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倫理委員会議事要録 

 

 

日時 令和３年１０月２５日（月）１４時から１４時５５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 

    阿部(高)、今谷、後藤、吉沢、香取、阿部(俊)、圓増、小椋、直江、樺島、渡邊、佐藤、

石井の各委員 

欠席者 出江、村山 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和３年９月２７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３年９月分本審査）(別紙１) 

委員長から、９月２７日倫理委員会における本審査課題４件の審査結果、審議内容について報

告を行った。 

 

 

３．倫理審査の審査結果報告について（迅速審査）(別紙２) 

 委員長から、９月～１０月に審議された迅速審査９７件の審議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」８９件、「継続審査」８件であ

った。 

 

 

４．人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(別紙３) 

申請のあった課題２件について審議を行った。審議結果は、「継続審査」２件であった。 

 

 

 

 

以 上 
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別紙１  

２．倫理審査の審査結果報告について（令和３年９月分本審査） 

 

１） 

・受付番号  2021-1-560 

・研究責任者 吉田 浩 教授（経済学研究科 経済経営学専攻） 

・研究課題名 スマートバンドを用いたセルフモニタリング行為が大学生の健康及び健康意識に

与える影響 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

２） 

・受付番号  2021-1-561 

・研究責任者 菅野 武 助教（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 新規 ERCPドライシミュレータを用いた教育プログラムの有効性を評価する単盲検

ランダム化比較試験 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

３） 

・受付番号  2021-1-562 

・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） 

・研究課題名 上腕骨外側上顆炎患者における半球間抑制の変化 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

 

４） 

・受付番号  2021-1-563 

・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） 

・研究課題名 脳卒中片麻痺者に対して膝関節固定装具を使用した歩行トレーニングが麻痺側

Trailing limb angleに及ぼす影響 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 
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別紙２  

３．倫理審査の審査結果報告について（迅速審査） 

 

１） 

・受付番号  2021-1-564 

・研究責任者 岩渕 将士 助教（理学研究科 キャンパスライフ支援室） 

・研究課題名 理系学部の大学生・大学院生におけるメンタルヘルス測定尺度の改良とカットオ

フ値の設定 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-565 

・研究責任者 髙山 真 准教授（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 漢方医学教育に関する調査研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

３） 

・受付番号  2021-1-566 

・研究責任者 石井 正 教授（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 COVID-19ワクチン接種が被接種者に及ぼす身体的影響に関する疫学研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-567 

・研究責任者 吉田 美香子 准教授（医学系研究科 ウィメンズヘルス・周産期看護学分野） 

・研究課題名 COVID-19の感染流行に伴う社会状況の変化が産褥早期のメンタルヘルスに与える

影響 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-568 

・研究責任者 吉田 美香子 准教授（医学系研究科 ウィメンズヘルス・周産期看護学分野） 

・研究課題名 乳がん内分泌療法中の（閉経関連）尿路生殖器症候群の実態調査 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-569 

・研究責任者 安田 聡 教授（医学系研究科 循環器内科学分野） 

・研究課題名 日本における急性⼼筋梗塞患者の 治療および予後の実態調査（JAMIR前向き研究） 
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・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-570 

・研究責任者 鈴木 秀明 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 AOBA-1・AOBA-2研究で取得された MRI横断・縦断画像データに対する追加解析に

よる加齢・生活習慣病の研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-571 

・研究責任者 佐々木 英之 准教授（病院 小児外科） 

・研究課題名 胆道閉鎖症におけるビタミン K 製剤投与法がビタミン K 欠乏性出血症に与える影

響に関する疫学研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

９） 

・受付番号  2021-1-572 

・研究責任者 千葉 大介 助教（病院 整形外科） 

・研究課題名 骨盤骨切り術後患者に対する人工股関節全置換術の臨床成績に関する疫学研究：

3種類の骨盤骨切り術後の人工股関節置換術の比較 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-573 

・研究責任者 亀井 尚 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 生体肝移植ドナー、レシピエント、肝癌患者に対する Thromboelastogram を用い

