の分子疫学研究 

・研究責任者 金森 肇 講師（総合感染症科） 

・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。 

 

１８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４４８ 

・研究課題名 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症に関する臨床的及び微生物学的研

究 

・研究責任者 金森 肇 講師（総合感染症科） 

・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。 
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１９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４４９ 

・研究課題名 日本の臨床現場における転移性腎細胞がん患者を対象とした VEGFR-TKI 治療後の

アキシチニブの安全性と有効性に関する多施設共同後方視的観察研究 

・研究責任者 三塚 浩二 講師（泌尿器科） 

・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） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５０ 

・研究課題名 筋層非浸潤性膀胱がんの最適な管理方法の開発に関する後ろ向き研究 

・研究責任者 佐藤 琢磨 助教（泌尿器科） 

・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。 

 

２１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５１ 

・研究課題名 直腸肛門奇形の症例登録と中央病型診断による多施設共同観察研究 

・研究責任者 仁尾 正記 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。 

 

２２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５２ 

・研究課題名 脊髄低灌流時における髄液酸素分圧に関する前向き観察研究 

・研究責任者 齋木 佳克 教授（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。 

 

２３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５３ 

・研究課題名 緩和ケアを専門とする医療者が不在である在宅療養支援診療に、緩和ケアを専門

とする医師が定期的に診療することによる訪問看護師への緩和ケアに関する教育

効果の調査 

・研究責任者 田上 恵太 助教（緩和医療学分野） 

・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 
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・受付番号  ２０１８－１－４５４ 

・研究課題名 間質性肺炎合併原発性肺癌における術前 FDG-PET/CT所見と術後間質性肺炎の急性

増悪との関連に関する前向き観察研究 

・研究責任者 大石 久 助教（呼吸器外科） 

・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。 

 

２５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５５ 

・研究課題名 副鼻腔真菌症の原因真菌とその微生物叢解析による重篤化予防と疾患制御に関す

る研究 

・研究責任者 角田 梨紗子 助教（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。 

 

２６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５６ 

・研究課題名 遺伝子解析による感染症の原因微生物の同定と重症化の要因についての検索 

・研究責任者 角田 梨紗子 助教（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。 

 

２７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５７ 

・研究課題名 皮膚疾患画像ナショナルデータベースの構築と AI活用診療支援システムの開発 

・研究責任者 山﨑 研志 准教授（皮膚科学分野） 

・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。 

 

２８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５８ 

・研究課題名 自己免疫性膵炎に合併した炎症性膵嚢胞症例の全国調査 

・研究責任者 正宗 淳 教授（消化器病態学分野） 

・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。 

 

２９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４５９ 

・研究課題名 ゲノタイプ 2 型 C 型肝炎合併透析患者における glecaprevir/pibrentasvir の効

果・安全性の検討 
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・研究責任者 井上 淳 助教（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。 

 

３０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６０ 

・研究課題名 フォークトー小柳ー原田病及びサルコイドーシスに伴う非感染性の中間部、後部

又は汎ぶどう膜炎患者における再燃時の全身ステロイド薬の使用実態を検討する

多施設共同後ろ向き観察研究 

・研究責任者 新田 文彦 助教（眼科） 

・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。 

 

３１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６１ 

・研究課題名 角結膜疾患に関する疫学研究 

・研究責任者 小林 航 助教（網膜疾患制御学寄附講座） 

・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。 

 

３２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６２ 

・研究課題名 舌癌以外の頭頚部癌に対する小線源治療の、急性期・晩期有害事象や治療効果に

関する後ろ向き研究 

・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。 

 

３３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６３ 

・研究課題名 医用画像を用いたオーダーメイド治療の基礎的研究 

・研究責任者 角谷 倫之 助教（放射線治療科） 

・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。 

 

３４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６４ 

・研究課題名 Stanford B 型大動脈解離に対して撮像した 4D flow MRI と CFD(Computational 

Fluid Dynamics)による血行動態の比較 

・研究責任者 大田 英揮 助教（放射線部） 
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・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。 

