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倫理委員会議事要録 

 

日時 令和４年４月２５日（月）１４時から１６時１０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)、後藤、香取、阿部(俊)、出江、三浦、圓増、村山、樺島、直江、渡邊、佐藤、

石井の各委員 

欠席者 今谷、尾﨑、岡田の各委員 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和４年３月２８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３月分本審査） 

委員長から、３月２８日倫理委員会における本審査課題９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、３月～４月に審議された迅速審査９４件の審議結果について報告を行った。審査

結果は、「承認」９０件、「継続審査」４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依頼について 

依頼のあった課題６件について審議を行った。審議結果は、「承認」３件、「継続審査」３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 

 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。 

 

 

 

 

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３月分本審査） 

 

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） 

・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 
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・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。 

 

９） 

・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。   
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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  2021-1-1206 

・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  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  2021-1-1207 

・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  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  2021-1-1208 

・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  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。  

 

４） 

・受付番号  2021-1-1209 

・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 腰痛経験者における立ち上がりおよび着座運動時の筋活動の特性 

・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。  

 

５） 

・受付番号  2021-1-1210 

・研究責任者 八田 和久 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 消化性潰瘍出血患者における新規基礎疾患スコアの入院中死亡予測への有用性に

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。  

 

６） 

・受付番号  2021-1-1211 

・研究責任者 佐藤 紘子 助教（病院 リウマチ膠原病内科） 

・研究課題名 ベリムマブ治療と標準療法を受けたループス腎炎患者における日本の実臨床下で

の有効性評価 
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短題：日本人での市販後ベリムマブ処方コホート及び LUNAレジストリコホート研

究： MOONLIGHT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。  

 

７） 

・受付番号  2021-1-1212 

・研究責任者 川崎 芳英 講師（医学系研究科 泌尿器科学分野） 

・研究課題名 転移性腎細胞癌患者における治療パターン、治療アウトカム及び医療資源利用状

況に関する観察研究 Patterns of treatment and Outcomes Evaluation in 

Metastatic Renal Cell carcinoma Patients in Japan (POEM) 

・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  2021-1-1213 

・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・研究課題名 皮膚科診療記録を利用したデータベースの後ろ向き解析 

・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。   

 

９） 

・受付番号  2021-1-1214 

・研究責任者 水芦 政人 講師（病院 皮膚科） 

・研究課題名 末梢血・皮膚組織における皮膚疾患関連分子の発現に関する研究 

・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。  

 

１０） 

・受付番号  2021-1-1215 

・研究責任者 萩原 嘉廣 准教授（医学系研究科 スポーツ・運動機能再建医学寄附講座） 

・研究課題名 大学生アスリートにおける筋骨格系障害およびその危険因子に関する疫学研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書、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  2021-1-1216 

・研究責任者 吉田 新一郎 助教（病院 整形外科） 

・研究課題名 骨軟部腫瘍患者における身体機能および健康関連 QOL の実態解明に関する多施設

共同研究－骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究－ 

・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） 
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・受付番号  2021-1-1217 

・研究責任者 德永 英樹 准教授（病院 婦人科） 

・研究課題名 カルボプラチン脱感作療法の実態調査 

・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。 

 

１３） 

・受付番号  2021-1-1218 

・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 生体形態計測による適切な口唇裂手術方法の検討 

・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  2021-1-1219 

・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 心臓血管外科患者を対象とした遠隔期予後調査 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2021-1-1220 

・研究責任者 中川 圭 講師（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 膵癌術後のオリゴ肺転移に対する肺切除に関する多機関共同後ろ向き観察研究 

・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。 

 

１６） 

・受付番号  2021-1-1221 

・研究責任者 宮下 穣 講師（病院 乳腺・内分泌外科） 

・研究課題名 乳房血管肉腫の分子病理学的検索を目的とした多施設共同研究 

・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  2021-1-1222 

・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 遺伝性乳癌卵巣癌症候群におけるメンタルヘルス・QOLの前向きコホート検討 

・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。 

 

１８） 

・受付番号  2021-1-1223 

・研究責任者 馬場 啓聡 助教（病院 総合感染症科） 
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・研究課題名 病院内空間における SARS-CoV-2ウイルスの検出 

・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  2021-1-1224 

・研究責任者 菊池 敦生 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 小児識字障害（発達性ディスレクシア）診断用人工知能（AI）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。 

 

