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倫理委員会議事要録 

 

日時 令和２年３月２３日（月）１４時から１７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 

    相場、阿部、今谷、後藤、香取、江川、小笠原、野内、直江、樺島、渡邊、伊藤、

佐藤の各委員、圓増オブザーバー 

欠席者 吉沢、市江の各委員 

 

 

○ 議 事 

１．倫理委員会（令和２年２月１７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（令和２年２月分本審査） 

 委員長から、２月１７日倫理委員会における本審査課題２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（ヒトゲノム） 

・受付番号  ２０１９－１－８１３ 

・研究課題名 震災ストレスが自律神経系、HPA系、免疫系に及ぼす影響の包括的検討 

・研究責任者 富田 博秋 教授（精神神経学分野） 

・判定    再提出 

・審議内容  安全性の担保が不十分なため、プロトコル等の修正を指示することとした。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８４６ 

・研究課題名 言語聴覚士の養成教育における社会人基礎力の評価と育成 

・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。 

 

 

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（ヒトゲノム解析研

究、Ｂ申請を含む）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」１０５件、「条件付きで承認

する」１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  ２０１９－１－８４７ 
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・研究課題名 VFM Vascular を用いた Wall Shear Stressと血管機能の検討 

・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 

・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  ２０１９－１－８４８ 

・研究課題名 膵切除例で偶発的に発見される膵神経内分泌腫瘍の臨床病理学的特徴 

・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。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８４９ 

・研究課題名 腹腔鏡下直腸癌術後性機能障害に関する多施設前向き観察研究 

・研究責任者 大沼 忍 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。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５０ 

・研究課題名 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された家族をもつ未発症女性の遺伝子検査

受検及び診断後の体験 

・研究責任者 佐藤 冨美子 教授（がん看護学分野） 

・判定    条件付承認 

・審議内容  研究計画書の個人情報の取扱い等の修正を確認の上、承認することとした。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５１ 

・研究課題名 妊娠期の母児の絆に関する客観的評価方法の開発 

・研究責任者 吉沢 豊子 教授（ウィメンズヘルス・周産期看護学分野） 

・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。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５２ 

・研究課題名 臨床研究支援並びに研究成果にかかる研究者および臨床研究支援者の認識に対

するアンケート調査 

・研究責任者 髙田 宗典 特任講師（臨床試験データセンター） 

・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。 

 

７） 
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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  ２０１９－１－８５３ 

・研究課題名 成人 precursor T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による

第Ⅱ相臨床試験（JALSG T-ALL213-O）登録症例を対象とした観察研究 

・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。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５４ 

・研究課題名 成人再生不良性貧血に対する同種造血幹細胞移植における GVHD 予防のシクロ

スポリン+MTXとタクロリムス+MTXの比較；「造血細胞移植登録一元管理プログ

ラム」により収集された造血細胞移植および細胞治療の全国調査データを用い

た後方視的研究 

・研究責任者 大西 康 講師（血液・免疫科） 

・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。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５５ 

・研究課題名 がん患者の呼吸困難に関連する因子の相互作用および因果関係に関する横断研

究; JORTC-PAL19 

・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。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５６ 

・研究課題名 がん患者における腫瘍に因る中枢神経障害および末梢神経障害が原因の痛みに

対するステロイド全身投与の有効性・安全性に関する多施設共同前向き観察研

究 

・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。 

 

１１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５７ 

・研究課題名 医師主導治験における Direct Data Captureの効率性への影響に関する研究 

・研究責任者 山口 拓洋 教授（医学統計学分野） 

・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 
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・受付番号  ２０１９－１－８５８ 

・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。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８５９ 

・研究課題名 心身機能・身体構造および症状についての総合的スクリーニング検査の予備的

検討 

・研究責任者 冨田 尚希 助教（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。 

 

１４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６０ 

・研究課題名 小児神経疾患における代謝物質の分析 

・研究責任者 植松 貢 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。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６１ 

・研究課題名 リード抜去症例の実態調査（J-LEXレジストリ） 

・研究責任者 中野 誠 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。 

 

１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６２ 

・研究課題名 小腸移植後の拒絶反応における骨髄由来幹細胞の関与に関する研究 

・研究責任者 角田 洋一 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。 

 

１７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６３ 

・研究課題名 嚥下障害患者における咽喉頭感覚検査に関する前向き観察研究 

・研究責任者 香取 幸夫 教授（耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 

・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。 
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１８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６４ 

・研究課題名 日本の補助人工心臓市販後レジストリにもとづいた植込型補助人工心臓装着後

の出血性合併症に関する実態調査と発症に関与する危険因子の解明 

・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。 

 