 

３５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６５ 

・研究課題名 急性呼吸窮迫症候群における数学的パラメータを用いた気道拡張の変化と予後の

関連 

・研究責任者 冨永 循哉 講師（放射線診断学分野） 

・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。 

 

３６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６６ 

・研究課題名 最新半導体 PETと従来型 PETの比較研究 

・研究責任者 髙浪 健太郎 助教（放射線診断科） 

・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。 

 

３７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６７ 

・研究課題名 「椎骨動脈解離に対する血管内治療における延髄梗塞発症リスク：３D血管撮影に

よる延髄への穿通枝と後下小脳動脈の分枝パターンならびに治療法と延髄梗塞発

症リスクの関連性の検討」 

・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。 

 

３８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６８ 

・研究課題名 NICU・GCU から在宅生活に移行した極低出生体重児を養育する家族のエンパワメ

ントの実態と関連要因の把握 

・研究責任者 埴田 卓志 助教（周産母子センター） 

・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。 

 

３９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４６９ 

・研究課題名 静脈血栓塞栓症の後ろ向き観察研究 

・研究責任者 後藤 均 准教授（消化器外科学分野（外科二）） 

・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  ２０１８－１－４７０ 

・研究課題名 次世代医療機器開発へ向けた 内視鏡外科手術における暗黙知のデータベース構

築 

・研究責任者 内藤 剛 准教授（消化器外科学分野（外科一）） 

・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 

・受付番号  ２０１８－１－４７１ 

・研究課題名 減量外科治療における効果不良因子の検討-多施設共同調査研究 

・研究責任者 内藤 剛 准教授（消化器外科学分野（外科一）） 

・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。 

 

４２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７２ 

・研究課題名 大腸癌関連線維芽細胞における VCAM1、WNT2、WNT5aの発現解析 

・研究責任者 唐澤 秀明 助教（胃腸外科） 

・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。 

 

４３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７３ 

・研究課題名 腹腔鏡下膵切除術の有用性および安全性の後方視的検討 

・研究責任者 森川 孝則 講師（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。 

 

４４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７４ 

・研究課題名 80 歳以上高齢者膵癌に対する適切な治療法を検証するためのアンケート調査 

・研究責任者 水間 正道 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。 

 

４５） 

・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  ２０１８－１－４７５ 

・研究課題名 ヒト血清および髄液を用いた中枢神経系の代謝動態に関する疫学研究 

・研究責任者 石井 正 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。 

 

４６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７６ 

・研究課題名 尿中蛋白排泄量と甲状腺機能の関係性についての検討 

・研究責任者 阿部 倫明 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。 

 

４７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７７ 

・研究課題名 Deep learningを用いた副腎の画像診断 

・研究責任者 植田 琢也 教授（画像診断学分野） 

・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。 

 

４８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７８ 

・研究課題名 スモン検診における MCI（軽度認知障害）検査 

・研究責任者 菊池 昭夫 助教（神経内科学分野） 

・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。 

 

４９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４７９ 

・研究課題名 尿中沈渣および細胞成分の臨床的有用性の検討 

・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。 

 

５０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４８０ 

・研究課題名 外傷早期の凝固線溶障害と治療・転帰との関連を解明するための多施設共同観察

研究２（Japanese Observational study for Coagulatiom and Thrombolysis in 

Early Trauma, J-OCTET2) 

・研究責任者 久志本 成樹 教授（救急医学分野） 
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・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。 

 

５１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４８１ 

・研究課題名 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査 

・研究責任者 川副 友 助教（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。 

 

５２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４８２ 

・研究課題名 埋め込み型中心静脈ポート関連合併症に関する前向き観察研究 

・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。 

 

５３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４８３ 

・研究課題名 種々の症状を呈する難治性疾患における中枢神経感作に関する研究 

・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。 

 

５４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４８４ 

・研究課題名 上皮性卵巣癌における血管内皮細胞増殖因子の検討 

・研究責任者 島田 宗昭 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。 

 

