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倫理委員会議事要録 

 

日時 令和４年９月２６日（月）１４時から１６時 

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、香取、阿部(俊)、出江、三浦、、圓増、村山、樺島、渡邊、佐藤、

石井の各委員 

欠席者 尾﨑、岡田、直江 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和４年７月２５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７月分本審査）（別紙１） 

委員長から、７月２５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）（別紙２） 

 委員長から、７月～９月に審議された迅速審査１５４件の審議結果について報告を行った。 

審査結果は、「承認」１４８件、「継続審査」６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５件について審議を行った。審議結果は「承認する」１件、「継続審査」４件

であった。 

 

 

５．有害事象及び研究の実施の適正性・研究結果の信頼を損なう事実に関する報告について 

（別紙４） 

有害事象及び研究の実施の適正性等を損なう事実報告のあった課題３件について審議を行った。

審議結果は「承認する」３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４年７月分本審査） 

 

１） 

・受付番号  2022-1-375 

・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 親子の愛着形成に係る生理学的検討 

・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  2022-1-376 

・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 アルツハイマー病における網膜アミロイドの沈着と緑内障発症に関する診断研究 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2022-1-377 

・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 集団式認知トレーニングが高齢者の認知機能と脳活動に及ぼす影響 

・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  2022-1-378 

・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 マルチモダリティ MRIと神経心理学的手法を用いた閾下 ADHD の抽出法開発 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-379 

・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 脳損傷片麻痺患者における屋外杖歩行の運動力学的特性の解明 

・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  2022-1-380 

・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 神経膠腫の穿通動脈評価 - 新規診断技術に関する検討 

・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  2022-1-381 

・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  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） 

・受付番号  2022-1-382 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-383 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-384 

・研究責任者 目黒 謙一 特任教授 

（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 認知症の視覚コントラスト感度に関する研究  

・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  2022-1-385 

・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 認知機能障害症例を対象とした血液バイオマーカー探索研究 

・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  2022-1-386 

・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 緑内障患者における網膜アミロイドの沈着と認知症発症に関する診断研究 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-387 

・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 小児がんの子どもの入院中の闘病意欲に関するインタビュー調査 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-388 

・研究責任者 清水 恵 助教（医学系研究科 老年・在宅看護学分野） 

・研究課題名 介護施設入所中の在日外国人高齢者が抱える困りごととその対応―日本人看護・

介護職員へのインタビュー調査から― 

・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  2022-1-389 

・研究責任者 清水 恵 助教（医学系研究科 老年・在宅看護学分野） 
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・研究課題名 暮らしの価値観に関する人口減少地域に住む高齢者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。 

 

７） 

・受付番号  2022-1-390 

・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 LGBT患者の健康に関する医療従事者の知識、態度および文化能力の実態調査 

・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。 

 

８） 

・受付番号  2022-1-391 

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

・研究課題名 女性の経腹超音波画像を用いた骨盤底筋の筋力自動計測システムの開発 

・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。 

 

９） 

・受付番号  2022-1-392 

・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 脳卒中患者の脳構造と手指機能に対する運動観察及び両手運動の即時効果の関

係：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。 

 

１０） 

・受付番号  2022-1-393 

・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 脳卒中患者の脳構造と反復経頭蓋磁気刺激による治療効果の関係：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。 

 

１１） 

・受付番号  2022-1-394 

・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 国際生活機能分類（ICD-11第 V章）の意識障害患者への適用可能性－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、情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 
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１２） 

・受付番号  2022-1-395 

・研究責任者 中尾 真理 助教（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 高齢者の骨格筋減少と経口摂取能力の関係についての、データベースを利用した

後ろ向きコホート研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１３） 

・受付番号  2022-1-396 

・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 椅子装着型センサーとウェラブル心拍計による不快症状予報の研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