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  ２０１９－１－８６５ 

・研究課題名 摂食障害に対する認知行動療法の有効性の神経科学的エビデンスの創出 

・研究責任者 佐藤 康弘 助教（心療内科） 

・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。 

 

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  ２０１９－１－８６６ 

・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。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６７ 

・研究課題名 食道癌および胃癌の実数と組織型の変化に関する疫学研究 

・研究責任者 菅野 武 助教（総合地域医療教育支援部（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  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６８ 

・研究課題名 鼻腔および副鼻腔粘膜細胞における呼吸器ウイルスの増殖に関する研究 

・研究責任者 菊地 章子 講師（漢方・統合医療学共同研究講座） 

・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。 

 

４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８６９ 

・研究課題名 呼吸器ウイルス感染によるヒト気管上皮細胞の炎症性機能変化と制御法の研究 

・研究責任者 菊地 章子 講師（漢方・統合医療学共同研究講座） 

・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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７０ 

・研究課題名 先天性腸閉鎖症の治療成績に関する後方視的検討 

・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。 

 

６） 

・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  ２０１９－１－８７１ 

・研究課題名 先天性心疾患・小児期発症不整脈におけるゲノム・エピゲノム・遺伝子発現の

解析による疾患マーカーの探索 

・研究責任者 大田 千晴 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。 

 

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７２ 

・研究課題名 冠微小血管狭心症国際前向き登録研究 

・研究責任者 高橋 潤 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。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７３ 

・研究課題名 経カテーテル大動脈弁留置術患者における「術前脳血流量」と「術後せん妄」

の関連性に関する研究 

・研究責任者 菊地 翼 助教（循環器内科学分野） 

・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。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７４ 

・研究課題名 レセプトおよび DPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７５ 

・研究課題名 わが国における拡張相肥大型心筋症を対象とした登録観察研究 
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・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７６ 

・研究課題名 担がん患者に合併した静脈血栓塞栓症における非ビタミン K 阻害経口抗凝固

薬リバーロキサバン治療の前向き研究 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７７ 

・ 研 究 課 題 名  慢 性 血 栓 塞 栓 性 肺 高 血 圧 症 (Chronic thromboembolic Pulmonary 

Hypertension: CTEPH)に対する Balloon pulmonary angioplasty (BPA) の有

効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７８ 

・研究課題名 Japan PH registory (JAPHR)肺高血圧症に対する症例登録研究(多施設共同研

究) 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８７９ 

・研究課題名 悪性新生物患者における循環器合併症の疫学研究- 腫瘍循環器学の実践 - 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８０ 

・研究課題名 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に関する多施設共同レジストリ研究 CTEPH AC 

Registry 

・研究責任者 福井 重文 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。 
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１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８１ 

・研究課題名 肺高血圧患者に関する前向き大規模実態調査（日本肺循環研究会登録研究） 

・研究責任者 福井 重文 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  ２０１９－１－８８２ 

・研究課題名 左心疾患合併肺高血圧患者に関する多施設共同前向き症例登録研究 Japan PH 

Registry(JAPHR)：2群 （日本肺高血圧・肺循環学会登録研究） 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８３ 

・研究課題名 肺高血圧症患者レジストリ Japan Pulmonary Hypertension Registry：JAPHR 

・研究責任者 福井 重文 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。 

 

１９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８４ 

・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・

便中・唾液中の各種代謝体・核酸・フェノール誘導体の測定とメタゲノム解析 

・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。 

 

２０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８５ 

・研究課題名 機能性消化管障害の Rome IV基準研究 

・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。 

 

２１） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－８８６ 

・研究課題名 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証（バリデーション） 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学情報学分野） 
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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。 

 

２２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８７ 

・研究課題名 緑内障患者を対象に漢方治療を行った症例についての症例集積研究・症例対照

研究 

・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。 

 

２３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８８ 

・研究課題名 膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離-個別処理と脾静脈同時切断

の多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験 COmbined resection versus Separated 

resection after MObilization of the Splenic vein during Distal 

Pancreatectomy; A multicenter, prospective, randomized phase III trial- 

COSMOS-DP trial – 

・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。 

 

２４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８８９ 

・研究課題名 頸管腺異型細胞の細胞診判定のためのスコアリング・システムと p16&Ki67 二

重免疫染色の有用性の検討 

・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。 

 

２５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９０ 

・研究課題名 胎児生体信号を用いた次世代胎児モニタリング診断技術の研究 

・研究責任者 笠原 好之 講師（胎児病態学分野（産婦人科）） 

・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。 

 

