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倫理委員会議事要録 

 

日時 令和４年３月２８日（月）１４時から１７時３０分 

場所 病院仮管理棟４階 第一会議室(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、小椋、村山、樺島、直江、

渡邊、佐藤、石井の各委員 

欠席者 阿部(俊) 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和４年２月２１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４年２月分本審査）（別紙１） 

委員長から、２月２１日倫理委員会における本審査課題６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、２月～３月に審議された迅速審査１３１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」１２４件、「継続審査」７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．研究の実施の適正性・研究結果の信頼性を損なう事実に関する報告の審査について（別紙４） 

 自施設における研究計画書不適合報告のあった課題１件について審議を行った。審議結果は

「承認」であった。 

 

６．重篤な有害事象に関する報告について 

 他施設における重篤な有害事象に関する報告のあった課題について、提出された報告書に基

づき委員長から説明・報告を行った。 

 

７．「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正（4月 1日施行予定）

について 

 事務担当から、生命・医学系指針の一部改正について説明を行った。 

 

８．令和４年度医学系研究科倫理委員会開催日程について 

 事務担当より、資料に基づき、令和４年度の医学系研究科倫理委員会開催日程について説明を

行った。 

  

９．委員の任期満了について 

今年度で退任される吉沢委員、小椋委員からご挨拶いただいた。 

 

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４年２月分本審査） 

 

１） 

・受付番号  2021-1-1061 

・研究責任者 中山 啓子 教授（医学系研究科 細胞増殖制御分野） 

・研究課題名 集中治療患者における輸液ライン管理デバイスによる業務効率化に関する研究 

・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  2021-1-1062 

・研究責任者 和田 陽一 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 シトリン欠損症における生体内での尿素サイクル活性測定 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2021-1-1063 

・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 人間型ロボットのノンバーバルコミュニケーション機能が高齢者の認知機能に

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。 

 

４） 

・受付番号  2021-1-1064 

・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  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。 

 

５） 

・受付番号  2021-1-1065 

・研究責任者 相澤 俊峰 教授（医学系研究科 整形外科学分野） 

・研究課題名 肩こりに関するケース・コントロール研究、および前向き観察研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、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  2021-1-374 

・研究責任者 大森 純子 教授（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 

・研究課題名 社会的包摂を志向する公衆衛生看護の原理に基づくロジックモデル開発のため
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のインタビュー調査 

・申請種類  研究の実施の適正性・研究結果の信頼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。   
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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  2021-1-1066 

・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  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  2021-1-1067 

・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  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。 

 

３） 

・受付番号  2021-1-1068 

・研究責任者 和田 陽一 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 ライソゾーム病および副腎白質ジストロフィーの新生児マススクリーニング導

入に向けたパイロット研究 

・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） 

・受付番号  2021-1-1069 

・研究責任者 渋谷 里紗 助教（医学系研究科 呼吸器内科学分野） 

・研究課題名 肺癌幹細胞のメチオニン代謝に着目した MAT2A 及び METTL16 と薬物治療反応性

の関連の解明 

・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  2021-1-1070 

・研究責任者 高橋 信 講師（病院 腫瘍内科） 

・研究課題名 乳がんを対象とした TP53 signature の治療効果予測および予後予測に関する後

ろ向き解析研究 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2021-1-1071 
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・研究責任者 高橋 信 講師（病院 腫瘍内科） 

・研究課題名 WJOG14620MFS 原発不明癌に対するニボルマブ（ONO-4538）治療の観察研究

(NivoCUP-2F) 

・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  2021-1-1072 

・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 慢性線維化性間質性肺炎における気道の経時的変化を客観的に評価するための

木構造対応アルゴリズムの検証試験 

・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  2021-1-1073 

・研究責任者 武田 一也 助教（病院 放射線治療科） 

・研究課題名 放射線治療の免疫状態および栄養状態に対する影響に関する後ろ向き観察研究 

・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。 

 

９） 

・受付番号  2021-1-1074 

・研究責任者 德永 英樹 講師（病院 婦人科） 

・研究課題名 本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術（MIS）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。 

 

１０） 

・受付番号  2021-1-1075 

・研究責任者 濱田 裕貴 助教（病院 婦人科） 

・研究課題名 妊娠期乳癌に対する治療介入時期と新生児予後の症例集積検討 

・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。 

 