１４） 

・受付番号  2022-1-397 

・研究責任者 舘脇 康子 助教（加齢医学研究所 臨床加齢医学研究分野） 

・研究課題名 社会経済状況、生活習慣が脳の構造と認知機能に与える影響に関する国際横断比

較疫学研究 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2022-1-398 

・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 DPC データベースを用いた急性 A 型大動脈解離を発症した高齢患者の早期成績と

退院時 ADL 

・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  2022-1-399 

・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 本邦における急性 B 型大動脈解離発症高齢患者の DPC データベースに基づいた早

期成績と退院時 ADLの実態 

・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  2022-1-400 

・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） 
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・研究課題名 稀少部位子宮内膜症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。 

 

１８） 

・受付番号  2022-1-401 

・研究責任者 湊 純子 助教（病院 周産母子センター） 

・研究課題名 乳癌または卵巣癌既発症の BRCA1/2 病的バリアント保持者に対するサーベイラン

スとリスク低減手術の有効性と安全性についての検討 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  研究計画書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

１９） 

・受付番号  2022-1-402 

・研究責任者 藤原 亨 講師（病院 検査部） 

・研究課題名 新型コロナウイルス変異株の解析および発生状況と PCR 検査機器における感染性

リスク評価に関する研究 

・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。 

 

２０） 

・受付番号  2022-1-403 

・研究責任者 大西 康 講師（病院 血液内科） 

・研究課題名 再生不良性貧血に対する臍帯血移植と PTCY を用いた HLA 不適合移植の比較；「造

血細胞移植登録一元管理プログラム」により収集された造血細胞移植および細胞

治療の全国調査データを用いた後方視的研究 

・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。 

 

２１） 

・受付番号  2022-1-404 

・研究責任者 白井 剛志 助教（病院 リウマチ膠原病内科） 

・研究課題名 COVID-19流行期前後における ANCA関連血管炎の臨床像に関するコホート研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２２） 

・受付番号  2022-1-405 

・研究責任者 照井 仁 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 日本における掌蹠膿疱症（PPP）の治療パターン，疾病負担及び治療アウトカムの

レジストリ試験 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2022-1-406 

・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 脊髄小脳失調症 1型の自然歴収集に関する研究 

・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。 

 

２４） 

・受付番号  2022-1-407 

・研究責任者 菅原 典子 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 リツキシマブによる重症低ガンマグロブリン血症・無顆粒球症に関連する遺伝子

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。 

 

２５） 

・受付番号  2022-1-408 

・研究責任者 植松 有里佳 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 小児期発症てんかん患者における心理社会的アセスメント研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

２６） 

・受付番号  2022-1-409 

・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 慢性膵炎の診療の実態と予後に関するリアルワールドデータを用いた疫学研究 

・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。 

 

２７） 

・受付番号  2022-1-410 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 クローン病の腸管線維化プロセスにおけるマクロファージの役割についての検討 

・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。 

 

２８） 

・受付番号  2022-1-411 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 大規模住民コホート解析による潰瘍性大腸炎の高リスク保有者の判別及び早期診

断法の開発 
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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。 

 

２９） 

・受付番号  2022-1-412 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 NUDT15遺伝子多型検査の実用化とチオプリン製剤の処方状況に関する検討 

・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。 

 

３０） 

・受付番号  2022-1-413 

・研究責任者 角田 洋一 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 既存試料を用いた自己抗体による炎症性腸疾患の診断・層別化に関する解析 

・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  2022-1-414 

・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 CPAP治療のアドヒアランスが緑内障進行に与える影響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。 

 

３２） 

・受付番号  2022-1-415 

・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 経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対する治療介入の

有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 

・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。 

 

３３） 

・受付番号  2022-1-416 

・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 VA-ECMO および Impella の装着患者を対象とした血小板機能に関する前向き観

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。 

 

３４） 

・受付番号  2022-1-417 



10 

 

・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 ナルコレプシーの疾患負担に関する疫学研究 

・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。 

 

３５） 

・受付番号  2022-1-418 

・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 電位依存性カルシウムチャネルの α2δ サブユニットリガンドと牛車腎気丸の同