２６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９１ 

・研究課題名 膠原病における新規血管内皮自己抗体の検討 

・研究責任者 石井 智徳 特任教授（臨床研究推進センター・臨床研究実施部門） 

・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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２７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９２ 

・研究課題名 クローン病におけるカプセル内視鏡検査の有用性・安全性に関する多施設共同

前向き研究 

・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。 

 

２８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９３ 

・研究課題名 皮膚悪性黒色腫の臨床統計調査 

・研究責任者 藤村 卓 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。 

 

２９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９４ 

・研究課題名 重症敗血症性ショック患者の背景や治療実態、予後を観察する登録研究 

・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。 

 

３０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９５ 

・研究課題名 てんかん患者における心理社会的アセスメント研究 

・研究責任者 中里 信和 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。 

 

３１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９６ 

・研究課題名 緑内障早期診断及び進行検出に関する研究 

・研究責任者 中澤 徹 教授（眼科学分野） 

・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。 

 

３２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９７ 

・研究課題名 DPCデータを用いた緑内障患者の手術に至る因子に関する疫学研究 

・研究責任者 津田 聡 助教（眼科） 

・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。 

 

３３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－８９８ 

・研究課題名 網膜中心動脈閉塞症を対象とした疾病登録 

・研究責任者 津田 聡 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。 

 

３４） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－８９９ 

・研究課題名 ヒト由来抽出 IgGを用いたアストロサイトパチー・脱髄モデルの解析 

・研究責任者 三須 建郎 講師（脳神経内科） 

・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。 

 

３５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９００ 

・研究課題名 炎症性中枢神経疾患における自己抗体の同定 

・研究責任者 三須 建郎 講師（脳神経内科） 

・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。 

 

３６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９０１ 

・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。 

 

３７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９０２ 

・研究課題名 凍結肩診療の現況調査 

・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。 

 

３８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９０３ 

・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 
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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。 

 

３９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９０４ 

・研究課題名 神経内分泌腫瘍患者における腫瘍細胞—免疫相互作用に注目した腫瘍組織微小

環境の研究 

・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。 

 

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  ２０１９－１－９０５ 

・研究課題名 ヒト疾患における細胞老化と病理病態との関連性 

・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。 

 

４１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９０６ 

・研究課題名 血液外来新患患者の各種血液疾患と検査値に関する後方視的研究 

・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。 

 

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  ２０１９－１－９０７ 

・研究課題名 成人 T細胞白血病(ATL)発症高危険群の同定と発症予防法開発を目指す研究 

・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。 

 

４３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９０８ 

・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（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。 

 

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  ２０１９－１－９０９ 

・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） 
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・研究責任者 富田 博秋 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。 

 

４５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９１０ 

・研究課題名 【A申請】包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）構築研究（NEJSG 021A study） 

・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。 

 

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  ２０１９－１－９１１ 

・研究課題名 包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）構築研究（NEJSG 021A study） 

・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。 

 

４７） 

・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  ２０１９－１－９１２ 

・研究課題名 EGFR 遺伝子活性型変異かつ T790M 耐性変異陽性非小細胞肺癌に対してのオシ

メルチニブ療法における血漿 EGFR遺伝子変異の発現状況の観察研究（3rd TKI-

LB） 

・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。 

 

４８） 

・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  ２０１９－１－９１３ 

・研究課題名 妊娠関連疾患の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。 

 

４９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９１５ 

・研究課題名 電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床

情報収集に関する研究 

・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） 
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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  ２０１９－１－９１６ 

・研究課題名 非侵襲的眼底検査と糖尿病合併症の関係に関する研究 

・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。 

 

５１） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９１７ 

・研究課題名 胆道閉鎖症の中長期的な予後因子の検討 

・研究責任者 佐々木 英之 講師（小児外科） 

・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。 

 

５２） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９１８ 

・研究課題名 胆道閉鎖症の短期および中期的な予後因子の検討 

・研究責任者 佐々木 英之 助教（小児外科） 

・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。 

 

５３） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９１９ 

・研究課題名 胆道閉鎖症の肝臓における microRNA発現解析研究 

・研究責任者 佐々木 英之 助教（小児外科） 

・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。 

 

５４） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９２０ 

・研究課題名 膵腫瘍・胆道腫瘍全般の診断、治療、予後に関する後ろ向き研究 

・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。 

 

５５） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９２１ 

・研究課題名 胆膵内視鏡の診断、治療、予後に関する後ろ向き研究 

・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。 

 

