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倫理委員会議事要録 

 

 

日時 令和４年１月２４日（月）１４時から１７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 

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

石井の各委員 

欠席者 小椋、村山 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和３年１２月２０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１２月分本審査） 

委員長から、１２月２０日倫理委員会における本審査課題８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） 

 委員長から、１２月～１月に審議された迅速審査１１８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」１１６件、「継続審査」２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 

申請のあった課題３件について審議を行った。審議結果は、「継続審査」３件であった。 

 

 

５．人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理審査依頼等に関する手順書（東北大学大

学院医学系研究科、東北大学大学院歯学研究科及び東北大学病院）の改定について 

 事務担当から、標記手順書の改定（２０２１年１２月２８日付）について説明を行った。 

 

 

 

 

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１２月分本審査） 

 

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  2019-1-63 

・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。 
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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  2021-1-840 

・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  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  2021-1-841 

・研究責任者 橋本 功 講師（医学系研究科 整形外科学分野） 

・研究課題名 側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2021-1-842 

・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 音声データを用いた症状判別ＡＩ開発のための健常人へのインタビュー調査 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2021-1-843 

・研究責任者 鈴木 貴 教授（医学系研究科 病理検査学分野） 

・研究課題名 アンドロゲンおよび RNA結合タンパク質の神経変性疾患における役割 

・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  2021-1-844 

・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） 

・研究課題名 バスキュラーアクセスに随伴する後天性フォン・ヴィレブランド症候群（AVWS）

の新規検査診断法の開発 

・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  2021-1-845 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 

・申請種類  新規審査 
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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。 

 

７） 

・受付番号  2021-1-846 

・研究責任者 冨永 循哉 講師（医学系研究科 放射線診断学分野） 

・研究課題名 統計学的手法に基づく線維化性過敏性肺炎 CT診断基準の作成 

・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  2021-1-847 

・研究責任者 赤松 大二朗 准教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 虚血性潰瘍・壊疽を有する非動脈硬化性の包括的高度慢性下肢虚血の臨床成績に

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。 

 

９） 

・受付番号  2021-1-848 

・研究責任者 梅津 道久 助教（病院 移植・再建・内視鏡外科） 

・研究課題名 日本に於ける COVID-19患者での血栓症・抗凝固療法の診療実態を明らかにする

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。 

 

１０） 

・受付番号  2021-1-849 

・研究責任者 志賀 卓弥 講師（病院 集中治療部） 

・研究課題名 間質性肺疾患による ARDSについての疫学調査 

・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。 

 

１１） 

・受付番号  2021-1-850 

・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 東北大学病院における食道癌一期根治手術の周術期管理と術後合併症の関係性

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。 

 

１２） 

・受付番号  2021-1-851 

・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） 
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・研究課題名 非侵襲連続推定心拍出量と従来の心拍出量測定法による測定値の関係性の研究 

・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。 

 

１３） 

・受付番号  2021-1-852 

・研究責任者 宮下 穣 講師（病院 乳腺・内分泌外科） 

・研究課題名 COVID19 Pandemic が乳癌診療へ与える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。 

 

１４） 

・受付番号  2021-1-853 

・研究責任者 進藤 智彦 講師（医学系研究科 循環器先端医療開発学寄附講座） 

・研究課題名 右心不全患者の右室心筋における内皮型一酸化窒素合成酵素の重要性 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2021-1-854 

・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 進行再発卵巣癌・卵管癌・腹膜癌における PARP阻害剤の治療成績に関する後方

視的検討 

・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。 

 

１６） 

・受付番号  2021-1-855 

・研究責任者 神宮 啓一 教授（医学系研究科 放射線腫瘍学分野） 

・研究課題名 術後再発食道癌に対する化学放射線治療後の再発形式に関する調査研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

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

 

１７） 

・受付番号  2021-1-856 

・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 健常及び過敏性腸症候群ボランティアの幼少期ストレス 

・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） 

・受付番号  2021-1-857 

・研究責任者 西條 芳文 教授（医工学研究科 医用イメージング分野） 



7 

 