た凝固状態解析についての研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

１１） 

・受付番号  2021-1-574 

・研究責任者 平澤 典保 教授（薬学研究科 生活習慣病治療薬学分野） 

・研究課題名 乳がん患者血清中のサイトカイン測定によるがん免疫特性の評価法と薬物治療の

ための層別化法の探索 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-575 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 がん化学療法の地域連携に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

１３） 

・受付番号  2021-1-576 

・研究責任者 香取 幸夫 教授（医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 

・研究課題名 頭頸部がん患者の発話機能に関する探索的検討 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-577 

・研究責任者 香取 幸夫 教授（医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 

・研究課題名 音声治療のドロップアウトに関する多施設共同後ろ向き研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-578 

・研究責任者 山内 大輔 准教授（医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 

・研究課題名 先天性サイトメガロウイルス感染による難聴の診断 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-579 

・研究責任者 山﨑 研志 准教授（医学系研究科 皮膚科学分野） 

・研究課題名 尋常性白斑に対するデルゴシチニブ軟膏の安全性と有効性を検討する後方視的観

察研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-580 

・研究責任者 正宗 淳 教授（医学系研究科 消化器病態学分野） 

・研究課題名 膵腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検（EUS-FNA）後の穿刺経路腫瘍細胞播

種（Needle tract seeding）の二次調査 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 
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１８） 

・受付番号  2021-1-581 

・研究責任者 正宗 淳 教授（医学系研究科 消化器病態学分野） 

・研究課題名 自己免疫性膵炎の長期予後に関する多施設共同後ろ向き疫学研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-582 

・研究責任者 井上 淳 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 特定大規模施設における門脈血行異常症の記述疫学に関する研究（定点モニタリ

ングシステム） 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-583 

・研究責任者 高橋 信 講師（病院 腫瘍内科） 

・研究課題名 「ニボルマブ(ONO-4538) 拡大治験 原発不明癌に対する多施設共同非盲検非対照

試験」における附随研究（WJOG14620MTR） 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-584 

・研究責任者 山本 貴也 講師（病院 放射線治療科） 

・研究課題名 前立腺癌手術後、生化学的再発に対する救済放射線治療の有効性・安全性に関す

る遡及的研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

２２） 

・受付番号  2021-1-585 

・研究責任者 武田 一也 助教（病院 放射線治療科） 

・研究課題名 前立腺癌骨転移に対する塩化ラジウム 223 製剤の有効性と安全性に関する後ろ向

き調査研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-586 

・研究責任者 鈴鴨 よしみ 准教授（医学系研究科 肢体不自由学分野） 

・研究課題名 QOLの認知度と概念に関する全国調査 
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・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-587 

・研究責任者 久志本 成樹 教授（医学系研究科 救急医学分野） 

・研究課題名 国内外の後天性の血友病を含む出血性疾患のゲノム解析を含まない調査研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

２５） 

・受付番号  2021-1-588 

・研究責任者 久志本 成樹 教授（医学系研究科 救急医学分野） 

・研究課題名 持続腎代替療法における血行動態不安定性とグリコカリックスの関連:単施設前

向き観察研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-589 

・研究責任者 佐藤 武揚 助教（病院 高度救命救急センター） 

・研究課題名 集中治療患者における急性無石胆嚢炎の検討：単施設後向きコホート研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-590 

・研究責任者 今井 啓道 教授（医学系研究科 形成外科学分野） 

・研究課題名 皮膚欠損創に対して自家網状分層植皮を用いた各術式の有益性を比較する前向き

観察研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-591 

・研究責任者 有明 恭平 助教（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 膵癌における抗癌剤治療とヘキソサミン経路との関連性を解明する後ろ向きコホ

ート研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-592 
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・研究責任者 突田 容子 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 希少ドライバー遺伝子異常をもつ肺癌患者の後方視的調査 

The cohort study of lung cancer patients with rare driver gene alteration 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-593 

・研究責任者 村上 康司 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 サルコイドーシス患者の既存試料を用いた免疫系因子の発現解析 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-594 

