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倫理委員会議事要録 

 

 

日時 令和２年１１月１６日（月）１４時から１６時１５分 

場所 医学部１号館２階 中会議室(オンライン会議) 

出席者 浅井委員長 

    相場、阿部(高)、今谷、後藤、吉沢、阿部(俊)、出江、魏、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 香取、村山の各委員 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和２年１０月２６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１０月分本審査） 

委員長から、１０月２６日倫理委員会における本審査課題３件の審査結果、審議内容について報

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  ２０２０－１－６３１ 

・研究課題名 天然還元水を摂取している高齢者の体組成および認知機能に関する調査 

・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    承認する 

・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  ２０２０－１－６３２ 

・研究課題名 完全患者適合型骨プレートの開発 

・研究責任者 萩原 嘉廣 准教授（スポーツ・運動機能再建医学寄附講座） 

・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。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６３３ 

・研究課題名 超音波画像を用いた磁気刺激による外側広筋の筋厚変化計測における信頼性の

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 
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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。 

 

 

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」８６件、「条件付きで承認する」

３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  ２０２０－１－６４０ 

・研究課題名 中耳神経内分泌腫瘍の病理組織学的検討 

・研究責任者 山内 大輔 講師（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。 

 

２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４１ 

・研究課題名 聴覚的注意の不全を評価する検査法確立のための探索的研究 

・研究責任者 川瀬 哲明 教授（医工学研究科・聴覚再建医工学分野（耳鼻科）） 

・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  ２０２０－１－６４２ 

・研究課題名 随意運動模倣が半球間抑制に及ぼす影響 

・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  ２０２０－１－６４３ 

・研究課題名 緑内障眼の眼血管血流動態と機能および構造の関係の解析 

・研究責任者 面髙 宗子 助教（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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４４ 

・研究課題名 ハイド症候群の病態と経カテーテル的大動脈弁置換術前後による変化の検討 

・研究責任者 堀内 久德 教授（加齢医学研究所・基礎加齢研究分野） 

・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。 

 

６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４５ 

・研究課題名 全身麻酔時の吸入麻酔薬濃度と気管チューブ長が気道抵抗に与える影響に関す

る前向き観察研究 

・研究責任者 山内 正憲 教授（麻酔科学・周術期医学分野） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、説明文書の研究対象者の選定方針および理由等の修正を確認の上、  

    承認することとした。 

   

７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４６ 

・研究課題名 静脈脱血静脈送血膜型人工肺の肺循環と全身循環に及ぼす影響の研究 

・研究責任者 外山 裕章 講師（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。 

 

８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４７ 

・研究課題名 GlobalSurg-CovidSurg Week: Determining the optimal timing for surgery 

following SARS-CoV-2 infection 

・研究責任者 海法 悠 助教（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。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４８ 

・研究課題名 診療情報「お元気ですかライン」を活用した心血管病データベースの構築 

・研究責任者 安田 聡 教授（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。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６４９ 

・研究課題名 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）アウトブレイクが看護職に与える心理

的影響 

・研究責任者 杉山 祥子 助教（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。 

 

１１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５０ 
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・研究課題名 精神科急性期病棟に入院し、退院した統合失調症を持つ患者のセルフスティグ

マの推移に関する前向き観察研究 

・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。 

 

１２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５１ 

・研究課題名 死体現象と死後 CT画像に関する研究 

・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。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５２ 

・研究課題名 冠状動脈石灰化と死後 CT画像に関する研究 

・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。 

 

１４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５３ 

・研究課題名 死後 CT上での肝損傷の評価・診断に関する研究 

・研究責任者 川住 祐介 准教授（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。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５４ 

・研究課題名 精巣癌に特異的な質問票 EORTC QLQ-TC26 日本語版を用いた縦断的多施設共同

研究 

・研究責任者 山下 慎一 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。 

   

１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５６ 

・研究課題名 乳癌におけるエクソソーム検出に関する病理組織標本を用いた研究 

・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。 

 

１７） 

・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  ２０２０－１－６５７ 

・研究課題名 頭頚部腫瘍における細胞分化バイオマーカーの開発 

・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。 

 

１８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５８ 

・研究課題名 神経障害疼痛患者へのプレガバリン、ミオガバリン投与の有効性、安全性に対

しての短期間評価における分析 

・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。 

 