２０） 

・受付番号  2021-1-1225 

・研究責任者 志賀 卓弥 講師（病院 集中治療部） 

・研究課題名 COVID-19重症肺炎に対する強制腹臥位療法後に認めた、肩関節周囲の筋肉内血腫

の発生頻度調査 

・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。 

 

２１） 

・受付番号  2021-1-1226 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 オンライン化 DI-病棟連携ミーティングに関するアンケート調査の解析 

・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。 

 

２２） 

・受付番号  2021-1-1227 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 東北大学病院薬剤部における新人研修プログラムに関する後方視的調査研究 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2021-1-1228 

・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 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の病理ステージ評価研究 

Pathologic Study of Gastrointestinal and Pancreaticobiliary Neoplasms 

・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  2021-1-1229 

・研究責任者 岩渕 英里奈 助教（医学系研究科 病理診断学分野） 
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・研究課題名 免疫チェックポイント阻害薬の全身組織との反応に関する病理学的研究 

・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。 

 

２５） 

・受付番号  2021-1-1230 

・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 フィリピン・ビリラン州立病院におけるウイルス性小児肺炎の疫学調査 

・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。 

 

２６） 

・受付番号  2021-1-1231 

・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 心血管疾患データを用いた人工知能による予後予測とリスクファクター解析研究 

・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。 

 

２７） 

・受付番号  2021-1-1232 

・研究責任者 武田 賢 教授（医学系研究科 放射線治療学分野） 

・研究課題名 前立腺癌に対する外部放射線治療後の重篤な晩期尿路障害の予測に関する研究 

・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。 

 

２８） 

・受付番号  2021-1-1233 

・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 COVID-19感染者の保健医療サービスへのアクセスおよび療養環境の実態に関する

横断研究 

・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  2021-1-1234 

・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 在宅進行がん患者の疼痛緩和に向けた遠隔看護システムの効果検証 

Phase１：ユーザビリティ評価 

・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。 

 

３０） 

・受付番号  2021-1-1235 

・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） 
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・研究課題名 災害後の健康課題に対するコミュニティ・レジリエンスに関する事例研究 

・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  2021-1-1236 

・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 妊娠期の母児の絆形成の客観的評価における産後アウトカムへの影響 

・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。 

 

３２） 

・受付番号  2021-1-1237 

・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 人工知能を用いた乳腺画像認識システム開発研究 

・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。 

 

３３） 

・受付番号  2021-1-1238 

・研究責任者 前川 重人 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 眼科検査情報と自宅測定可能な自動血圧計との関連性について 

・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。 

 

３４） 

・受付番号  2021-1-1239 

・研究責任者 横山 寿行 准教授（医学系研究科 血液内科学分野） 

・研究課題名 前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血病における長期予後

と治療実態調査（観察研究）-JALSG CS 07/11 tAPL study- 

・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  2021-1-1240 

・研究責任者 横山 寿行 准教授（医学系研究科 血液内科学分野） 

・研究課題名 JALSG T-ALL211-U研究および JALSG T-ALL211-U-GWS研究で収集された遺伝子検

体を対象としたゲノム解析研究（JALSG T-ALL211-U-GWS2） 

・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  2021-1-1241 

・研究責任者 伊藤 明宏 教授（医学系研究科 泌尿器科学分野） 
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・研究課題名 JCOG1905「進行性腎細胞癌に対する PD-1 経路阻害薬の継続と休止に関するラン

ダム化比較第Ⅲ相試験」の附随研究『PD-1 経路阻害薬の休薬に関する血液検体に

よる効果予測因子および予後因子に関する探索的研究』 

・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。 

 

３７） 

・受付番号  2021-1-1242 

・研究責任者 德永 英樹 准教授（病院 婦人科） 

・研究課題名 卵巣癌における Schlafen11発現と PARP阻害剤の効果に関する検討 

・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。 

 

３８） 

・受付番号  2021-1-1243 

・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関連 TMA における補体遺伝子変異を評価する後ろ向き症

例対照研究 

・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  2021-1-1244 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 日本人炎症性腸疾患患者を対象としたマルチオミックスコホート解析およびバイ

オバンク構築（IBD-MOCHA） 

・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  2021-1-1245 

・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 仙腸関節面形状により規定される関節運動の軌道の計測および周囲靭帯張力測定 

・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。 

 

４１） 

・受付番号  2021-1-1246 

・研究責任者 原田 龍一 助教（医学系研究科 機能薬理学分野） 

・研究課題名 ヒト脳サンプルを用いた化合物のミスフォールディング蛋白質への結合性の検討 

・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。 

 