・研究課題名 超音波顕微鏡による肺移植例の肺組織性状に関する音響学的研究 

・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。 

 

１９） 

・受付番号  2021-1-858 

・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 妊娠高血圧症候群の治療及び予後に関する検討 

・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。 

 

２０） 

・受付番号  2021-1-859 

・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 ミトコンドリア病の治療、経過及び予後に関する検討 

・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。 

 

２１） 

・受付番号  2021-1-860 

・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 糖尿病性腎症に対する LDL アフェレシス療法に関する観察研究【LICENSE-

Observational Study: LICENSE-ON】 

・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  2021-1-861 

・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 腎サルコイドーシス患者における血清及び尿中バイオマーカーと組織障害、臨床

経過に関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。 

 

２３） 

・受付番号  2021-1-862 

・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 新型コロナウイルス感染症にり患した腎不全患者の後ろ向き観察研究 

・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。 

 

２４） 

・受付番号  2021-1-863 
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・研究責任者 森川 孝則 准教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 無石胆嚢炎の病因病態、治療法、および予後の全国集計 

・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  2021-1-864 

・研究責任者 大塚 英郎 講師（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 膵癌組織における ATMの発現と、膵癌の進展、悪性化に関する研究 

・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。 

 

２６） 

・受付番号  2021-1-865 

・研究責任者 押谷 仁 教授（医学系研究科 微生物学分野） 

・研究課題名 COVID-19 に関する治療法を特定するために行われた臨床研究の参加者・関係者

の経験：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。 

 

２７） 

・受付番号  2021-1-866 

・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 肺移植後予後に関する多施設レジストリ研究 

― 組織適合性検査からみた予後調査 ― 

・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。 

 

２８） 

・受付番号  2021-1-867 

・研究責任者 植田 琢也 教授（医学系研究科 画像診断学分野） 

・研究課題名 放射線治療を行った子宮頸癌患者の人工知能(AI)を用いた予後予測に関する後

方視的研究 

・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。 

 

２９） 

・受付番号  2021-1-868 

・研究責任者 植田 琢也 教授（医学系研究科 画像診断学分野） 

・研究課題名 心臓超音波検査による心不全患者の診断と予後予想 

・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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３０） 

・受付番号  2021-1-869 

・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 がんゲノム情報管理センター(Center for Cancer Genomics and Advanced 

Therapeutics: C- CAT) データを利用したがん種横断的な網羅的遺伝子解析 

・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  2021-1-870 

・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 ご遺体を用いた呼吸器外科、手術アプローチ、拡大手術（気管形成、血管形成）、

肺移植の研修 

・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  2021-1-871 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（病院 神経外科学分野） 

・研究課題名 ご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 

・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  2021-1-872 

・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 ご遺体を用いた頭蓋顎顔面（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 

・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  2021-1-873 

・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 ご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 

・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。 

 

３５） 

・受付番号  2021-1-874 

・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 低侵襲心臓手術実践前の最終研修としてのご遺体での手術シミュレーション 

・申請種類  新規審査 

・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。 

 

３６） 

・受付番号  2021-1-875 

・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 ご遺体を用いた整形外科手術手技解剖研修 ‐肩関節・股関節・脊椎・骨軟部腫

瘍について‐ 

・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  2021-1-876 

・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 ご遺体を用いた側頭骨手術、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 

・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  2021-1-877 

・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 ご遺体を用いた人工内耳埋込術の手術手技研修 

・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  2021-1-878 

・研究責任者 山内 正憲 教授（医学系研究科 麻酔科学・周術期医学分野） 

・研究課題名 ご遺体を用いた麻酔手技の研修 

・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  2021-1-879 

・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 化学療法を施行するがん患者の精神症状の推移と関連する要因に関する前向き

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。 

 

４１） 

・受付番号  2021-1-880 

・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） 

・研究課題名 生涯健康脳を創造する個性と生活習慣の研究 
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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。 

 

４２） 

・受付番号  2021-1-881 

・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 治療終了後のがんの子どもをもつ母親の就労状況とその関連要因 