時処方による α2δ サブユニットリガンド処方および抗がん剤処方に及ぼす影響

を検討するデータベース研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

３６） 

・受付番号  2022-1-419 

・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 子どもの社会情緒的スキルの発達を促進する教育方法の検討 

・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。 

 

３７） 

・受付番号  2022-1-420 

・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（SLE）の自然免疫系と自己免疫系の連関に中心的に関与

する因子を特定するための臨床研究 

・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。 

 

３８） 

・受付番号  2022-1-421 

・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。 

 

３９） 

・受付番号  2022-1-422 

・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  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。 

 

４０） 

・受付番号  2022-1-423 

・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

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  2022-1-424 

・研究責任者 新堀 哲也 准教授（医学系研究科 遺伝医療学分野） 

・研究課題名 先天性血小板減少症と類縁疾患のゲノム･遺伝子解析研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

４２） 

・受付番号  2022-1-425 

・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 １型糖尿病女性の思春期における月経と血糖にまつわる情報の受け止め方と生活

の変化に関するインタビュー調査 

・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。 

 

４３） 

・受付番号  2022-1-426 

・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  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。 

 

４４） 

・受付番号  2022-1-427 

・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 ひとり親女性がピアサポート活動を通して得られたこと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。 

 

４５） 

・受付番号  2022-1-428 

・研究責任者 目黒 謙一 特任教授 
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（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  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。 

 

４６） 

・受付番号  2022-1-429 

・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 集団式認知トレーニングが高齢者の認知機能と脳活動に及ぼす影響 

・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。 

 

４７） 

・受付番号  2022-1-430 

・研究責任者 目黒 謙一 特任教授 

（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 認知症の視覚コントラスト感度に関する研究  

・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。 

 

４８） 

・受付番号  2022-1-431 

・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  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。 

 

４９） 

・受付番号  2022-1-432 

・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 普通感冒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  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。 

 

５０） 

・受付番号  2022-1-433 

・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 LGBT患者の健康に関する医療従事者等の知識、態度および文化能力の実態調査 

・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。 
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５１） 

・受付番号  2022-1-434 

・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 脳損傷片麻痺患者における研究室外杖歩行の運動力学的特性の解明 

・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。 

 

５２） 

・受付番号  2022-1-435 

・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 国際生活機能分類（ICD-11第 V章）の意識障害患者への適用可能性－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。 

 

５３） 

・受付番号  2022-1-436 

・研究責任者 湊 純子 助教（病院 周産母子センター） 

・研究課題名 乳癌または卵巣癌既発症の BRCA1/2 病的バリアント保持者に対するサーベイラン

スとリスク低減手術の有効性と安全性についての検討 

・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。 

 

５４） 

・受付番号  2022-1-437 

・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 親子の愛着形成に係る生理学的検討 

・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。 

 

５５） 

・受付番号  2022-1-438 

・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    承認する 

・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  2022-1-439 

・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 大型血管炎の外科治療および周術期管理に関するレジストリ研究 

・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。 

 

５７） 

・受付番号  2022-1-440 

・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 健常人および様々なヒト炎症性疾患における Toll様受容体の発現解析 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５８） 

・受付番号  2022-1-441 

・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 多分野にまたがる臨床課題に対する DPCデータを用いた疫学研究 

・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。 

 

５９） 

・受付番号  2022-1-442 

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

・研究課題名 育児期早期にある男性の「自分の生活」についての認識と適応過程に関する質的

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。 

 

６０） 

・受付番号  2022-1-443 

・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 上部消化管手術の術後鎮痛に関する観察研究 

・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。 

 

６１） 

・受付番号  2022-1-444 

・研究責任者 海法 悠 助教（病院 麻酔科） 

・研究課題名 DPCデータを用いた周術期、集中治療、ペイン関連領域に関する疫学研究 

・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。 

 

６２） 

・受付番号  2022-1-445 

・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 医療文書自動生成 AIの実現可能性に関する実証研究 

・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。 

 