１９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６５９ 

・研究課題名 臨床研究中核病院におけるパフォーマンス指標を現場にフィードバックするこ

とで高齢者糖尿病医療の質を改善させる枠組みの構築：臨床研究中核病院ネッ

ト 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学情報学分野） 

・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 

・受付番号  ２０２０－１－６６０ 

・研究課題名 COVID-19感染患者における凝固異常の病態解明に関する前向き観察研究 

・研究責任者 齋藤 浩二 准教授（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。 

 

２１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６１ 

・研究課題名 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)重症患者の宿主反応に関する研究 

       Host responses in severely ill coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

patients 

・研究責任者 押谷 仁 教授（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。 

 

２２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６２ 

・研究課題名 COVID-19 流行下における医学生の行動変容に関する疫学調査および感染症モ

デルによる検討 

・研究責任者 神垣 太郎 助教（微生物学分野） 
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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。 

 

２３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６３ 

・研究課題名 新型コロナウイルス感染症に関する情報取得と感染予防行動に関する疫学研究 

・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。 

 

２４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６４ 

・研究課題名 新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)の免疫応答に関するコホート研究 

・研究責任者 齊藤 麻理子 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。 

 

２５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６５ 

・研究課題名 COVID-19 患者の早期発見指標の開発を目的とした感染初期症状および検査所

見に関する調査 

・研究責任者 齊藤 繭子 准教授（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。 

 

２６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６６ 

・研究課題名 臨床写真を利用した AI開発についての研究 

・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。 

 

２７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６７ 

・研究課題名 NAFLD患者の合併症治療薬の薬剤疫学研究 

・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。 

 

２８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６８ 

・研究課題名 新型コロナウイルス治療薬候補薬剤の血中濃度測定法構築に向けた研究 

・研究責任者 眞野 成康 教授（薬剤部） 
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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。 

 

２９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６６９ 

・研究課題名 白血病患者における抗がん薬の血中濃度一斉測定法の構築 

・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。 

 

３０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６７０ 

・研究課題名 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する初回治療 Osimertinib の多施設実

態調査に付随する薬剤性肺障害の検討 

・研究責任者 突田 容子 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。 

 

３１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６７１ 

・研究課題名 保存的加療を受けた急性期脳血管障害患者における補中益気湯のメチシリン耐

性黄色ブドウ球菌感染予防に関する後ろ向き観察研究 

・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。 

 

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  ２０２０－１－６７２ 

・研究課題名 「切除不能胞巣状軟部肉腫に対するアテゾリズマブ療法の多施設共同第 II 相

医師主導治験」に附随するバイオマーカー探索研究 

・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。 

 

３３） 

・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  ２０２０－１－６７３ 

・研究課題名 進行性感音性難聴を伴う若年発症インスリン依存型糖尿病患者における染色体

転座部位の同定に関する研究 

・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。 

 

３４） 

・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  ２０２０－１－６７４ 

・研究課題名 肝生検患者の肝臓 glucokinase遺伝子発現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。 

 

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  ２０２０－１－６７５ 

・研究課題名 免疫チェックポイント阻害薬投与に伴う免疫関連消化管障害の発生および重症

化を予測するための前向き観察研究 

・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。 

 

３６） 

・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  ２０２０－１－６７６ 

・研究課題名 先天性再生不良性貧血（Diamond-Blackfan貧血）の遺伝要因の研究 

・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。 

 

３７） 

・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  ２０２０－１－６７７ 

・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。 

 

３８） 

・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  ２０２０－１－６７８ 

・研究課題名 遺体を用いた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。 

 

３９） 

・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  ２０２０－１－６７９ 

・研究課題名 肝胆膵外科領域における、高難度手術手技に関する臨床医学教育 

・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。 

 

４０） 

・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  ２０２０－１－６８０ 

・研究課題名 遺体による外傷手術臨床解剖学的研究会 

・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。 

 

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  ２０２０－１－６８１ 

・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。 

 

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  ２０２０－１－６８２ 

・研究課題名 ヒト由来培養細胞株の収集、保存、品質検査、分譲、および利用を行う細胞バ

ンクの運用。-細胞バンクから分譲するヒト培養細胞株の審査- 

・研究責任者 松居 靖久 教授（加齢医学研究所・医用細胞資源センター） 

・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。 

 

４３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６８３ 

・研究課題名 レセプトデータ・診療情報を活用した緩和ケアの質評価手法確立に向けた横断

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。 

 