４２） 
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・受付番号  2021-1-1247 

・研究責任者 萩原 嘉廣 准教授（医学系研究科 スポーツ・運動機能再建医学寄附講座） 

・研究課題名 完全患者適合型骨プレートの開発 

・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。 

 

４３） 

・受付番号  2021-1-1248 

・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 超ハイリスク基準群における生体情報評価及びサイトカイン測定による統合失調

症の発現予測因子の探索研究 (Explorative study for identifying factors to 

predict transition to schizophrenia in participants at Ultra High Risk for 

Psychosis by using bioinformation assessment and cytokine measurements) 

・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  2021-1-1249 

・研究責任者 石井 直人 教授（医学系研究科 免疫学分野） 

・研究課題名 新たな免疫制御法の開発 

・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。 

 

４５） 

・受付番号  2021-1-1250 

・研究責任者 檜森 紀子 准教授（医工学研究科 視覚抗加齢医工学分野） 

・研究課題名 若年者の後天共同性内斜視とデジタルデバイスの使用の関連に関する多施設前向

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。 

 

４６） 

・受付番号  2021-1-1251 

・研究責任者 髙浪 健太郎 講師（病院 放射線部） 

・研究課題名 ヒト副腎組織を用いたオートラジオグラフィ 

・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。 

 

４７） 

・受付番号  2021-1-1252 

・研究責任者 髙浪 健太郎 講師（病院 放射線部） 

・研究課題名 最新半導体 PETと従来型 PETの比較研究 

・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。 
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４８） 

・受付番号  2021-1-1253 

・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 Deep learningを用いた副腎の画像診断 

・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。 

 

４９） 

・受付番号  2021-1-1254 

・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 電解質代謝異常をきたす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。 

 

５０） 

・受付番号  2021-1-1255 

・研究責任者 阿部 倫明 准教授（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 総合診療科の問診票における生活習慣に関連した事項の追加調査 

・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。 

 

５１） 

・受付番号  2021-1-1256 

・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  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。 

 

５２） 

・受付番号  2021-1-1257 

・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質的内容分析 

・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。 

 

５３） 

・受付番号  2021-1-1258 

・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  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。 

 



13 

 

５４） 

・受付番号  2021-1-1259 

・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。 

 

５５） 

・受付番号  2021-1-1260 

・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  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  2021-1-1261 

・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  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  2021-1-1262 

・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  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  2022-1-001 

・研究責任者 渡部 浩司 教授 

（サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 放射線管理研究部） 

・研究課題名 アルツハイマー病診断用 PET画像の再構成・解析条件の最適化 

・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  2022-1-002 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 臨床写真を利用した AI開発についての研究 

・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。 
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６０） 

・受付番号  2022-1-003 

・研究責任者 水芦 政人 講師（病院 皮膚科） 

・研究課題名 円形脱毛症および尋常性白斑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  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  2022-1-004 

・研究責任者 宮内 栄作 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法を受けた患者の後ろ向き研究 

the real world survey of ChemoRadiotherapy with Immune checkpoint 

inhibitor for Stage III nON-small cell lung cancer HOPE-005/CRIMSON 

・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  2022-1-005 

・研究責任者 突田 容子 助教（病院 呼吸器内科） 

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

査 

・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  2022-1-006 

・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。 

 

６４） 

・受付番号  2022-1-007 

・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 一般社団法人 National Clinical Database (日本臨床データベース機構）への手

術・治療情報登録 

・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。 

 

６５） 

・受付番号  2022-1-008 

・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 肝胆膵領域悪性腫瘍の臨床検体を用いた異種移植モデルの作成 
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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。 

 

６６） 

・受付番号  2022-1-009 

・研究責任者 水間 正道 講師（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 網羅的ゲノム解析による膵腫瘍ならびに十二指腸腫瘍，胆道腫瘍の本態解明と新

規診断・治療法の開発 

・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。 

 

６７） 

・受付番号  2022-1-010 

・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 加齢性難聴の発症に関連する遺伝要因や生活習慣に関する疫学研究 

・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。 

 

６８） 

・受付番号  2022-1-011 

・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 経外耳道的内視鏡下耳科手術の術後成績に対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。 

 

６９） 

・受付番号  2022-1-012 

・研究責任者 川瀬 哲明 教授（医工学研究科 聴覚再建医工学分野） 

・研究課題名 健聴者と聴覚情報処理障害が疑われる被験者を対象とした競合音声存在下の単語

了解度評価に関する探索的研究 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2022-1-013 

・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 スモンに関する調査研究 

・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。 

 