１１） 

・受付番号  2021-1-1076 

・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 摘出肺組織を用いた肺疾患の基礎・臨床研究 

・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） 



6 

・受付番号  2021-1-1077 

・研究責任者 髙濱 博幸 助教(病院講師)（病院 循環器内科） 

・研究課題名 心臓由来サイクリック GMP を標的とする薬物治療の効率化を目指した新たな病

態解析方法の開発 

・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。 

 

１３） 

・受付番号  2021-1-1078 

・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 遺伝性乳癌卵巣癌症候群とともに生きる若年乳癌患者とその家族の心理的適応

プロセスと心理社会的支援の検討 

・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。 

 

１４） 

・受付番号  2021-1-1079 

・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 手指術後のリハビリテーション実施量が手指機能に与える影響と患者因子に関

する後ろ向き研究 

・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  2021-1-1080 

・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 マルチモーダル AIを用いた視覚指標による幸福度評価：主観的幸福度評価票の

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。 

 

１６） 

・受付番号  2021-1-1081 

・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 血圧降下剤 α-メチルドパの輸血関連検査に与える影響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。 

 

１７） 

・受付番号  2021-1-1082 

・研究責任者 藤森 研司 教授（医学系研究科 医療管理学分野） 

・研究課題名 DPCデータを用いた臨床および保健医療に関する疫学研究 

・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。 

 

１８） 

・受付番号  2021-1-1083 

・研究責任者 大森 純子 教授（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 

・研究課題名 日本における保健師の「文化的対応力」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。 

 

１９） 

・受付番号  2021-1-1084 

・研究責任者 大森 純子 教授（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 

・研究課題名 子育てサークル内で母親同士が行う情報交換の内容に関するフォーカス・グルー

プ・インタビュー 

・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。 

 

２０） 

・受付番号  2021-1-1085 

・研究責任者 大森 純子 教授（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 

・研究課題名 高齢期の就業継続においてキャリア・アダプタビリティと職場におけるソーシャ

ルサポートがもたらす効果の検討 

・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。 

 

２１） 

・受付番号  2021-1-1086 

・研究責任者 吉井 初美 教授（医学系研究科 精神看護学分野） 

・研究課題名 医療職者のリカバリー志向性に影響する因子についてのアンケート調査 

・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。 

 

２２） 

・受付番号  2021-1-1087 

・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 緩和ケア病棟における患者報告型アウトカムの臨床活用プログラムの実施可能

性を検討するためのパイロット調査 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2021-1-1088 

・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 膵炎・膵疾患患者の血液・膵液を用いた消化酵素および関連因子の解析 
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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  2021-1-1089 

・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 漢方治療に関する疫学研究 

・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。 

 

２５） 

・受付番号  2021-1-1090 

・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 短時間撮像の非造影 MR冠動脈造影の妥当性に関する健常ボランティアを対象と

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。 

 

２６） 

・受付番号  2021-1-1091 

・研究責任者 川上 純 助教（病院 整形外科） 

・研究課題名 肩関節最大内旋位で屈曲した時の上腕骨頭と関節窩の位置関係の調査 

・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。 

 

２７） 

・受付番号  2021-1-1092 

・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 頚部脊髄症の症候の検討（多施設前向き調査） 

・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  2021-1-1093 

・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 サルコペニアの病態解明に関する研究 

・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。 

 

２９） 

・受付番号  2021-1-1094 

・研究責任者 佐々木 英之 准教授（医学系研究科 小児外科学分野） 

・研究課題名 胆道閉鎖症全国登録事業 -胆道閉鎖症の年次登録と予後追跡調査による疫学研
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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。 

 

３０） 

・受付番号  2021-1-1095 

・研究責任者 佐々木 英之 准教授（医学系研究科 小児外科学分野） 

・研究課題名 胆道閉鎖症の疾患感受性遺伝子を含めた病態解明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。 

 

３１） 

・受付番号  2021-1-1096 

・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  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  2021-1-1097 

・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。 

 

３３） 

・受付番号  2021-1-1098 

・研究責任者 菊池 敦生 助教（病院 小児科） 

・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。 

 

３４） 

・受付番号  2021-1-1099 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病院 病理部） 

・研究課題名 ヒト神経内分泌腫瘍における、性ステロイドレセプターおよび性ステロイド合成

酵素発現動態に関する検討 

・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。 

 

３５） 

・受付番号  2021-1-1100 
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・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・研究課題名 皮膚腫瘍における免疫応答解析に基づくがん免疫療法予測診断法の確立 