４４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６８４ 

・研究課題名 目覚まし方法が起床に及ぼす効果の検証研究 

・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。 

 

４５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６８５ 

・研究課題名 脳画像コホートにおける眼底微小循環とメタボローム測定による関連解析 

・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。 

 

４６） 
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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  ２０２０－１－６８６ 

・研究課題名 妊娠期の男性の肯定的体験に関する尺度の開発 

・研究責任者 武石 陽子 助教（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。 

 

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  ２０２０－１－６３４ 

・研究課題名 2.5次元写真が鑑賞者の心理に及ぼす影響の検討 

・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    承認する 

・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  ２０２０－１－６３５ 

・研究課題名 自記式健康総合評価アプリケーションを用いたセルフレポートの適応的デザイ

ンの予備的検討 

・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。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６３６ 

・研究課題名 新型コロナウイルス感染症診断法の開発と抗体価調査 

・研究責任者 石井 直人 教授（免疫学分野） 

・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  ２０２０－１－６３７ 

・研究課題名 慢性疾患をもつ思春期の子どもの希望の認識と無気力および主体性の関連 

・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。 

 

５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６３８ 

・研究課題名 腰椎不安定症と腰痛の関連に係る研究について 

・研究責任者 橋本 功 講師（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。 
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６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６３９ 

・研究課題名 精密な聴覚機能検査を用いた難聴の早期発見に関わる研究 

・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。 

 

７） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０２０－１－６８７ 

・研究課題名 循環器疾患レジストリ研究(臨床効果データベース整備事業・ImPACT研究) 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学情報学分野） 

・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  ２０２０－１－６８８ 

・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。 

 

９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６８９ 

・研究課題名 日本産科婦人科内視鏡学会への内視鏡手術に関する情報の登録 

・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。 

 

１０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９０ 

・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（母子ヘルスケア医科学共同研究講座（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。 

 

１１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９１ 

・研究課題名 東北大学病院検査部における新規測定試薬および測定機器の評価（包括申請） 

・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。 
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１２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９２ 

・研究課題名 食道がん EMR/ESD症例におけるヨード不染帯をバイオマーカーにした多発がん 

発生のリスクと多発がん発生までの期間の検討に関する多施設共同前向きコ

ホート研究 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（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。 

 

１３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９３ 

・研究課題名 食道表在癌・早期胃癌の予後関連因子に関する研究 

・研究責任者 八田 和久 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。 

 

１４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９４ 

・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 

       （東北メディカル・メガバンク機構・地域医療支援部門（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。 

 

１５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９５ 

・研究課題名 人工知能を活用した眼疾患の病態解明 

・研究責任者 安田 正幸 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。 

 

１６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９６ 

・研究課題名 眼疾患の病態解明 

・研究責任者 安田 正幸 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。 

 

１７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９７ 

・研究課題名 高血圧性脳出血の転機予測因子に関する疫学研究 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（神経外科学分野） 

・判定    承認する 



13 

 

・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  ２０２０－１－６９８ 

・研究課題名 進行再発大腸癌の DNA メチル化状態に基づく抗 EGFR 抗体薬感受性予測能を検

証する後ろ向き試験 

・研究責任者 石岡 千加史 教授（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。 

 

１９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－６９９ 

・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。 

 

２０） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７００ 

・研究課題名 セルフモニタリングが被災地域住民の健康増進に及ぼす効果とその関連要因の

検討 

・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。 

 

２１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７０１ 

・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。 

 

２２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７０２ 

・研究課題名 日本における集中治療後患者のフォローアップの現状と課題 

・研究責任者 工藤 大介 講師（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。 

 

２３） 

・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  ２０２０－１－７０３ 

・研究課題名 生体試料を用いた肝・胆・膵疾患の診断・治療に関するバイオマーカーを調査

する研究 
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・研究責任者 水間 正道 講師（肝・胆・膵外科） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、説明文書の研究対象者の健康、遺伝的特徴等に関する重要な知見 

    が得られる可能性がある場合の研究対象者に係る研究結果の取扱いの修正を  

    確認の上、承認することとした。 

 

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  ２０２０－１－７０４ 

・研究課題名 膵臓胆道腫瘍におけるオミックス解析による新規分子診療標的の同定（多施設

共同後方視的探索研究） 

・研究責任者 古川 徹 教授（病態病理学分野） 

・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。 

 