・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） 

・研究課題名 HIRA-TAN法による肺移植患者または肺移植希望患者における呼吸器感染症の起炎

菌同定法の有用性の検討 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-595 

・研究責任者 齋木 佳克 教授（医学系研究科 心臓血管外科学分野） 

・研究課題名 トロンボモジュリン製剤投与時期と心臓大血管術後 DICの予後の関連性 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-596 

・研究責任者 齋木 佳克 教授（医学系研究科 心臓血管外科学分野） 

・研究課題名 Epic Mitral Valveを用いた僧帽弁置換術、三尖弁置換術後の遠隔期成績 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-597 

・研究責任者 森谷 邦彦 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 本邦における乳児期発症急性リンパ性白血病の発症実態、臨床試験登録状況、お

よび予後に関する検討 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 
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３５） 

・受付番号  2021-1-598 

・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） 

・研究課題名 毛筆活動による自己表現における感情変化と脳活動に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-599 

・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） 

・研究課題名 演奏会における観客間の脳活動同調現象に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-600 

・研究責任者 金森 政之 准教授（医学系研究科 神経外科学分野） 

・研究課題名 膠芽腫の遠隔再発に関与する危険因子の解析 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-601 

・研究責任者 張替 秀郎 教授（医学系研究科 血液・免疫病学分野） 

・研究課題名 Erdheim-Chester病に関する疫学調査（多施設共同後方視的調査研究） 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-602 

・研究責任者 張替 秀郎 教授（医学系研究科 血液・免疫病学分野） 

・研究課題名 Erdheim-Chester病の遺伝子解析研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-603 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 チオプリン製剤の妊娠中の安全性に関する研究 (preMENDEL2) 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 
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・受付番号  2021-1-604 

・研究責任者 金森 政之 准教授（医学系研究科 神経外科学分野） 

・研究課題名 脳腫瘍における腸内細菌叢・腫瘍内細菌のプロファイル構築 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-605 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（病院 病院） 

・研究課題名 JCOG1114CA1：臨床検体の解析による PCNSL予後予測バイオマーカーおよび治療反

応性規定因子の探索的研究－「JCOG1114C：初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対

する照射前大量メトトレキサート療法＋放射線治療と照射前大量メトトレキサー

ト療法＋テモゾロミド併用放射線治療＋テモゾロミド維持療法とのランダム化比

較試験」の附随研究－ 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-606 

・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） 

・研究課題名 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-607 

・研究責任者 重田 昌吾 助教（医学系研究科 婦人科学分野） 

・研究課題名 婦人科悪性腫瘍に対する血中循環 DNA および網羅的代謝産物解析を用いた新規治

療標的の探索 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-608 

・研究責任者 齋藤 昌利 教授（医学系研究科 胎児病態学分野） 

・研究課題名 妊娠・分娩が将来の健康状態（生活習慣病やメンタルヘルス）等に与える影響に

関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-609 

・研究責任者 海野 倫明 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 膵癌における術前治療の治療成績の検証～NCD膵癌登録を用いた後方視的研究 
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・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-610 

・研究責任者 海野 倫明 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 実臨床データを用いた膵癌術後補助化学療法の至適投与期間に関する検討 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-611 

・研究責任者 海野 倫明 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 がん遺伝子パネル検査を受けた胆道癌症例に関する前向き観察研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-612 

・研究責任者 髙山 真 准教授（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）罹患後の後遺症症状(Long COVID)に対す

る漢方薬治療の効果と安全性についての実態調査 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-613 

・研究責任者 笹野 公伸 教授（医学系研究科 病理診断学分野） 

・研究課題名 非小細胞肺癌における免疫チェックポイントを中心とした微小環境制御因子の検

討 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-614 

・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） 

・研究課題名 礼法が膝伸展筋力に与える影響 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-615 

・研究責任者 中澤 徹 教授（医学系研究科 眼科学分野） 
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・研究課題名 眼科検査情報と環境・多層生体情報統合データベースを活用した個別化医療創成

研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-616 

・研究責任者 横山 悠 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 眼科バイオバンク 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-617 

