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倫理委員会議事要録 

 

 

日時 令和３年１２月２０日（月）１４時から１６時 

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 

    後藤、吉沢、香取、阿部(俊)、出江、圓増、小椋、直江、樺島、渡邊、佐藤、石井の各

委員 

欠席者 阿部(高)、今谷、村山 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和３年１１月２２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１１月分本審査）（別紙１） 

委員長から、１１月２２日倫理委員会における本審査課題７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、１１月～１２月に審議された迅速審査８９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」８４件、「継続審査」５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８件について審議を行った。審議結果は、「承認」１件、「継続審査」７件で

あった。 

 

 

５．倫理的妥当性・科学的合理性を損なう事実に関する報告について（別紙３） 

報告のあった課題１件について審議を行った。審議結果は、「承認」１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１１月分本審査） 

 

１） 

・受付番号  2021-1-737 

・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 没入型バーチャルリアリティにおける既知の経験の共有が高齢者の生活の質に

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。 

 

２） 

・受付番号  2021-1-738 

・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 短期片側運動学習の難易度が異なる肢間転移および脳波変化に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、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  2021-1-739 

・研究責任者 藤﨑 万裕 講師（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 

・研究課題名 地域を超えたピアサポートを実現するひとり親支援プログラムの開発「主体性の

回復」から「新しい連帯」が実現する過程の検証 

・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  2021-1-740 

・研究責任者 佐藤 友美 助教（病院 放射線診断科） 

・研究課題名 機械学習を用いた癒着胎盤の MRI画像診断 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

５） 

・受付番号  2021-1-741 

・研究責任者 山本 宣幸 准教授（医学系研究科 整形外科学分野） 

・研究課題名 単眼カメラでの 3次元姿勢推定ソフトウェアによる肩関節可動域測定の検証 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2021-1-742 

・研究責任者 山本 宣幸 准教授（医学系研究科 整形外科学分野） 

・研究課題名 肩関節初回脱臼患者に対する外転外旋位での装具固定の有効性の検討 
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・申請種類  変更審査 

・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。 

 

７） 

・受付番号  2021-1-743 

・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 指装着型センシングデバイスを用いた生体情報推定技術に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

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

  



4 

 

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  2021-1-744 

・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  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。 

 

２） 

・受付番号  2021-1-745 

・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 新型コロナウイルス感染拡大による居宅支援サービスにおける高齢者支援の現

状と困難事象に関する実態調査ー拡大調査 

・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  2021-1-746 

・研究責任者 宮城 重人 准教授（病院 臓器移植医療部） 

・研究課題名 外科周術期管理と短期・長期成績の研究 

・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。 

   

４） 

・受付番号  2021-1-747 

・研究責任者 戸子台 和哲 助教（病院 移植・再建・内視鏡外科） 

・研究課題名 ヒト羊膜を用いた人工血管感染の予防法の確立 

・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  2021-1-748 

・研究責任者 菅野 直人 助教（医学系研究科 神経内科学分野） 

・研究課題名 遺伝性ジストニア DYT28の病態検討 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2021-1-749 

・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 冠動脈 CTから算出した FFR推定値の検証 
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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  2021-1-750 

・研究責任者 鈴木 秀明 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 全身 PET画像を用いた心脳連関の研究 

・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  2021-1-751 

・研究責任者 中野 誠 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動患者の塞栓予防の有効

性と安全性に関する多施設レジストリー研究：J-LAAO 

・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。 

 

９） 

・受付番号  2021-1-752 

・研究責任者 長谷部 雄飛 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 オミックス解析に基づき頻脈誘発性心筋症と拡張型心筋症の鑑別バイオマーカ

ーを探索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。 

 

１０） 

・受付番号  2021-1-753 

・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） 

・研究課題名 パンデミック時のマスク着用理由に関する質的研究 

・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  2021-1-754 

・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 膵疾患新規バイオマーカーの探索 

・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。 

 

１２） 

・受付番号  2021-1-755 

・研究責任者 井上 淳 助教（病院 消化器内科） 
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・研究課題名 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）における肝病理像の評価および各種代謝

疾患治療薬の治療効果に関する疫学研究 

・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。 

 