７１） 

・受付番号  2022-1-014 

・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 臨中ネットを利活用して効率的に集積した RWDにおける COVID-19症例と併存疾患
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との関係に関する研究 

・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。 

 

７２） 

・受付番号  2022-1-015 

・研究責任者 三須 建郎 講師（病院 脳神経内科） 

・研究課題名 炎症性中枢神経疾患における自己抗体の同定 

・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  2022-1-016 

・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。 

 

７４） 

・受付番号  2022-1-017 

・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。 

 

７５） 

・受付番号  2022-1-018 

・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 胆道閉鎖症の新たな予後因子を検討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。 

 

７６） 

・受付番号  2022-1-019 

・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。 

 

７７） 

・受付番号  2022-1-020 

・研究責任者 菊池 敦生 助教（病院 小児科） 
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・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。 

 

７８） 

・受付番号  2022-1-021 

・研究責任者 羽尾 清貴 助教（医学系研究科 循環器内科学分野） 

・研究課題名 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI）候補患者のデータスクリーニングについて 

・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。 

 

７９） 

・受付番号  2022-1-022 

・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 高齢者切除不能進行・再発胃癌を対象とした Ramucirumab + paclitaxel併用療法

の治療効果予測バイオマーカーの探索と、有害事象と薬物代謝遺伝子多型の関連

に関する研究（T-CORE1501－付随研究） 

・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。 

 

８０） 

・受付番号  2022-1-023 

・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 膵に“くびれ所見”を認める症例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。 

 

８１） 

・受付番号  2022-1-024 

・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 

・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  2022-1-025 

・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 次世代シークエンサーを用いた膵炎関連候補遺伝子の全国的調査 

・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。 

 

８３） 

・受付番号  2022-1-026 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 
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・研究課題名 バレット食道癌における食道内逆流因子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。 

 

８４） 

・受付番号  2022-1-027 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 NUDT15遺伝子検査結果実用化後のチオプリン製剤の副作用に関する後ろ向き観察

研究(post MENDEL 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。 

 

８５） 

・受付番号  2022-1-028 

・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 高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後

方視的観察研究：HORIZON 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。 

 

８６） 

・受付番号  2022-1-029 

・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 希少造血器腫瘍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 

・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  2022-1-030 

・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 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 

・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。 

 

８８） 

・受付番号  2022-1-031 

・研究責任者 藤井 博司 准教授（病院 リウマチ膠原病内科） 

・研究課題名 難治性自己免疫疾患患者の試料を用いた研究 

・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。 

 

８９） 

・受付番号  2022-1-032 
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・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 好酸球性胃腸炎(EGE)の内視鏡所見に関する検討 

・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。 

 

９０） 

・受付番号  2022-1-033 

・研究責任者 浅野 直喜 講師（医学系研究科 消化器病態学分野） 

・研究課題名 好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎における疾患関連遺伝子および統合オミックス

解析（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。 

 

９１） 

・受付番号  2022-1-034 

・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 術後せん妄発症機序の分子遺伝学的解明 

・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。 

 

９２） 

・受付番号  2022-1-035 

・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 肺癌手術検体を用いてがん細胞における NRF2活性化が腫瘍微小環境に与える影響

を明らかにするための研究 

・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。 

 

９３） 

・受付番号  2022-1-036 

・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。 

 

９４） 

・受付番号  2022-1-037 

・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  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  2022-1-038 

・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  継続審査 

・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  2022-1-039 

・研究責任者 立花 眞仁 准教授（医学系研究科 周産期医学分野） 

・研究課題名 細胞質移植/置換技術を用いた新規の ART技術開発を目指した研究 

・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  2022-1-040 

・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 生活習慣病合併心血管病患者に対するパーソナルヘルスレコードが 6 か月以内の

再入院を抑制するか評価する無作為介入試験 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-041 

・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 腰痛患者の歩行時における深層体幹筋群の意識的な収縮が下肢及び体幹の筋活動

と運動学的変数に及ぼす影響 

・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  2022-1-042 

・研究責任者 菅野 恵美 准教授（医学系研究科 看護アセスメント学分野） 

・研究課題名 臨床看護師のリサーチマインドを育む教育プログラムの有効性の検討 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2022-1-043 

・研究責任者 海老原 覚 教授（医学系研究科 内部障害学分野） 

・研究課題名 ライブ型オンラインヨガとオンサイトヨガにおける太陽礼拝の負荷量に関する横

断研究 



21 

 

・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  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  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。 

 

 