６３） 

・受付番号  2022-1-446 

・研究責任者 鈴木 直輝 助教（病院 脳神経内科） 

・研究課題名 ヒト病理検体を基盤とした神経・筋疾患の病態解析 

・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。 

 

６４） 

・受付番号  2022-1-447 

・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 神経膠腫の穿通動脈評価 - 新規診断技術に関する検討 

・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。 

 

６５） 

・受付番号  2022-1-448 

・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。 

 

６６） 

・受付番号  2022-1-449 

・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。 

 

６７） 

・受付番号  2022-1-450 

・研究責任者 石田 孝宣 教授（医学系研究科 乳腺・内分泌外科学分野） 

・研究課題名 「乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験（J-START）」

参加者へのアンケート方式による予後追跡調査 

・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。 

 

６８） 

・受付番号  2022-1-451 

・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 CDK4/6阻害剤治療前後の腫瘍組織及び、FGF・FGFR mutation/amplificationを認
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めた Luminal 又は TNBC症例を対象としたホルモン療法耐性、化学療法効果の予測

性の探索的研究 

・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。 

 

６９） 

・受付番号  2022-1-452 

・研究責任者 髙山 真 准教授（病院 総合地域医療教育支援部） 

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

る漢方薬治療の効果と安全性についての実態調査 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-453 

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

・研究課題名 産褥早期の尿閉回復過程と関連要因の検討：縦断観察研究 

・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。 

 

７１） 

・受付番号  2022-1-454 

・研究責任者 和田 基 教授（医学系研究科 小児外科学分野） 

・研究課題名 低出生体重児の消化管手術成績に関する後方視的検討 

・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。 

 

７２） 

・受付番号  2022-1-455 

・研究責任者 和田 基 教授（医学系研究科 小児外科学分野） 

・研究課題名 先天性腸閉鎖・狭窄症の治療成績に関する後方視的検討 

・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。 

 

７３） 

・受付番号  2022-1-456 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 
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・受付番号  2022-1-457 

・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。 

 

７５） 

・受付番号  2022-1-458 

・研究責任者 海法 悠 助教（病院 麻酔科） 

・研究課題名 新型コロナウイルス感染症の病態理解と治療法検討のための多施設共同研究 

・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。 

 

７６） 

・受付番号  2022-1-459 

・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 子宮体癌及び子宮内膜異型増殖症に対する MPA療法の後方視的研究 

・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。 

 

７７） 

・受付番号  2022-1-460 

・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 末梢動脈疾患患者の歩容に関する研究‐三次元動作解析を用いた検討‐ 

・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  2022-1-461 

・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。 

 

７９） 

・受付番号  2022-1-462 

・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 大腸疾患患者の組織表現型と便中・唾液中の細菌叢の変化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。 
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８０） 

・受付番号  2022-1-463 

・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 COVID-19感染拡大前後の慢性透析患者の体液組成、栄養指標の変化の後方視的観

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。 

 

８１） 

・受付番号  2022-1-464 

・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。 

 

８２） 

・受付番号  2022-1-465 

・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 TKIが使用された JALSG Ph+ALL臨床試験と TRUMPデータの統合による予後因子解

析 Prognostic factor analysis by integrating JALSG clinical trials using 

TKIs for Ph+ALL with TRUMP data 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-466 

・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 成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B細胞性急性リンパ性白血病に対す

る多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Ph(-)B-ALL213）登録症例を対

象とした観察研究 

・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  2022-1-467 

・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 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 

・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。 

 

８５） 

・受付番号  2022-1-468 

・研究責任者 長谷部 雄飛 助教（病院 循環器内科） 
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・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-469 

・研究責任者 後岡 広太郎 特任准教授（病院 開発推進部門） 

・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。 

 

８７） 

・受付番号  2022-1-470 

・研究責任者 後岡 広太郎 特任准教授（病院 開発推進部門） 

・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。 

 

８８） 

・受付番号  2022-1-471 

・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。 

 