５６） 
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・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９２２ 

・研究課題名 胆石症の診断、治療、予後に関する後ろ向き研究 

・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。 

 

５７） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９２３ 

・研究課題名 悪性腫瘍患者に対するがん薬物療法の効果、安全性に関する後方視解析 

・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。 

 

５８） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９２４ 

・研究課題名 乳房外パジェット病における免疫寛容メカニズムの解析 

・研究責任者 藤村 卓 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。 

 

５９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９２５ 

・研究課題名 健常人末梢血から誘導した M2 マクロファージを用いた各種薬剤の免疫学的影

響の検討 

・研究責任者 藤村 卓 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。 

 

６０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９２６ 

・研究課題名 根治切除不能悪性黒色腫治療薬ニボルマブの末梢血中免疫担当細胞への影響の

検討 

・研究責任者 藤村 卓 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。 

 

６１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９２７ 

・研究課題名 保存有棘細胞癌組織を用いた発癌関連因子に関する後ろ向き観察研究 

・研究責任者 藤村 卓 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。 
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６２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９２８ 

・研究課題名 尋常性白斑患者の白斑部の遺伝子発現解析、および白斑部皮膚浸潤リンパ球の

機能解析 

・研究責任者 相場 節也 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。 

 

６３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９２９ 

・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。 

 

６４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３０ 

・研究課題名 C3腎症の視点から膜性増殖性糸球体腎炎(MPGN)の再検討 

・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。 

 

６５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３１ 

・研究課題名 頭頚部癌手術後の食事満足度と栄養状態の関連 

・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。 

 

６６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３２ 

・研究課題名 在宅医療及び居宅介護に従事する職種を対象とした研修に対する意識に関する

質問紙調査 

・研究責任者 加賀谷 豊 教授（医学教育推進センター） 

・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。 

 

６７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３３ 
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・研究課題名 アカデミックな質問力向上のための教育法の開発 

・研究責任者 加賀谷 豊 教授（医学教育推進センター） 

・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。 

 

６８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３４ 

・研究課題名 思春期の心の問題に関わる養護教諭主導型、保護者に対する精神保健指導要項

の検討 

・研究責任者 吉井 初美 教授（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。 

 

６９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３５ 

・研究課題名 がん患者の家族のメンタルヘルスと不調関連要因の特定－日中共同研究- 

・研究責任者 吉井 初美 教授（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。 

 

７０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３６ 

・研究課題名 新規臨地実習カリキュラムに関する疫学研究 

・研究責任者 德田 浩一 准教授（感染制御・検査診断学分野） 

・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。 

 

７１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３７ 

・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 

・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。 

 

７２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９３８ 

・研究課題名 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 

J-PVAD(Japanese registry for Percutaneous Ventricular Assist Device) 

・研究責任者 菊地 翼 助教（循環器内科学分野） 

・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。 

 

７３） 
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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  ２０１９－１－９３９ 

・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。 

 

７４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４０ 

・研究課題名 免疫チェックポイント阻害薬治療の安全性についての検討 

・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。 

 

７５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４１ 

・研究課題名 向精神薬の治療薬物モニタリングに関する前向き観察研究 

・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。 

 

７６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４２ 

・研究課題名 被災地体験実習の長期的な影響に関するアンケート調査 

・研究責任者 田中 淳一 助教（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。 

 

７７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４３ 

・研究課題名 中高年の脊柱変形障害に対する装具療法、運動療法の効果 

・研究責任者 相澤 俊峰 准教授（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。 

 

７８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４４ 

・研究課題名 新規インドール化合物（MA-5）による難治性不妊克服を目指した研究 

・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。 

 

７９） 
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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  ２０１９－１－９４５ 

・研究課題名 造影剤を使用しない腹部 MR アンギオグラフィにおける ultrashort TE 法を利

用した新しい撮像法の最適な撮像条件の検討 

・研究責任者 大田 英揮 准教授（先進 MRI共同研究講座） 

・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。 

 

８０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４６ 

・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。 

 

８１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４７ 

・研究課題名 治療者を対象とした摂食嚥下訓練法に関する全国アンケート調査 

・研究責任者 香取 幸夫 教授（耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 

・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。 

 

８２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４８ 

・研究課題名 口腔腫瘍に関する臨床病理学的研究 

・研究責任者 加藤 幸成 教授 

（未来科学センター・抗体創薬プロジェクト（抗体創薬共同研究講座）） 

・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。 

 

８３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９４９ 

・研究課題名 集中治療におけるバイタルサインデータを用いた患者の感情可視化に関する研

究 

・研究責任者 小林 直也 助教（手術部） 

・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。 

 