５５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４８５ 

・研究課題名 閉経前女性の性腺機能不全による続発性骨粗鬆症に対する治療法・治療成績の後

方視的調査研究 

・研究責任者 志賀 尚美 助教（婦人科） 

・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。 

 

５６） 
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・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  ２０１８－１－４８６ 

・研究課題名 婦人科悪性腫瘍研究機構 JGOG-ToMMo バイオバンキング事業 

・研究責任者 德永 英樹 講師（婦人科） 

・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。 

 

５７） 

・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  ２０１８－１－４８７ 

・研究課題名 内分泌代謝疾患の遺伝子型・核型・表現関連等に関する研究 

・研究責任者 藤原 幾磨 教授（小児環境医学分野） 

・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。 

 

５８） 

・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  ２０１８－１－４８８ 

・研究課題名 先天性骨系統疾患の遺伝子診断 

・研究責任者 藤原 幾磨 教授（小児環境医学分野） 

・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。 

 

５９） 

・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  ２０１８－１－４８９ 

・研究課題名 リン脂質の膜動態と疾患 

・研究責任者 呉 繁夫 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。 

 

６０） 

・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  ２０１８－１－４９０ 

・研究課題名 原発性脳腫瘍の腫瘍内代謝産物による分子診断 

・研究責任者 金森 政之 准教授（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。 

 

６１） 

・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  ２０１８－１－４９１ 

・研究課題名 ミトコンドリア病の病因・病態・治療研究 

・研究責任者 有本 博一 教授（生命科学研究科・分子情報化学分野） 

・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。 

 

６２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４９２ 

・研究課題名 市中健診クリニックを拠点とした認知機能障害の予後規定因子の解明のための研

究 

・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    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、説明文書（診療行為と研究の境界を明確化 等）の修正を確認の上、

承認することとした。 

 

   

②軽微な変更を伴う迅速審査について 

１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４９３ 

・研究課題名 東日本大震災における致死プロセスの解明とそれを活用した効果的な救命・救急・

捜索手法および防災啓発・教育ツールの提案 

・研究責任者 門廻 充侍 助教（災害科学国際研究所・津波工学研究分野） 

・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。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４９４ 

・研究課題名 日本腎生検レジストリーを利用したわが国における巣状分節性糸球体硬化症の

variant の予後についての二次調査 

・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 

・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  ２０１８－１－４９５ 

・研究課題名 放射線治療計画 CTを用いたアトラスベースによる前立腺内尿道の自動描出を行う

ための基礎研究 

・研究責任者 武田 賢 教授（（保健学専攻）放射線治療学分野） 

・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  ２０１８－１－４９６ 
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・研究課題名 病院職員のマスク使用に関する実態調査およびメンタルヘルスとの関連の解明 

・研究責任者 黒澤 一 教授（産業医学分野） 

・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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４９７ 

・研究課題名 陽電子断層撮影データを用いた新規呼吸同期再構成法（Data-driven gating 法）

に関する研究 

・研究責任者 髙浪 健太郎 助教（放射線診断科） 

・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  ２０１８－１－４９８ 

・研究課題名 食道癌化学放射線治療における血清中遊離マイクロ RNA の予後予測因子としての

有用性に関する前向き観察研究 

・研究責任者 武田 一也 助教（放射線診断科） 

・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。 

 

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－４９９ 

・研究課題名 バイオ製剤で治療されるクローン病を対象とした血中および糞便中バイオマーカ

ーを指標とする厳密な疾患管理（tight control）に関する多施設共同前向き観察

研究 

・研究責任者 志賀 永嗣 助教（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。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５００ 

・研究課題名 終末期がん患者におけるヒドロモルフォン注射の安全性と有効性についての前向

き観察研究 

・研究責任者 井上 彰 教授（緩和医療学分野） 

・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  ２０１８－１－５０１ 
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・研究課題名 子宮体癌腟再発についての後方視的検討 