１３） 

・受付番号  2021-1-756 

・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 院外心肺停止患者に対するバイスタンダーCPRの質によるアウトカムの差異に関

する予備研究 

・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。 

 

１４） 

・受付番号  2021-1-757 

・研究責任者 藤原 実名美 准教授（病院 輸血・細胞治療部） 

・研究課題名 同種造血幹細胞輸注関連有害事象と移植合併症の相関の前向き臨床観察研究 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2021-1-758 

・研究責任者 高橋 紀善 助教（病院 放射線部） 

・研究課題名 Radiomics を用いた放射線治療の予後予測・治療効果予測の研究 

・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。 

 

１６） 

・受付番号  2021-1-759 

・研究責任者 和田 陽一 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 ガラクトース血症 IV型の国内頻度および自然歴調査研究 

・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。 

 

１７） 

・受付番号  2021-1-760 

・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 腫瘍組織及び腹水中癌細胞からの婦人科悪性腫瘍オルガノイド樹立についての

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。 

 

１８） 
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・受付番号  2021-1-761 

・研究責任者 舟山 眞人 教授（医学系研究科 法医学分野） 

・研究課題名 死後 CT画像による凍死の AI診断に関する研究 

・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。 

 

１９） 

・受付番号  2021-1-762 

・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・研究課題名 本邦における皮膚血管肉腫に対するタキサン系抗がん剤使用成績の検討：多施設

共同観察研究 

・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。 

 

２０） 

・受付番号  2021-1-763 

・研究責任者 宮下 光令 教授（医学系研究科 緩和ケア看護学分野） 

・研究課題名 日本ホスピス緩和ケア協会によるインターネット遺族調査の後ろ向き解析 

・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。 

 

２１） 

・受付番号  2021-1-764 

・研究責任者 黒澤 一 教授（事業支援機構 労働安全衛生室） 

・研究課題名 NICU入院児の陥没呼吸の臨床像 

・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。 

 

２２） 

・受付番号  2021-1-765 

・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 JCOG2106A:食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察において腫

瘍マーカー測定の有用性を探索的に評価する統合解析 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2021-1-766 

・研究責任者 笠原 佑記 助教（病院 腫瘍分子システム治療共同研究部門） 

・研究課題名 悪性腫瘍（胃癌・食道癌・腎細胞癌・尿路上皮癌・悪性 黒色腫）に対する抗 PD-

1/L1抗体を含む治療法の新規効果予測因子を用いた前向き観察研究 

・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。 
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２４） 

・受付番号  2021-1-767 

・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 血管外科領域における手術手技に関する臨床医学教育 

・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。 

 

２５） 

・受付番号  2021-1-768 

・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 エイジング（年をとること）に関する意識調査 

・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。 

 

２６） 

・受付番号  2021-1-769 

・研究責任者 門廻 充侍 助教 

（災害科学国際研究所 災害評価・低減研究部門 津波工学研究分野） 

・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 

・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。 

 

２７） 

・受付番号  2021-1-770 

・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 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 

・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。 

 

２８） 

・受付番号  2021-1-771 

・研究責任者 黒沢 是之 助教（医学系研究科 形成外科学分野） 

・研究課題名 舌再建手術後の嚥下障害発生割合を検討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。 

 

２９） 

・受付番号  2021-1-772 

・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 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 
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・申請種類  変更審査 

・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。 

 

３０） 

・受付番号  2021-1-773 

・研究責任者 津田 聡 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 緑内障患者を対象とした疾病登録 

・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。 

 

３１） 

・受付番号  2021-1-774 

・研究責任者 横山 悠 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 多施設共同研究 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。 

 

３２） 

・受付番号  2021-1-775 

・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。 

 

３３） 

・受付番号  2021-1-776 

・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 治療抵抗性統合失調症の病態解明と新規バイオマーカー開発に向けた包括的ア

プローチ 

・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。 

 

３４） 

・受付番号  2021-1-777 

・研究責任者 後岡 広太郎 特任准教授（病院 プロトコル作成支援部門） 

・研究課題名 慢性心不全患者における血漿と尿のヒトゲノム・遺伝子解析に関する臨床研究：

末梢血における検討 

・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。 

 