・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  2021-1-882 

・研究責任者 齋藤 良太 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前

向き観察研究：（J-TAIL）におけるバイオマーカー探索研究 

・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。 

 

４４） 

・受付番号  2021-1-883 

・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 高齢者が求める ITテクノロジーについての研究 

・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。 

 

４５） 

・受付番号  2021-1-884 

・研究責任者 川上 和義 教授（医学系研究科 感染分子病態解析学分野） 

・研究課題名 レジオネラ症診断における尿中抗原検査と臨床的特徴に関する全国サーベイラ

ンス研究 -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。 

 

４６） 

・受付番号  2021-1-885 

・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。 

 

４７） 

・受付番号  2021-1-886 
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・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 BRCA遺伝学的検査に関するデータベースの作成 

・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  2021-1-888 

・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 ビックデータと人工知能を用いた眼疾患（緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑疾患、

前眼部疾患）診断システム確立のための観察研究 

・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。 

 

４９） 

・受付番号  2021-1-889 

・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 眼科における人工知能を用いた研究を効率的に行うための医療情報システムを

探索する実証研究 

・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。 

 

５０） 

・受付番号  2021-1-890 

・研究責任者 横山 悠 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 緑内障病態解明を目指した包括的基礎研究 

・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  2021-1-891 

・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 全身性エリテマトーデスのレパトア解析 

・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。 

 

５２） 

・受付番号  2021-1-892 

・研究責任者 小田桐 逸人 主任放射線技師(臨地講師)（病院 放射線部門） 

・研究課題名 骨シンチグラフィにおける定量解析の検出感度向上を目指した研究 

・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。 

 

５３） 
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・受付番号  2021-1-893 

・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  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。 

 

５４） 

・受付番号  2021-1-894 

・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 外科術式別の術後検査結果と短期・長期成績の関連性の検討 

・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。 

 

５５） 

・受付番号  2021-1-895 

・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量的研究 

・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。 

 

５６） 

・受付番号  2021-1-896 

・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が高齢者の生活の質に及ぼす

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。 

 

５７） 

・受付番号  2021-1-897 

・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 異なる難易度の運動学習による肢間転移および脳波変化の研究 

・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。 

 

５８） 

・受付番号  2021-1-898 

・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 

・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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５９） 

・受付番号  2021-1-899 

・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  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。 

 

６０） 

・受付番号  2021-1-900 

・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  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。 

 

６１） 

・受付番号  2021-1-901 

・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 ミトコンドリア病患者の培養線維芽細胞を用いた治療薬開発 

・申請種類  変更審査（緊急） 

・判定    承認する 

・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  2021-1-902 

・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 ヒト骨髄および臍帯組織由来間葉系細胞の解析研究 

・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  2021-1-903 

・研究責任者 福原 規子 講師（病院 血液内科） 

・研究課題名 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究 

・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。 

 

６４） 

・受付番号  2021-1-904 

・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 人工知能を応用した糖尿病治療支援システムの開発 

・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。 
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６５） 

・受付番号  2021-1-905 

・研究責任者 青木 正志 教授（医学系研究科 神経内科学分野） 

・研究課題名 筋疾患および神経変性疾患からの iPS細胞樹立とヒト疾患細胞モデルの作製 

・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  2021-1-906 

・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 急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎の全国調査 

・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  2021-1-907 

・研究責任者 井上 淳 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 切除不能肝細胞癌患者に対する Atezolizumab+Bevacizumab 併用療法の多施設共

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。 

 

６８） 

・受付番号  2021-1-908 

・研究責任者 金子 美華 准教授（医学系研究科 抗体創薬共同研究講座） 

・研究課題名 がん特異的抗体の作製 

・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  2021-1-909 

・研究責任者 青山 真帆 助教（医学系研究科 緩和ケア看護学分野） 

・研究課題名 がん患者遺族の死別後のうつ・複雑性悲嘆の予測のための縦断調査 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2021-1-910 

・研究責任者 冨田 尚希 助教（病院 加齢・老年病科） 

・研究課題名 「健康関連主観情報スクリーニング 36問」（HRSP36）の特徴検討のための基礎調

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。 
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７１） 