・研究責任者 藤野 直也 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 アレルギー疾患・免疫関連疾患の予防・早期介入を目指した先制医療開発に関す

るゲノム解析研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-618 

・研究責任者 富田 博秋 教授（医学系研究科 精神神経学分野） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-619 

・研究責任者 呉 繁夫 教授（医学系研究科 小児病態学分野） 

・研究課題名 網羅的ゲノム解析による神経筋疾患の遺伝学的解析 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-620 

・研究責任者 呉 繁夫 教授（医学系研究科 小児病態学分野） 

・研究課題名 NGSを用いた希少難病家系の網羅的ゲノム解析の追加研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-621 
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・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） 

・研究課題名 ミトコンドリア先制医療 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-622 

・研究責任者 宮崎 真理子 准教授（医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野） 

・研究課題名 COVID-19ワクチン接種前後の慢性透析患者の体液組成、栄養指標の変化の前方視

的観察研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-623 

・研究責任者 亀井 尚 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 機械学習を用いた食道癌リンパ節の同定と診断 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-624 

・研究責任者 目黒 謙一 教授 

（未来科学技術共同研究センター 高齢者高次脳医学研究プロジェクト） 

・研究課題名 アジアにおいて在宅介護ロボットに求められる役割、機能、倫理的課題の研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-625 

・研究責任者 目黒 謙一 教授 

（未来科学技術共同研究センター 高齢者高次脳医学研究プロジェクト） 

・研究課題名 高齢者ケア施設におけるデジタルコミュニケーションの事例研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-626 

・研究責任者 大田 英揮 准教授（医学系研究科 先進 MRI共同研究講座） 

・研究課題名 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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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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６４） 

・受付番号  2021-1-627 

・研究責任者 香取 幸夫 教授（医学系研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野） 

・研究課題名 唇顎口蓋裂児における中耳並びに上咽頭 microbiomeの検討 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-628 

・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） 

・研究課題名 ミトコンドリア先制医療 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-629 

・研究責任者 工藤 博典 助教（医学系研究科 小児外科学分野） 

・研究課題名 急性虫垂炎の治療成績に関する疫学研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-630 

・研究責任者 笹野 公伸 教授（医学系研究科 病理診断学分野） 

・研究課題名 消化管、膵 NETにおける GLUT2、MGMT、SSTR2の発現、ホルモン産生に関する研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-631 

・研究責任者 多田 寛 准教授（医学系研究科 乳腺・内分泌外科学分野） 

・研究課題名 JCOG1919E「ホルモン受容体陽性 HER2 陰性進行再発乳癌に対する パクリタキセ

ル+ベバシズマブ+アテゾリズマブのランダム化比較第 III 相医師主導治験」の附

随研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-632 

・研究責任者 福土 審 教授（医学系研究科 心療内科学分野） 

・研究課題名 過敏性腸症候群の腹部膨満感に関与する腸内細菌の解析 

・申請種類  変更審査 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2021-1-633 

・研究責任者 中澤 徹 教授（医学系研究科 眼科学分野） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-634 

・研究責任者 安田 聡 教授（医学系研究科 循環器内科学分野） 

・研究課題名 心不全患者の予後に関する多施設前向き疫学調査（その２） 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-635 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 多施設後ろ向き観察研究「胃癌 AI診断の精度向上」のための研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-636 

・研究責任者 志賀 永嗣 助教（病院 消化器内科） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-637 

・研究責任者 正宗 淳 教授（医学系研究科 消化器病態学分野） 

・研究課題名 患者レジストリを利用した IgG4関連疾患の診断基準ならびに治療指針の確立を目

指す研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-638 

・研究責任者 齋藤 良太 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 高感度多遺伝子検査システム MINtS による，細胞診検体を用いた肺癌 druggable
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遺伝子変異検索 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-639 

・研究責任者 八重樫 伸生 教授（医学系研究科 婦人科学分野） 

・研究課題名 環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」：宮城ユニット

センター版 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-640 

・研究責任者 重田 昌吾 助教（医学系研究科 婦人科学分野） 

・研究課題名 組織型別卵巣癌オルガノイド樹立に関する研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-641 