・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  2021-1-1101 

・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 レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査 J-ASPECT study 

(Nationwide survey of Acute Stroke care capacity for Proper dEsignation 

of Comprehensive stroke cenTer in Japan) 

・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  2021-1-1102 

・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 大和町健康診査における正常・眼科疾患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。 

 

３８） 

・受付番号  2021-1-1103 

・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。 

 

３９） 

・受付番号  2021-1-1104 

・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  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  2021-1-1105 

・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 認知症患者における終末期医療の場においてコントロールが向上するための介

入の異文化間での受容性に関する疫学研究 

・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。 
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４１） 

・受付番号  2021-1-1106 

・研究責任者 市川 朋宏 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 気道検体を用いた COPD、喘息、慢性間質性肺炎および COVID-19感染症の病態の

解明 

・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  2021-1-1107 

・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  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  2021-1-1108 

・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  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  2021-1-1109 

・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 東北大学病院漢方内科における医学部 5年次臨床実習に関するアンケート調査 

・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。 

 

４５） 

・受付番号  2021-1-1110 

・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 脊椎画像自動計測ソフトウェアの開発 

・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。 

 

４６） 

・受付番号  2021-1-1111 

・研究責任者 大城 朝一 助教（医学系研究科 生体システム生理学分野） 

・研究課題名 瞳孔径応答の個人変動と性格との相関関係の研究 

・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  2021-1-1112 

・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 終末期にある子どもと家族の希望に関する後方視的カルテ調査 

・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。 

 

４８） 

・受付番号  2021-1-1113 

・研究責任者 本橋 ほづみ 教授（加齢医学研究所 遺伝子発現制御分野） 

・研究課題名 がん細胞が抗腫瘍免疫に及ぼす影響の解析 

・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。 

 

４９） 

・受付番号  2021-1-1114 

・研究責任者 本橋 ほづみ 教授（加齢医学研究所 遺伝子発現制御分野） 

・研究課題名 慢性心不全がもたらす代謝変化の解析 

・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。 

 

５０） 

・受付番号  2021-1-1115 

・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 東北地区急性大動脈解離に関する症例登録 

Tohoku registry of acute aortic dissection (TRAD) 

・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  2021-1-1116 

・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 植込型補助人工心臓装着後の出血合併症予知法および予防法の確立に関する研

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。 

 

５２） 

・受付番号  2021-1-1117 

・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 左心補助人工心臓装着患者における肺高血圧の病態評価 
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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。 

 

５３） 

・受付番号  2021-1-1118 

・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 植込型補助人工心臓抗凝固療法における自己検査用血液凝固分析器の有効性に

ついての検証 

・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。 

 

５４） 

・受付番号  2021-1-1119 

・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。 

 

５５） 

・受付番号  2021-1-1120 

・研究責任者 工藤 大介 准教授（医学系研究科 救急医学分野） 

・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 

・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  2021-1-1121 

・研究責任者 德永 英樹 准教授（病院 婦人科） 

・研究課題名 免疫組織化学的バイオマーカーによる子宮間葉性腫瘍の予後予測法の確立に関

する研究 

A Study to Establish Method of Prognostic Prediction for Uterine 

Mesenchymal Tumor by Immunohistological Biomarkers（PRUM-IBio study）H31-

NHO(癌般)-02 

・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  2021-1-1122 

・研究責任者 星合 哲郎 講師（病院 産科） 

・研究課題名 未受診妊婦分娩に関する疫学研究 

・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。 
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５８） 

・受付番号  2021-1-1123 

・研究責任者 只川 真理 助教（病院 産科） 

・研究課題名 臍帯血・羊水中の BNP・NT-proBNP と胎児超音波パラメーターとの関連に関する

横断研究 

・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。 

 

５９） 

・受付番号  2021-1-1124 

・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。 

 

６０） 

・受付番号  2021-1-1125 

・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 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種後の抗血小板第４因子（PF4）

抗体産生と血栓症発症の頻度の追跡調査研究 

・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  2021-1-1126 

・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 肺移植患者における新型コロナウイルスワクチンの有効性と安全性に関する前

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。 

 

６２） 

・受付番号  2021-1-1127 

・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  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  2021-1-1128 

・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） 
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・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  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  2021-1-1129 

・研究責任者 大沼 忍 准教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 内視鏡外科手術の多施設データベース構築 