・受付番号  2021-1-911 

・研究責任者 冨田 尚希 助教（病院 加齢・老年病科） 

・研究課題名 アルツハイマー病観察研究の公開データベース登録データを用いた老年医学的

課題の国際比較研究 

・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  2021-1-912 

・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 データベースを使用した胸部悪性疾患における術前診断, 手術, 周術期管理/合

併症, および予後に関する研究 

・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。 

 

７３） 

・受付番号  2021-1-913 

・研究責任者 宮内 栄作 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 肺癌患者に対する新型コロナウイルスワクチンの有効性と薬物療法が及ぼす抗

体価への影響の検討 

・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。 

 

７４） 

・受付番号  2021-1-914 

・研究責任者 村上 康司 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 当科サルコイドーシス外来通院症例のデータベースを利用した肺外臓器合併例、

癌合併例の臨床的特徴を明らかにする研究 

・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。 

 

７５） 

・受付番号  2021-1-915 

・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  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  2021-1-916 

・研究責任者 笹野 公伸 教授（医学系研究科 病理診断学分野） 
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・研究課題名 間質性肺炎合併肺腺癌における癌関連線維芽細胞の特徴に関する検討 

・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。 

 

７７） 

・受付番号  2021-1-917 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病院 病理部） 

・研究課題名 Barrett食道癌におけるグルココルチコイド受容体の発現動態に関する検討 

・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。 

 

７８） 

・受付番号  2021-1-918 

・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 高校生運動選手における食行動と疲労骨折発生の関連：コホート研究 

・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。 

 

７９） 

・受付番号  2021-1-919 

・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 随意運動における大脳半球間促通の計測 

・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  2021-1-920 

・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。 

 

８１） 

・受付番号  2021-1-921 

・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 脳血管障害への免疫血栓の関与に関する観察研究 

・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。 

 

８２） 

・受付番号  2021-1-922 

・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） 
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・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    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。 

 

８３） 

・受付番号  2021-1-923 

・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。 

 

８４） 

・受付番号  2021-1-924 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（病院 神経外科学分野） 

・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  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  2021-1-925 

・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 ヒト脳腫瘍におけるがん関連遺伝子異常の網羅的検討 

・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。 

 

８６） 

・受付番号  2021-1-926 

・研究責任者 小笠原 康悦 教授（加齢医学研究所 生体防御学分野） 

・研究課題名 がん組織を用いたネオアンチゲンスクリーニング 

・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  2021-1-927 

・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 
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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。 

 

８８） 

・受付番号  2021-1-928 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 薬物代謝酵素活性予測バイオマーカーの有用性評価に関する研究 

・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  2021-1-929 

・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 DNAメチル化を利用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。 

 

９０） 

・受付番号  2021-1-930 

・研究責任者 山内 正憲 教授（医学系研究科 麻酔科学・周術期医学分野） 

・研究課題名 遺体を用いた神経ブロックと気道確保の研究 

・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。 

 

９１） 

・受付番号  2021-1-931 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・研究課題名 医療情報データベースシステム（統合データソース）の品質管理に係るバリデー

ション 

・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。 

 

９２） 

・受付番号  2021-1-932 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・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/CLIDAS 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。 

 

９３） 

・受付番号  2021-1-933 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・研究課題名 International Patient Summary 作成に向けた病院情報システムからの情報抽出

方法の確立 
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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。 

 

９４） 

・受付番号  2021-1-934 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・研究課題名 災害医療コーディネーターに向けたマネジメントアルゴリズムの開発 

・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。 

 

９５） 

・受付番号  2021-1-935 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・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） 

・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。 

 

９６） 

・受付番号  2021-1-936 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・研究課題名 ＱＲコード化された心電図の臨床応用における有益性に関する調査研究 

・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。 

 

９７） 

・受付番号  2021-1-937 

・研究責任者 中山 雅晴 教授（医学系研究科 医学情報学分野） 

・研究課題名 地域医療連携システムに関する患者意識調査 

・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。 

 