８９） 

・受付番号  2022-1-472 

・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    承認する 

・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  2022-1-473 

・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 眼科領域腫瘍のゲノム研究 

・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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９１） 

・受付番号  2022-1-474 

・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 眼科多因子疾患の疾患感受性遺伝子に関する研究 

・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。 

 

９２） 

・受付番号  2022-1-475 

・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。 

 

９３） 

・受付番号  2022-1-476 

・研究責任者 佐藤 友美 助教（病院 放射線診断科） 

・研究課題名 腎細胞癌の手術標本を用いた穿刺力測定に関する研究 

・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。 

 

９４） 

・受付番号  2022-1-477 

・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。 

 

９５） 

・受付番号  2022-1-478 

・研究責任者 佐藤 文俊 特任教授（医学系研究科 難治性高血圧・内分泌代謝疾患地域連携

寄附講座） 

・研究課題名 新規活性型レニン濃度およびアルドステロン濃度測定系の臨床的検証 

・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。 

 

９６） 

・受付番号  2022-1-479 

・研究責任者 永富 良一 教授（医工学研究科 健康維持増進医工学分野） 

・研究課題名 礼法が膝伸展筋力に与える影響 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 
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９７） 

・受付番号  2022-1-480 

・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 長期入院を要する子どものきょうだいへの支援の実施しやすさに関わる要素と評

価の質的研究 

・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。 

 

９８） 

・受付番号  2022-1-481 

・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 スマート・エイ

ジング学際重点研究センター） 

・研究課題名 玄米及び白米を摂取している高齢者の認知機能の調査 

・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。 

 

９９） 

・受付番号  2022-1-482 

・研究責任者 藤村 卓 講師（病院 皮膚科） 

・研究課題名 進行期悪性黒色腫疾患に対する術後補助療法後に関する観察研究 

・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。 

 

１００） 

・受付番号  2022-1-483 

・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。 

 

１０１） 

・受付番号  2022-1-484 

・研究責任者 笠原 佑記 助教（加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野） 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-485 

・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） 
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・研究課題名 頭頸部癌の化学放射線治療における感覚器障害（聴覚、嗅覚、味覚）と発症要因

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。 

 

１０３） 

・受付番号  2022-1-486 

・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 椅子装着型センサーとウェラブル心拍計による不快症状予報の研究 

・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。 

 

１０４） 

・受付番号  2022-1-487 

・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 着圧ウェアが関節角度調節機能に及ぼす総合的な効果の研究 

・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。 

 

１０５） 

・受付番号  2022-1-488 

・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 眼鏡レンズによる色覚刺激が運動調節能力に及ぼす効果の研究 

・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。 

 

１０６） 

・受付番号  2022-1-489 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-490 

・研究責任者 山下 慎一 准教授（医学系研究科 泌尿器科学分野） 

・研究課題名 精巣腫瘍のアウトカム研究 

・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  2022-1-491 
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・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。 

 

１０９） 

・受付番号  2022-1-492 

・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 思春期から若年成人期の小児がん経験者のキャリアレディネスの関連要因、及び

キャリアレディネスと就労の関連についての横断調査 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１１０） 

・受付番号  2022-1-493 

・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 敗血症患者における thiamine、ascorbic acid、cortisol、copeptin の血中濃度

の推移に関する前向き多施設観察研究 

・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。 

 

１１１） 

・受付番号  2022-1-494 

・研究責任者 辻 一郎 教授（医学系研究科 公衆衛生学分野） 

・研究課題名 東日本大震災被災者の健康状態の推移とその関連要因に関する前向きコホート研

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。 

 

１１２） 

・受付番号  2022-1-495 

・研究責任者 酒井 寿郎 教授（医学系研究科 分子代謝生理学分野） 

・研究課題名 骨代謝と腸内細菌叢に関する観察研究 

・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。 

 

１１３） 

・受付番号  2022-1-496 

・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 
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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。 

 