・研究責任者 德永 英樹 講師（婦人科） 

・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（献体遺体） 

・受付番号  ２０１８－１－５０２ 

・研究課題名 安全な神経温存術式と後腹膜リンパ節郭清手技習得を目標とした手術手技研修 

・研究責任者 島田 宗昭 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。 

 

１１） 

・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  ２０１８－１－５０３ 

・研究課題名 遺体を用いた脳神経外科的各種アプローチの修練とその微小解剖習熟 

・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。 

 

１２） 

・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  ２０１８－１－５０４ 

・研究課題名 遺体を用いた整形外科手術手技解剖研修 − 肩関節・骨軟部腫瘍・股関節・肘関節・

手関節について − 

・研究責任者 井樋 栄二 教授（整形外科学分野） 

・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。 

 

１３） 

・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  ２０１８－１－５０５ 

・研究課題名 遺体を使用した頭蓋顎顔面（CMF:Cranio-Maxillo-Facial）外科手技及び遊離皮弁

挙上手技に関する臨床医学教育 

・研究責任者 今井 啓道 准教授（形成外科学分野） 

・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。 

 

１４） 

・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  ２０１８－１－５０６ 

・研究課題名 遺体を利用した側頭骨手術、鼻副鼻腔内視鏡手術、音声嚥下手術、頭頸部外科手

術の手術手技研修 

・研究責任者 香取 幸夫 教授（耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 
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・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（献体遺体） 

・受付番号  ２０１８－１－５０７ 

・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。 

 

１６） 

・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  ２０１８－１－５０８ 

・研究課題名 遺体を用いた、肝胆膵外科高難度手術の臨床医学教育 

・研究責任者 海野 倫明 教授（消化器外科学分野（外科一）） 

・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（献体遺体） 

・受付番号  ２０１８－１－５０９ 

・研究課題名 上部消化管手術に対するトレーニングと新規術式開発 

・研究責任者 亀井 尚 教授（消化器外科学分野（外科二）） 

・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（献体遺体） 

・受付番号  ２０１８－１－５１０ 

・研究課題名 肝・膵・腎移植における脳死ドナー臓器摘出術のためのトレーニング 

・研究責任者 亀井 尚 教授（消化器外科学分野（外科二）） 

・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（献体遺体） 

・受付番号  ２０１８－１－５１１ 

・研究課題名 遺体を用いた呼吸器外科拡大手術（気管形成、血管形成）の研修 

・研究責任者 岡田 克典 教授（加齢医学研究所・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。 

 

２０） 

・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  ２０１８－１－５１２ 

・研究課題名 低侵襲心臓手術実践前の最終研修としての遺体での手術シミュレーション 

・研究責任者 齋木 佳克 教授（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。 

 

２１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５１３ 

・研究課題名 東北地区急性大動脈解離に関する症例登録 Tohoku registry of acute aortic 

dissection (TRAD) 

・研究責任者 齋木 佳克 教授（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  ２０１８－１－５１４ 

・研究課題名 植込型補助人工心臓装着後の出血合併症予知法および予防法の確立に関する研究 

・研究責任者 齋木 佳克 教授（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。 

 

２３） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１８－１－５１５ 

・研究課題名 ヒト神経内分泌腫瘍における、性ステロイドレセプターおよび性ステロイド合成

酵素発現動態に関する検討 

・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。 

 

２４） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１８－１－５１６ 

・研究課題名 精神疾患を有する妊産婦の現状および母子分離に関する後方視調査 

・研究責任者 菊地 紗耶 助教（精神科） 

・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。 

 

２５） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１８－１－５１７ 

・研究課題名 DNAメチル化状態及び遺伝子発現状態に基づく大腸癌の抗 EGFR 抗体薬治療効果予

測 
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・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。 

 

２６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５１８ 

・研究課題名 循環器疾患に合併する後天性フォンウィルブランド病の実態解明 

・研究責任者 堀内 久徳 教授（加齢医学研究所・基礎加齢研究分野） 

・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。 

 