９８） 

・受付番号  2021-1-938 

・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・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 

・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。 

 

９９） 

・受付番号  2021-1-939 

・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・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 
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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。 

 

１００） 

・受付番号  2021-1-940 

・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・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 

・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。 

 

１０１） 

・受付番号  2021-1-941 

・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 頭頸部疾患患者の嚥下機能の数値流体力学的解析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。 

 

１０２） 

・受付番号  2021-1-942 

・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 インソール型ウェアラブルセンサを用いた歩行特性の解明 

・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。 

 

１０３） 

・受付番号  2021-1-943 

・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  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。 

 

１０４） 

・受付番号  2021-1-944 

・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) 

・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。 

 

１０５） 

・受付番号  2021-1-945 
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・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病院 病理部） 

・研究課題名 アジア人中腸 NETの臨床病理学的特性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。 

 

１０６） 

・受付番号  2021-1-946 

・研究責任者 山田 充啓 講師（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 Mycobacterium avium-intracellulare complexの菌ゲノム解析 

・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。 

 

１０７） 

・受付番号  2021-1-947 

・研究責任者 熊谷 道雄 助教（病院 麻酔科） 

・研究課題名 経皮的大動脈弁置換術における脈波伝搬速度を用いた非侵襲性心拍出量測定装

置の正確性の検討;パイロットスタディ 

・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。 

 

１０８） 

・受付番号  2021-1-948 

・研究責任者 梅澤 玲 准教授（医学系研究科 放射線腫瘍学分野） 

・研究課題名 婦人科癌に対する放射線治療における後方視的研究 

・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。 

 

１０９） 

・受付番号  2021-1-949 

・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 妊娠期の胎児リスクの告知が母親の心理的状態と母子相互作用に与える影響と

その支援 

・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。 

 

１１０） 

・受付番号  2021-1-950 

・研究責任者 中村 康香 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 就労女性の健康と生産性に関する実態調査 

・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。 

 

１１１） 
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・受付番号  2021-1-951 

・研究責任者 朝倉 京子 教授（医学系研究科 看護管理学分野） 

・研究課題名 看護師が認識する責任に関する研究 

・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。 

 

１１２） 

・受付番号  2021-1-952 

・研究責任者 大河内 眞也 講師（事業支援機構 労働安全衛生室） 

・研究課題名 間葉系幹細胞の老化と難治性肺疾患に関する研究 

・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。 

 

１１３） 

・受付番号  2021-1-953 

・研究責任者 大河内 眞也 講師（事業支援機構 労働安全衛生室） 

・研究課題名 剥離性間質性肺炎のトランスクリプトーム 

・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。 

 

１１４） 

・受付番号  2021-1-954 

・研究責任者 千葉 大介 助教（病院 整形外科） 

・研究課題名 発育性股関節形成不全症に関わる遺伝子の網羅的解析 

・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。 

 

１１５） 

・受付番号  2021-1-955 

・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 日本とブラジルにおけるアルツハイマー病の BPSD国際比較 

・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。 

 

１１６） 

・受付番号  2021-1-956 

・研究責任者 神宮 啓一 教授（医学系研究科 放射線腫瘍学分野） 

・研究課題名 術後再発食道癌に対する化学放射線治療後の再発形式に関する調査研究 

・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。 

 

１１７） 
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・受付番号  2021-1-957 

・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    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１１８） 

・受付番号  2021-1-958 

・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 

・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  2021-1-959 

・研究責任者 富本 尚徳 主任研究員 

（株式会社日本能率協会総合研究所 福祉・医療・労働政策研究部） 

・研究課題名 大学生に対する啓発動画による、口腔に関する保健行動への影響調査 

・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。 

 

２） 

・受付番号  2021-1-961 

・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） 

・研究課題名 日欧共同仮想コーチングシステム(e-VITA)の実現可能性を検討するための前向

き多施設研究 

・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  2021-1-962 

・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 機械式胸部圧迫装置（Mechanical chest compression device, MCCD）による蘇

生に関連した有害事象に関する前向き観察研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 