３５） 

・受付番号  2021-1-778 

・研究責任者 後岡 広太郎 特任准教授（病院 プロトコル作成支援部門） 
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・研究課題名 慢性心不全患者における血漿と尿のオミックス解析に関する臨床研究：末梢血に

おける検討 

・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。 

 

３６） 

・受付番号  2021-1-779 

・研究責任者 安田 正幸 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 人工知能を活用した眼疾患の病態解明 

・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。 

 

３７） 

・受付番号  2021-1-780 

・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 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 

・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。 

 

３８） 

・受付番号  2021-1-781 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 miRNAを用いた腸管病変のリキッドバイオプシー法の研究 MIRAI study (Liquid 

biopsy using miRNAs associated with intestinal disease) 

・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。 

 

３９） 

・受付番号  2021-1-782 

・研究責任者 井上 彰 教授（医学系研究科 緩和医療学分野） 

・研究課題名 肩関節鏡視下手術の腕神経叢ブロックにおけるロピバカイン至適投与量の後方

視的検討 

・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。 

 

４０） 

・受付番号  2021-1-783 

・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  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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４１） 

・受付番号  2021-1-784 

・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  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。 

 

４２） 

・受付番号  2021-1-785 

・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 流行に伴う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。 

 

４３） 

・受付番号  2021-1-786 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（医学系研究科 神経外科学分野） 

・研究課題名 脳腫瘍全国統計調査と解析（臓器がん登録調査） 

・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。 

 

４４） 

・受付番号  2021-1-787 

・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 交流電場療法の有効性・安全性に関する後方視的研究および観察研究 

・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。 

 

４５） 

・受付番号  2021-1-788 

・研究責任者 新妻 邦泰 教授（医工学研究科 神経外科先端治療開発学分野） 

・研究課題名 迷走神経刺激による臓器調節の実態解明とその制御法の開発に関する前向き観

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。 

 

４６） 

・受付番号  2021-1-789 

・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 思春期女性への HPVワクチン公費助成開始後における子宮頸癌の HPV16/18陽性

割合の推移に関する疫学研究（第Ⅱ期；2019年 4月‐2026 年 12月） 

・申請種類  変更審査 
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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。 

 

４７） 

・受付番号  2021-1-790 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 新型コロナウイルスワクチン接種による副反応解析 

・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。 

 

４８） 

・受付番号  2021-1-791 

・研究責任者 赤石 哲也 助教（医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座） 

・研究課題名 神経疾患、非神経疾患、健常者における治療開始前の検査結果の特性を探る疫学

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。 

 

４９） 

・受付番号  2021-1-792 

・研究責任者 田上 恵太 講師（医学系研究科 緩和医療学分野） 

・研究課題名 緩和ケアチーム管理栄養士の直接介入による「がん患者の食事の困り度」改善効

果 

・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。 

 

５０） 

・受付番号  2021-1-793 

・研究責任者 山下 慎一 講師（病院 泌尿器科） 

・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 

・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  2021-1-794 

・研究責任者 塩飽 仁 教授（医学系研究科 小児看護学分野） 

・研究課題名 小児集中治療における Quality of Dying and Death（PICU-QODD）医療者評価用

尺度の日本語版開発と信頼性・妥当性の検証 

・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  2021-1-795 
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・研究責任者 ＤＡＰＡＴ ＣＬＹＤＥ ＰＡＮＣＩＴＯ 講師 

（医学系研究科 微生物学分野） 

・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 

・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  2021-1-796 

・研究責任者 中里 信和 教授（医学系研究科 てんかん学分野） 

・研究課題名 てんかん外科手術の予後に関する神経心理学的，画像学的，電気生理学的縦断研

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。 

 

５４） 

・受付番号  2021-1-797 

・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 多種類のプログラム介入が高齢者の認知機能、日常生活機能、QOLに及ぼす影響