・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  2021-1-1130 

・研究責任者 大沼 忍 准教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 ミスマッチ修復蛋白質の免疫組織染色によるリンチ症候群スクリーニングに関

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。 

 

６６） 

・受付番号  2021-1-1131 

・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 子宮頸がんに対する A 群：腔内照射と B群：組織内照射併用腔内照射の遡及的比

較研究（国際多施設共同遡及的観察研究） 

・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。 

 

６７） 

・受付番号  2021-1-1132 

・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 短時間撮像が可能な非造影 MRAの妥当性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。 

 

６８） 

・受付番号  2021-1-1133 

・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 短時間撮像が可能な非造影 MRA の妥当性に関する健常ボランティアを対象とし

た研究 

・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  2021-1-1134 

・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 4D flow MRI で評価する大動脈の血流パラメータに対する compressed sensing 

(CS)の影響とパラメータの再現性に関する検討 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2021-1-1135 

・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 スマートフォン・アプリケーションを用いた過敏性腸症候群の研究 

・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。 

 

７１） 

・受付番号  2021-1-1136 

・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 過敏性腸症候群と運動機能 

・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  2021-1-1137 

・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  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  2021-1-1138 

・研究責任者 浅野 善英 教授（医学系研究科 皮膚科学分野） 

・研究課題名 東北メディカルメガバンク地域住民コホートデータ並びに三世代コホート調査

を利用した日焼けの形質並びにアレルギー因子関連遺伝子領域の抽出研究 

・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  2021-1-1139 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 治療効果予測 AI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。 
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７５） 

・受付番号  2021-1-1140 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 皮膚臨床画像閲覧システム開発と運用性調査 

・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。 

 

７６） 

・受付番号  2021-1-1141 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 皮膚疾患画像データベースの構築と AI活用診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。 

 

７７） 

・受付番号  2021-1-1142 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 皮膚疾患画像ナショナルデータベースの構築と AI活用診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。 

 

７８） 

・受付番号  2021-1-1143 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・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  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  2021-1-1144 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 円形脱毛症と尋常白斑における局所免疫療法とステロイドパルス療法の安全性

と効果の検討 

・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  2021-1-1145 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 乾癬患者の予後関連因子の検討に関する疫学研究 

・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。 
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８１） 

・受付番号  2021-1-1146 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 顔面皮膚疾患の皮脂組成に関する観察研究 

・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  2021-1-1147 

・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 食道扁平上皮癌における HPV感染と予後および化学療法の感受性に関する研究 

・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。 

 

８３） 

・受付番号  2021-1-1148 

・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 エリブリンの有用性に影響を及ぼす因子を検討する前向き観察研究（KBCSG-

TR2018） 

・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  2021-1-1149 

・研究責任者 原田 成美 助教（病院 乳腺・内分泌外科） 

・研究課題名 メタボローム解析を用いた乳癌代謝調節機構の解明 

・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。 

 

８５） 

・受付番号  2021-1-1150 

・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 法医解剖前画像診断：撮影法・診断法の研究と普及 

・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  2021-1-1151 

・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 デジタルデバイスを用いた双極性障害患者の状態像把握技術開発のための観察

研究 

・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。 

 

８７） 

・受付番号  2021-1-1152 

・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。 

 

８８） 

・受付番号  2021-1-1153 

・研究責任者 突田 容子 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 進展型小細胞肺癌患者に対する免疫チェックポイント阻害薬投与中または投与

後に行った脳転移に対する放射線療法の実地診療における安全性、有効性を検討

する多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。 

 

８９） 

・受付番号  2021-1-1154 

・研究責任者 突田 容子 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 PD-L1高発現未治療進行非小細胞肺癌患者におけるペムブロリズマブおよびペム

ブロリズマブ併用化学療法の多施設共同観察研究 

・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。 

 

９０） 

・受付番号  2021-1-1155 

・研究責任者 齋藤 良太 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 高齢非小細胞肺癌患者の患者満足度に対する機能評価（Geriatric Assessments）

の有用性を検討するクラスターランダム化第 3相比較臨床試験 

・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。 

 

９１） 

・受付番号  2021-1-1156 

・研究責任者 今井 淳太 准教授（医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野） 

・研究課題名 ヒト膵島を用いた生理的・病態学的・病理学的解析 

・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。 

 

９２） 

・受付番号  2021-1-1157 
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・研究責任者 佐山 勇輔 助教（医学系研究科 微生物学分野） 