２７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５１９ 

・研究課題名 小児感染症における原因ウイルスの検出とウイルス遺伝子解析 

・研究責任者 岡本 道子 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。 

 

２８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５２０ 

・研究課題名 Identification of host responses in whole blood of children infected with 

respiratory syncytial virus RS ウイルス感染に応答した小児の宿主因子の同定

に関する研究 

・研究責任者 DAPAT CLYDE PANCITO 講師（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。 

 

２９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５２１ 

・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。 

 

３０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５２２ 

・研究課題名 粘膜筋板もしくは粘膜下層浅層に浸潤した食道癌に対する内視鏡切除後のアウト

カム研究 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（消化器内科） 

・判定    承認する 
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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。 

 

３１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５２３ 

・研究課題名 サプリメント摂取による酸化ストレスの影響に関する試験（前後比較試験） 

・研究責任者 檜森 紀子 助教（眼科） 

・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。 

 

３２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５２４ 

・研究課題名 メタボローム解析を用いた乳癌代謝調節機構の解明 

・研究責任者 原田 成美 助教（乳腺・内分泌外科） 

・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。 

 

３３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５２５ 

・研究課題名 筋萎縮性側索硬化症レジストリの構築 

・研究責任者 青木 正志 教授（神経内科学分野） 

・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（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１８－１－５２６ 

・研究課題名 手術検体および気管支鏡検体、体液ドレナージ検体を用いた呼吸器疾患のバイオ

リソースの保存・管理を目的としたバイオバンクシステムの構築 

・研究責任者 齋藤 良太 助教（呼吸器内科） 

・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。 

 

３５） 

・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  ２０１８－１－５２７ 

・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。 

 

３６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（ヒトゲノム） 
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・受付番号  ２０１８－１－５２８ 

・研究課題名 アルドステロン産生腺腫におけるアルドステロン過剰産生に関与する体細胞遺伝

子変異の解析 

・研究責任者 佐藤 文俊 特任教授（難治性高血圧・内分泌代謝疾患地域連携寄附講座） 

・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。 

 

３７） 

・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  ２０１８－１－５２９ 

・研究課題名 東北大学病院個別化医療センターバイオバンク部門 

・研究責任者 八重樫 伸生 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。 

 

３８） 

・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  ２０１８－１－５３０ 

・研究課題名 ヒト精子の高齢化とヒストン修飾との相関性の検討 

・研究責任者 大隅 典子 教授（発生発達神経科学分野） 

・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。 

 

３９） 

・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  ２０１８－１－５３１ 

・研究課題名 ヒト胎盤幹細胞の樹立と細胞特性に関する基礎的研究 

・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。 

 

４０） 

・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  ２０１８－１－５３２ 

・研究課題名 ヒト胎盤栄養膜細胞株の樹立と細胞特性に関する研究 

・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。 

 

４１） 

・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  ２０１８－１－５３３ 

・研究課題名 リンパ管腫症とその類縁疾患に関する遺伝子解析研究 

・研究責任者 青木 洋子 教授（遺伝医療学分野） 

・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。 

 

４２） 

・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  ２０１８－１－５３４ 

・研究課題名 Noonan症候群類縁疾患の遺伝子解析研究 

・研究責任者 青木 洋子 教授（遺伝医療学分野） 

・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。 

 

４３） 

・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  ２０１８－１－５３５ 

・研究課題名 震災ストレスが心身に及ぼす影響に関する包括的調査研究 

・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。 

 

４４） 

・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  ２０１８－１－５３６ 

・研究課題名 ヒト脳腫瘍におけるがん関連遺伝子異常の網羅的検討 

・研究責任者 金森 政之 准教授（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。 

 

４５） 

・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  ２０１８－１－５３７ 

・研究課題名 網羅的ゲノム解析による小児腎尿路疾患の遺伝学的解析 

・研究責任者 菅原 典子 助教（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。 

 