について 

・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  2021-1-798 

・研究責任者 後岡 広太郎 特任准教授（病院 プロトコル作成支援部門） 

・研究課題名 パーソナルヘルスレコードによる生活習慣病合併心血管病患者の診療の質向上

を目指した研究：パイロット研究 

・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  2021-1-799 

・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 外傷における包括的長期予後データベースの構築とテーラーメイド型退院後医

療の確立〜中等から重症外傷疾患に対する病院生存退院後の自然史、QOL、社会

復帰に関する多施設共同研究〜 

・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。 

 

５７） 

・受付番号  2021-1-800 

・研究責任者 佐藤 武揚 助教（病院 高度救命救急センター） 
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・研究課題名 重症病態に対する包括的栄養療法の臨床改善効果の後ろ向き検討 

・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。 

 

５８） 

・受付番号  2021-1-801 

・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 中耳神経内分泌腫瘍に関する多施設共同研究 

・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。 

 

５９） 

・受付番号  2021-1-802 

・研究責任者 水間 正道 講師（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 膵癌における審査腹腔鏡検査の適応基準を確立するための前向き観察研究 

・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。 

 

６０） 

・受付番号  2021-1-803 

・研究責任者 三浦 孝之 助教（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 2次化学療法実施中の切除不能膵癌患者における Electronic Patient-Reported 

Outcome (ePRO) を用いた QOL 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。 

 

６１） 

・受付番号  2021-1-804 

・研究責任者 大西 康 講師（病院 血液内科） 

・研究課題名 アグレッシブ ATL の予後に影響する因子について検討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。 

 

６２） 

・受付番号  2021-1-805 

・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 造血器腫瘍および不応性貧血における遺伝子解析研究 

・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。 

 

６３） 

・受付番号  2021-1-806 
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・研究責任者 舟山 眞人 教授（医学系研究科 法医学分野） 

・研究課題名 ミトコンドリア DNA のメチル化を標的とした身元不明者の年齢推定法開発に関

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。 

 

６４） 

・受付番号  2021-1-807 

・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 

・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  2021-1-808 

・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  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  2021-1-809 

・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 自己免疫性膵炎に合併した炎症性膵嚢胞症例の全国調査 

・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。 

 

６７） 

・受付番号  2021-1-810 

・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 isolated proximal IgG4-関連硬化性胆管炎の診断と長期予後の多施設研究 

・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  2021-1-811 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・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 

・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） 
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・受付番号  2021-1-812 

・研究責任者 志賀 永嗣 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 日本の実臨床における患者報告アウトカム（PRO)を用いたウステキヌマブ導入後

における潰瘍性大腸炎患者の症状改善効果の検討 Sirius study 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2021-1-813 

・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  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  2021-1-814 

・研究責任者 古川 徹 教授（医学系研究科 病態病理学分野） 

・研究課題名 早期ステージ膵臓がんにおけるゲノム解析による新規分子診療標的の同定（後方

視探索的多施設共同研究） 

・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。 

 

７２） 

・受付番号  2021-1-815 

・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 DPCデータを用いた消化器疾患の疫学研究 

・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。 

 

７３） 

・受付番号  2021-1-816 

・研究責任者 川副 友 助教（医学系研究科 救急医学分野） 

・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 

・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  2021-1-817 

・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 魚骨による咽頭・食道異物症例の疫学研究 

・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。 
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７５） 

・受付番号  2021-1-818 

・研究責任者 杉浦 久敏 教授（医学系研究科 呼吸器内科学分野） 

・研究課題名 慢性閉塞性肺疾患（COPD）の喘息病態合併症診断の主要評価項目と治療実態に関

する調査研究 

・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。 

 

７６） 

・受付番号  2021-1-819 

・研究責任者 德田 浩一 准教授（医学系研究科 感染管理室） 

・研究課題名 宮城県内の抗菌薬・薬剤耐性菌サーベイランスを発展させた薬剤耐性菌の病原遺

伝子に関する疫学研究 

・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。 

 

７７） 

・受付番号  2021-1-820 

・研究責任者 武田 一也 助教（病院 放射線治療科） 

・研究課題名 放射線治療部におけるタブレット端末を用いた問診補助システムの有効性に関

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。 

 

７８） 

・受付番号  2021-1-821 

・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 糖代謝異常患者における血中インスリン様成長因子濃度の後向き診療実態調査 