・研究責任者 立花 眞仁 准教授（病院 周産母子センター） 

・研究課題名 子宮内膜症の発症および進展における T細胞受容体レパートリー解析研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-642 

・研究責任者 立花 眞仁 准教授（病院 周産母子センター） 

・研究課題名 Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndromeに対する造腟術の検討 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-643 

・研究責任者 志賀 尚美 助教（病院 婦人科） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-644 
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・研究責任者 德永 英樹 講師（病院 婦人科） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-645 

・研究責任者 川崎 芳英 助教（医学系研究科 泌尿器科学分野） 

・研究課題名 メタボローム解析による泌尿生殖器腫瘍の新規バイオマーカー探索 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-646 

・研究責任者 佐藤 琢磨 助教（病院 泌尿器科） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-647 

・研究責任者 武石 陽子 助教（医学系研究科 ウィメンズヘルス・周産期看護学分野） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-648 

・研究責任者 山口 拓洋 教授（医学系研究科 医学統計学分野） 

・研究課題名 Risk based Approachにおけるリスク特定・評価方法とリスク軽減策の関係性に

関する研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 

・受付番号  2021-1-649 

・研究責任者 片桐 秀樹 教授（医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 
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・受付番号  2021-1-650 

・研究責任者 有馬 隆博 教授（医学系研究科 情報遺伝学分野） 

・研究課題名 胚盤胞における DNAメチル化の解析に関する研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

８８） 

・受付番号  2021-1-651 

・研究責任者 浅井 篤 教授（医学系研究科 医療倫理学分野） 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

８９） 

・受付番号  2021-1-652 

・研究責任者 浅井 篤 教授（医学系研究科 医療倫理学分野） 

・研究課題名 本邦の医療現場における代理意思決定に関する大規模横断調査 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９０） 

・受付番号  2021-1-653 

・研究責任者 佐々木 英之 准教授（病院 小児外科） 

・研究課題名 胆道閉鎖症におけるビタミン K 製剤投与法がビタミン K 欠乏性出血症に与える影

響に関する疫学研究 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９１） 

・受付番号  2021-1-654 

・研究責任者 久志本 成樹 教授（医学系研究科 救急医学分野） 

・研究課題名 国内外の後天性の血友病を含む出血性疾患のゲノム解析を含まない調査研究 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９２） 

・受付番号  2021-1-655 

・研究責任者 髙山 真 准教授（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 漢方医学教育に関する調査研究 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・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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９３） 

・受付番号  2021-1-656 

・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） 

・研究課題名 上腕骨外側上顆炎患者における半球間抑制の変化 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９４） 

・受付番号  2021-1-657 

・研究責任者 吉田 浩 教授（経済学研究科 経済経営学専攻） 

・研究課題名 スマートバンドを用いたセルフモニタリング行為が大学生の健康及び健康意識に

与える影響 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９５） 

・受付番号  2021-1-658 

・研究責任者 亀井 尚 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 生体肝移植ドナー、レシピエント、肝癌患者に対する 

Thromboelastogramを用いた凝固状態解析についての研究 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９６） 

・受付番号  2021-1-659 

・研究責任者 山本 貴也 講師（病院 放射線治療科） 

・研究課題名 前立腺癌手術後、生化学的再発に対する救済放射線治療の有効性・安全性に関す

る遡及的研究 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

９７） 

・受付番号  2021-1-660 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 がん化学療法の地域連携に関する研究 

・申請種類  継続審査 

・判定    承認する 

・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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別紙３ 

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 

 

１） 

・受付番号  2021-1-662 

・研究責任者 鈴木 淳 助教（病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科） 

・研究課題名 聴性誘発反応を用いた多感覚統合メカニズム解明に向けた健聴者を対象とした予

備的研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

２） 

・受付番号  2021-1-663 

・研究責任者 冨田 尚希 助教（病院 加齢・老年病科） 

・研究課題名 一応回答の新規発生指標と発生予測因子の探索 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、説明文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 