４６） 

・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  ２０１８－１－５３８ 

・研究課題名 糸球体疾患・尿細管機能異常症・先天性腎疾患における疾患関連遺伝子について

の解析 

・研究責任者 菅原 典子 助教（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。 

 

４７） 

・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  ２０１８－１－５３９ 

・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) 

・研究責任者 菅原 典子 助教（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。 

 

４８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４０ 

・研究課題名 頻回再発型小児ネフローゼ症候群を対象としたタクロリムス治療とシクロスポリ

ン治療の多施設共同非盲検ランダム化比較試験(JSKDC06) 

・研究責任者 菅原 典子 助教（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。 

 

４９） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１８－１－５４１ 

・研究課題名 糖尿病患者における持続血糖モニター Continuous glucose monitoring （CGM） 

の有用性に関する後方視的な観察研究 

・研究責任者 片桐 秀樹 教授（糖尿病代謝内科学分野） 

・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。 

 

５０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４２ 

・研究課題名 ヒト副腎組織を用いたオートラジオグラフィ 

・研究責任者 髙浪 健太郎 助教（放射線診断科） 

・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。 

 

５１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４３ 

・研究課題名 ヘリコバクターピロリ除菌後の体重変化と上腹部症状との関連についての検討 

・研究責任者 淺沼 清孝 助教（消化器病態学分野） 

・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。 

 

５２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４４ 
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・研究課題名 LC/MS/MSを用いる薬毒物スクリーニングシステムの構築 

・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。 

 

５３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４５ 

・研究課題名 パゾパニブの個別化療法に向けた研究 

・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。 

 

５４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４６ 

・研究課題名 心電図同期 CT angiographyによる急性期大動脈解離画像診断の後向き観察研究 

・研究責任者 植田 琢也 教授（（保健学専攻）画像診断学分野） 

・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。 

 

５５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４７ 

・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。 

 

５６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４８ 

・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。 

 

５７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５４９ 

・研究課題名 終末期がん患者の悪心嘔吐への指圧に関するパイロット研究 

・研究責任者 宮下 光令 教授（緩和ケア看護学分野） 
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・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」８件、「再提出」１件で、計

９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  ２０１８－１－５５０ 

・研究課題名 沈香の自律神経に及ぼす影響に関する二重盲検クロスオーバー研究 

・研究責任者 上月 正博 教授（内部障害学分野） 

・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  ２０１８－１－５５１ 

・研究課題名 超音波エラストグラフィによる筋収縮の評価 

・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。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５５２ 

・研究課題名 有限要素法を用いた歩行時の仙腸関節の関節面および周囲靭帯への負荷の検証 

・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。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５５３ 

・研究課題名 屋外環境下での階段昇降時における下肢の運動力学的特性について 

・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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５５４ 

・研究課題名 体表センサの装着感評価研究 
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・研究責任者 山家 智之 教授（加齢医学研究所・心臓病電子医学分野） 

・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。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１８－１－５５５ 

・研究課題名 POP広告に関する脳機能の解明 

・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。 

 

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（変更申請） 

・受付番号  ２０１８－１－５５６ 

・研究課題名 印象評価の心理的研究 

・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。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（変更申請） 

・受付番号  ２０１８－１－５５７ 

・研究課題名 S-1 術後補助化学療法後再発 HER2 陰性胃癌に対する XP（カペシタビン+シスプラ

チン）療法の第Ⅱ相臨床試験(T-CORE1102) 

・研究責任者 高橋 雅信 准教授（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。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究（変更申請） 

・受付番号  ２０１８－１－５５８ 

・研究課題名 バレット食道粘膜における塩酸、胆汁酸、一酸化窒素の粘膜傷害に対する影響―

生検組織を用いた検討― 

・研究責任者 淺沼 清孝 助教（消化器病態学分野） 

・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。 

 

 

５．人を対象とする医学系研究に関する倫理申請手順書の改定について（資料１） 

 事務担当から、資料に基づき、人を対象とする医学系研究に関する倫理申請手順書（第６版）

の改定内容について説明し了承を得た。 

         

 

以 上 