８４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９５０ 

・研究課題名 超音波エラストグラフィによる筋弛緩の評価 

・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 
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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。 

 

８５） 

・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  ２０１９－１－９５１ 

・研究課題名 術後せん妄発症機序の分子遺伝学的解明 

・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。 

 

８６） 

・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  ２０１９－１－９５２ 

・研究課題名 遺伝子、脳、認知機能、身体データ、血中データ、生活習慣の関連と相互作用

に関する研究 

・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。 

 

８７） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０１９－１－９５３ 

・研究課題名 アルツハイマー病診断用 PET画像の再構成・解析条件の最適化 

・研究責任者 渡部 浩司 教授 

（サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター・放射線管理研究部） 

・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．ヒトを対象とした医学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」４件、「条件付きで承認

する」２件、「再審査」２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  ２０１９－１－９５４ 

・研究課題名 モデルベース逐次近似再構成を用いた低被曝冠動脈 CT の臨床的有用性: 多施

設無作為化比較試験 

・研究責任者 大田 英揮 准教授（先進 MRI共同研究講座） 

・判定    再提出 

・審議内容  安全性の担保が不十分なため、プロトコルの修正を指示することとした。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９５５ 

・研究課題名 化学物質過敏症と不定愁訴症候群の関連、およびその漢方治療に関する横断・

観察研究 

・研究責任者 大澤 稔 助教（漢方・統合医療学共同研究講座） 
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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  ２０１９－１－９５６ 

・研究課題名 没入型ヴァーチャルリアリティ技術を用いた仮想現実内の長期的な運動介

入が高齢者に対して認知機能に及ぼす効果 

・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  ２０１９－１－９５７ 

・研究課題名 アマニ油長期摂取による高齢者の認知機能への影響 

・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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９５８ 

・研究課題名 低温殺菌処理された母乳・ドナーミルクに関する前向き観察研究 

・研究責任者 埴田 卓志 助教（周産母子センター） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、説明文書の研究方法及び研究対象者に生じる負担等の修正を確

認の上、承認することとした。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９５９ 

・研究課題名 バンデージ機能付き機能性ソックスの介入が若年健常者の動的安定性に与

える影響について 

・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）） 

・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  ２０１９－１－９６０ 

・研究課題名 集中治療室における鎮静スコアと瞳孔測定に関する研究 

・研究責任者 齋藤 浩二 准教授（集中治療部） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書のインフォームド・コンセントを受ける手続き及び研究方法等の

修正を確認の上、承認することとした。 

 



22 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０１９－１－９１４ 

・研究課題名 子どもの社会情緒的スキルの発達を促進する教育方法の検討 

・研究責任者 瀧 靖之 教授 

（スマート・エイジング学際重点研究センター（機能画像医学研究分野）） 

・判定    再提出 

・審議内容  安全性の担保が不十分なため、プロトコルの修正を指示することとした。 

 

 

５．「東北大学大学院医学系研究科倫理委員会内規及び細則」、「東北大学病院臨床研究倫理

委員会細則」の改正について（資料１） 

 委員長及び事務担当より、資料に基づき、医学系研究科倫理委員会内規及び細則、東北大

学病院臨床研究倫理委員会細則の改正案について説明し、一同了承した。 

 

 

６．「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の個人情報管理者について 

委員長より、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針で「ヒトゲノム・遺伝子解析

研究の個人情報管理者及び分担管理者は、その提供する試料・情報を用いてヒトゲノム・遺

伝子解析研究(略)を実施する研究責任者又は研究担当者を兼ねることはできない。」と定め

られているが、バンキングを目的とした研究の個人情報管理者は、そのバンクの試料・情報

を二次利用する研究に従事できるのか否かについて、各委員の意見を伺った。 

 その結果、個人情報管理者はそのバンクの試料・情報を二次利用する研究に従事しない者

を選任することが妥当であるとの見解で一致した。 

 

 

７．新型コロナウィルス感染症関連の人を対象とする医学系研究の倫理申請について 

委員長より、新型コロナウィルス感染症に関連する人を対象とする医学系研究の審査方

法について説明を行った。 

 

 

８．令和２年度の新規迅速審査について 

 委員長より、新規迅速審査について、今までは委員会に出席する星陵地区の委員のみに依

頼していたが、令和２年４月分より原則星陵地区の全委員に依頼する旨説明を行った。 

 

 

９．委員の任期満了について 

今年度で退任される江川委員からご挨拶いただいた。 

 

 

 

以 上 