・研究課題名 季節性ヒトコロナウイルス及び新型コロナウイルス間における抗原抗体交差反

応性の解析 

・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。 

 

９３） 

・受付番号  2021-1-1158 

・研究責任者 長尾 宗朝 助教（病院 形成外科） 

・研究課題名 慢性皮膚潰瘍における組織学的研究 

・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。 

 

９４） 

・受付番号  2021-1-1159 

・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  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  2021-1-1160 

・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。 

 

９６） 

・受付番号  2021-1-1161 

・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  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  2021-1-1162 

・研究責任者 張替 秀郎 教授（医学系研究科 血液内科学分野） 

・研究課題名 慢性期慢性骨髄性白血病（CP-CML）患者におけるポナチニブの血中濃度と治療ア

ウトカムに関する研究 

・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。 
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９８） 

・受付番号  2021-1-1163 

・研究責任者 張替 秀郎 教授（医学系研究科 血液内科学分野） 

・研究課題名 造血器腫瘍における網羅的機能解析 

・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  2021-1-1164 

・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 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 

・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  2021-1-1165 

・研究責任者 井上 淳 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 DAA治療にてウイルス学的著効を得られた C型肝炎患者の肝発癌に関する多施設

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。 

 

１０１） 

・受付番号  2021-1-1166 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 日本人クローン病患者における TL1A 遺伝子多型、各種血清タンパク濃度及び各

種臨床指標の相関解析 

・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。 

 

１０２） 

・受付番号  2021-1-1167 

・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  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  2021-1-1168 

・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 
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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。 

 

１０４） 

・受付番号  2021-1-1169 

・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 急性膵炎発症が生活の質（QOL）に及ぼす影響についての多施設共同前向きコホ

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。 

 

１０５） 

・受付番号  2021-1-1170 

・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。 

 

１０６） 

・受付番号  2021-1-1171 

・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 予後予測のための新規基礎疾患スコアの開発 

・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。 

 

１０７） 

・受付番号  2021-1-1172 

・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 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)の壁在結節に対する CT・EUSの描出能の比較：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。 

 

１０８） 

・受付番号  2021-1-1173 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 「COVID-19 流行により生じた、本邦の炎症性腸疾患患者が感じた不安や行動変

容に関するアンケート調査の多施設共同前向き観察研究」 

～Japan COVID-19 Survey and Questionnaire in inflammatory bowel disease 

(J-DESIRE)～ 

・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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１０９） 

・受付番号  2021-1-1174 

・研究責任者 志賀 卓弥 講師（病院 集中治療部） 

・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 

・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  2021-1-1175 

・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。 

 

１１１） 

・受付番号  2021-1-1176 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 地域連携における薬剤管理サマリーの活用と有用性に関する研究 

・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。 

 

１１２） 

・受付番号  2021-1-1177 

・研究責任者 佐藤 公雄 准教授（高度教養教育・学生支援機構 臨床医学開発室） 

・研究課題名 摘出肺組織を用いた新しい治療法開発 

・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。 

 

１１３） 

・受付番号  2021-1-1178 

・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 軽症者療養施設における病歴・身体所見と入所後の臨床経過に関する

後方視研究 

・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。 

 

１１４） 

・受付番号  2021-1-1179 

・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 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 

・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。 

 

１１５） 

・受付番号  2021-1-1180 

・研究責任者 熊谷 紀一郎 准教授（医学系研究科 心臓血管外科学分野） 

・研究課題名 大動脈弁置換術後の長期スタチン内服療法の生体弁に対する遠隔効果の検討 

・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。 

 

１１６） 

・受付番号  2021-1-1181 

・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 CT撮影体位における食道と周辺臓器の解剖学的位置の解析 

・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。 

 

１１７） 

・受付番号  2021-1-1182 

・研究責任者 吉井 初美 教授（医学系研究科 精神看護学分野） 

・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- 

・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。 

 

１１８） 

・受付番号  2021-1-1183 

・研究責任者 吉井 初美 教授（医学系研究科 精神看護学分野） 

・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 

・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。 

 

１１９） 

・受付番号  2021-1-1184 

・研究責任者 たら澤 邦男 講師（医学系研究科 医療管理学分野） 

・研究課題名 入院前の在宅医療の有無からみたがんの病院死症例に関する研究～国の DPC デ

ータを用いた都道府県別および地域の医療資源別の検討～ 

・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。 

 