２５） 

・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  ２０２０－１－７０５ 

・研究課題名 Endocrine-related tumorsにおけるステロイド profile・コレステロール代謝

に関する研究 

・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。 

 

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  ２０２０－１－７０６ 

・研究課題名 BRCA遺伝学的検査に関するデータベースの作成 

・研究責任者 多田 寛 准教授（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。 

 

２７） 

・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  ２０２０－１－７０７ 

・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。 

 

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  ２０２０－１－７０８ 

・研究課題名 小型・正常大血小板を有する先天性血小板減少症の遺伝子解析 

・研究責任者 笹原 洋二 准教授（小児病態学分野） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  研究計画書、情報公開文書の研究対象者の健康、遺伝的特徴等に関する重要な 

    知見が得られる可能性がある場合の研究対象者に係る研究結果の取扱いの修 
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    正を確認の上、承認することとした。 

  

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  ２０２０－１－７０９ 

・研究課題名 先天性骨系統疾患の遺伝子診断 

・研究責任者 菅野 潤子 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。 

 

３０） 

・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  ２０２０－１－７１０ 

・研究課題名 低身長の原因遺伝子を探索する前向き観察研究 

・研究責任者 菅野 潤子 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。 

 

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  ２０２０－１－７１１ 

・研究課題名 内分泌疾患の遺伝学的診断研究 

・研究責任者 菅野 潤子 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。 

 

３２） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１２ 

・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。 

 

３３） 

・申請種類  Ｂ申請 

・受付番号  ２０２０－１－７１３ 

・研究課題名 表在型バレット食道癌の多発因子の検討 

・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。 

 

３４） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１４ 

・研究課題名 上部消化管内視鏡的止血術訓練用の潰瘍模型を用いたシミュレーションモデル

の有効性および潰瘍止血術の処置時間に関する教育介入研究 

・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。 

 

３５） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１５ 

・研究課題名 上部消化管細菌叢と内視鏡診断および腹部症状の国際比較に関する前向き観察 

       研究                                                                                                                   

Japanese upper GI symptoms compared with Iranian and Canadian  

patients presenting for endoscopy.  Correlation of symptoms with 

upper GI microbiome:  The JUICE study. 

・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。 

 

３６） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１６ 

・研究課題名 人工知能解析を基盤とする新規の周術期集中治療管理戦略の予測アルゴリズム

の構築 

・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。 

 

３７） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１７ 

・研究課題名 慢性皮膚潰瘍における組織学的研究 

・研究責任者 館 正弘 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。 

 

３８） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１８ 

・研究課題名 ヒト膵臓組織を用いた膵ランゲルハンス島における迷走神経系の組織学的解析 

・研究責任者 今井 淳太 准教授（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。 

 

３９） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７１９ 

・研究課題名 ミトコンドリア病患者の培養線維芽細胞を用いた治療薬開発 

・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。 

 

４０） 

・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  ２０２０－１－７２０ 

・研究課題名 東北セプシスレジストリー：東北地方救急･集中治療施設における重症敗血症

継続的多施設共同データ登録 

・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。 

 

４１） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７２１ 

・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 Coagulation 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） 

・判定    承認する 

・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  ２０２０－１－７２２ 

・研究課題名 濾胞性リンパ腫における RNA絶対定量による遺伝子発現シグニチャーの解析研

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  ２０２０－１－７２３ 

・研究課題名 凍結肩における肩関節周囲組織の厚さと肩関節運動様式の経時的変化の解明に

向けた研究 

・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．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３件について審議を行った。審議件数は、「承認する」１件、「条件付きで承認する」

１件、「再提出」１件であった。 

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  ２０２０－１－７２４ 

・研究課題名 精神疾患病態解明のための死後脳集積システム構築とその運用 

・研究責任者 富田 博秋 教授（精神神経学分野） 

・判定    条件付きで承認する 

・審議内容  説明文書のインフォームド・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。 
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２） 

・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  ２０２０－１－７２５ 

・研究課題名 well-being の個体差の統合的理解 

・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。 

 

３） 

・申請種類  ヒトを対象とした医学系研究 

・受付番号  ２０２０－１－７２６ 

・研究課題名 ウエアラブルセンサを用いた作業時の腰部負荷検知システムの検証 

・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。 

 

 

５．平成２９年度の進捗状況報告について（資料１） 

 事務担当より、平成２９年度の進捗状況報告書提出完了について報告を行った。  

 

 

 

 

         以 上 