・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。 

 

７９） 

・受付番号  2021-1-822 

・研究責任者 外山 裕章 准教授（医学系研究科 麻酔科学・周術期医学分野） 

・研究課題名 肺高血圧症や右心不全を合併する患者の心機能に対して肺移植が及ぼす影響の

後ろ向き検討 

・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  2021-1-823 

・研究責任者 中西 三春 准教授（医学系研究科 精神看護学分野） 

・研究課題名 認知症の人におけるアドバンス・ケア・プランニング（人生会議）のあり方に関

する web アンケート調査 
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・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  2021-1-824 

・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 臨床研究中核病院における慢性腎臓病発症・進展の危険因子探索のためのデータ

ベース研究：臨床研究中核病院間共同研究 

・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。 

 

８２） 

・受付番号  2021-1-825 

・研究責任者 後藤 昌史 教授（医学系研究科 移植再生医学分野） 

・研究課題名 ヒト膵島を用いた膵島輸送容器とバイオ人工膵島用デバイスの評価 

・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  2021-1-826 

・研究責任者 石岡 千加史 教授（医学系研究科 臨床腫瘍学分野） 

・研究課題名 NCCH1612:希少がんに対する遺伝子プロファイリングと標的治療に関する前向き

レジストリ臨床研究(MASTER KEY) 

・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  2021-1-827 

・研究責任者 石井 智徳 特任教授（病院 臨床研究実施部門） 

・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 

・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  2021-1-828 

・研究責任者 笠原 佑記 助教（病院 腫瘍分子システム治療共同研究部門） 

・研究課題名 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発食道扁平上皮癌に対する

Nivolumab療法におけるバイオマーカー探索を含む前向き観察研究 

・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。 

 

８６） 

・受付番号  2021-1-829 
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・研究責任者 大塚 英郎 講師（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 原発性十二指腸癌の発生、進展における分子機構の研究 

・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。 

 

８７） 

・受付番号  2021-1-830 

・研究責任者 青木 洋子 教授（医学系研究科 遺伝医療学分野） 

・研究課題名 Noonan症候群類縁疾患の遺伝子解析研究 

・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。 

 

８８） 

・受付番号  2021-1-831 

・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 冠動脈瘤に対する血流数値流体力学解析の有効性検証に関する研究 

・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。 

 

８９） 

・受付番号  2021-1-832 

・研究責任者 菅原 準一 教授（東北メディカル・メガバンク機構 地域医療支援部門） 

・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 

・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。 

  



20 

 

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  2021-1-833 

・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 左右利き手による運動スキルの肢間転移および脳波変化に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、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  2021-1-834 

・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 音声認識と機械学習を組み合わせた新しい医学教育システムの開発 

・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  2021-1-835 

・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 健常者での有効な呼吸筋訓練方法の同定 

・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  2021-1-836 

・研究責任者 吉沢 豊子 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 イランにおけるコペアレンティング(夫婦協同育児)促進プログラムの開発 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2021-1-837 

・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 COVID-19 パンデミック下における医療資源配分の現状と課題に関する探索的質

的研究 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2021-1-838 

・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 日本の医療系学生を対象にした感染予防行動と人生の展望に対する COVID-19パ

ンデミックの影響に関する質的記述的研究 
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・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。 

 

７） 

・受付番号  2021-1-887 

・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 オミックス解析と非侵襲的血管画像解析による全身血管障害のリスク指標の確

立 

・申請種類  変更審査 

・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。 

 

８-１） 

・受付番号  2019-1-063 

・研究責任者 山本 宣幸 准教授（医学系研究科 整形外科学分野） 

・研究課題名 肩関節初回脱臼患者に対する外転外旋位での装具固定の有効性の検討 

・申請種類  倫理的妥当性・科学的合理性を損なう事実に関する報告 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

８-２） 

・受付番号  2021-1-839 

・研究責任者 山本 宣幸 准教授（医学系研究科 整形外科学分野） 

・研究課題名 肩関節初回脱臼患者に対する外転外旋位での装具固定の有効性の検討 

・申請種類  継続審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  説明文書の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 