１２０） 

・受付番号  2021-1-1185 

・研究責任者 阿部 俊明 教授（医学系研究科 細胞治療分野） 

・研究課題名 ウノプロストン徐放デバイスの臨床応用に関する研究 
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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。 

 

１２１） 

・受付番号  2021-1-1186 

・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小規模居宅支援事業所が捉える高齢者支援

の現状と困難事象に関する調査 

・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。 

 

１２２） 

・受付番号  2021-1-1187 

・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 レセプトデータを用いたアレンドロン酸後発錠剤製剤の安全性比較検討 

・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。 

 

１２３） 

・受付番号  2021-1-1188 

・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 「高齢者向け住宅ケアへの緩和ケアの専門家の統合: stepped wedge 試験

（INSPIRED 試験) 」に関する付随研究「再発事象データを用いた stepped wedge

クラスターランダム化比較試験のデザインと解析」 

・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。 

 

１２４） 

・受付番号  2021-1-1189 

・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。 

 

１２５） 

・受付番号  2021-1-1190 

・研究責任者 小峰 啓吾 助教（病院 腫瘍内科） 

・研究課題名 血中循環腫瘍核酸を用いたがん治療の新規バイオマーカーの探索 

・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。 

 

１２６） 
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・受付番号  2021-1-1191 

・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における PLD4陽性細胞の検出 

・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。 

 

１２７） 

・受付番号  2021-1-1192 

・研究責任者 麦倉 俊司 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 くも膜下出血後認知機能障害の画像と神経心理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。 

 

１２８） 

・受付番号  2021-1-1193 

・研究責任者 髙浪 健太郎 講師（病院 放射線部） 

・研究課題名 心サルコイドーシスの診断における画像所見と心筋生検結果の比較検討 

・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。 

 

１２９） 

・受付番号  2021-1-1194 

・研究責任者 宮崎 真理子 准教授（医学系研究科 腎・膠原病・内分泌内科学分野） 

・研究課題名 日本膜性増殖性糸球体腎炎/C3腎症コホート研究 

・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。 

 

１３０） 

・受付番号  2021-1-1195 

・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 嚢胞形成異常およびネフロン機能異常をきたす先天性腎疾患の遺伝子解析とそ

の診断 

・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。 

 

１３１） 

・受付番号  2021-1-1196 

・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 ドライバー変異陰性進行非小細胞肺がん患者の標準化学療法後の生存期間に関

するレトロスペクティブ研究（NJLCG2101） 

・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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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  2021-1-1197 

・研究責任者 奥山 純子 助教（病院 肢体不自由リハビリテーション科） 

・研究課題名 me-fullness アプリ使用による Well-being促進効果確認試験 

・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。 

 

２） 

・受付番号  2021-1-1198 

・研究責任者 吉田 詩織 助教（医学系研究科 がん看護学分野） 

・研究課題名 乳がん体験者の生活の再構築を促進する包括的な長期リハビリケアプログラム

の効果 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2021-1-1200 

・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 自然保育がストレス反応と腸内細菌叢に及ぼす影響 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2021-1-1201 

・研究責任者 矢尾板 信裕 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 肺高血圧症に対する呼気ガス分析を用いた鑑別と治療効果判定の前向き観察研

究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、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  2021-1-1202 

・研究責任者 高橋 紀善 助教（病院 放射線部） 

・研究課題名 放射線治療中の腫瘍縮小および体内変化により変動する心曝線評価に関する前

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、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  2021-1-1203 

・研究責任者 岡崎 達馬 講師（病院 リハビリテーション部） 
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・研究課題名 呼吸筋訓練による高齢者肺炎再発抑制効果のランダム化比較試験に関する研究 

・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。 

 

７） 

・受付番号  2021-1-1204 

・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 転倒リスクのある脳卒中患者の Timed Up and Go test中の体幹加速度および角

速度からみる歩行不安定性の特性 

・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。 

 

８） 

・受付番号  2021-1-1205 

・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 Depth Sensor により測定された片麻痺者歩行データの信頼性の検証 

・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。 
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別紙４ 

５．研究の実施の適正性・研究結果の信頼性を損なう事実に関する報告の審査 

 

１） 

・受付番号  2020-1-1204 

・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 高血圧・糖尿病・腎機能障害患者、脳虚血患者、癌と慢性虚血・炎症性疾患患者

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 

・申請種類  研究の実施の適正性・研究結果の信頼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。  

 

 

 