１１４） 

・受付番号  2022-1-497 

・研究責任者 後岡 広太郎 特任准教授（病院 開発推進部門） 

・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。 

 

１１５） 

・受付番号  2022-1-498 

・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 東北大学病院検査部における新規測定試薬および測定機器の評価（包括申請） 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-499 

・研究責任者 大西 康 講師（病院 血液内科） 

・研究課題名 体外式超音波検査のスコア化による肝類洞閉塞症候群(SOS)/中心静脈閉塞症 

(VOD)診断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。 

 

１１７） 

・受付番号  2022-1-500 

・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。 

 

１１８） 

・受付番号  2022-1-501 

・研究責任者 宮内 栄作 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 75歳以上の未治療進行非小細胞肺癌患者における免疫療法併用化学療法の有効性

と安全性を検討する多機関共同後ろ向き観察研究（NEJ057） 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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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１１９） 

・受付番号  2022-1-502 

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

・研究課題名 産褥早期の尿閉回復過程と関連要因の検討：縦断観察研究 

・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。 

 

１２０） 

・受付番号  2022-1-503 

・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 糖尿病患者における血栓症の予知マーカーに関する研究 

・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。 

 

１２１） 

・受付番号  2022-1-504 

・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 人工知能インスリン治療支援システムの後向き観察研究 

・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。 

 

１２２） 

・受付番号  2022-1-505 

・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 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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-506 

・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 慢性腎臓病患者に対する情報通信技術を用いた生活の場での腎臓リハビリテーシ

ョンプログラムによる身体機能と腎機能保護作用に与える影響 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１２４） 

・受付番号  2022-1-507 

・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 後期高齢者のリンパ節郭清範囲についての現況調査と周術期リスクや予後との関

連性の検討 

・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。 

 

１２５） 

・受付番号  2022-1-508 

・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。 

 

１２６） 

・受付番号  2022-1-509 

・研究責任者 尾股 聡 助教（病院 放射線治療科） 

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

き調査研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-510 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-511 

・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 血管腫血管奇形の原因解明のための遺伝学的解析 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１２９） 

・受付番号  2022-1-512 

・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。 

 

１３０） 

・受付番号  2022-1-513 

・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） 
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・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。 

 

１３１） 

・受付番号  2022-1-514 

・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。 

 

１３２） 

・受付番号  2022-1-515 

・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。 

 

１３３） 

・受付番号  2022-1-516 

・研究責任者 玉田 勉 准教授（医学系研究科 呼吸器内科学分野） 

・研究課題名 サルコイドーシスの診断および予後を予測する新規因子の開発 

・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。 

 

１３４） 

・受付番号  2022-1-517 

・研究責任者 玉田 勉 准教授（医学系研究科 呼吸器内科学分野） 

・研究課題名 サルコイドーシスの診断および予後を予測する新規因子の開発(ゲノム解析用) 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１３５） 

・受付番号  2022-1-518 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１３６） 



28 

 

・受付番号  2022-1-519 

・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。 

 

１３７） 

・受付番号  2022-1-520 

・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 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 10 版（ver.10.0） 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１３８） 

・受付番号  2022-1-521 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 内視鏡切除後 pT1a-MM かつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌の長期予後に関する多

施設共同後向き観察研究 

・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。 

 

１３９） 

・受付番号  2022-1-522 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 上部消化管細菌叢と内視鏡診断および腹部症状の国際比較に関する前向き観察研

究 

Japanese upper GI symptoms compared with Iranian and Canadian patients 

presenting for endoscopy.  Correlation of symptoms with upper GI 

microbiome:  The JUICE 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。 

 

１４０） 

・受付番号  2022-1-523 

・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。 

 

１４１） 

・受付番号  2022-1-524 



29 

 

・研究責任者 原田 龍一 助教（加齢医学研究所 認知症治療医薬開発寄付研究部門） 

・研究課題名 PETプローブ候補化合物の脳内タウ病変、αシヌクレイン病変への結合性の検討 

・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。 

 

１４２） 

・受付番号  2022-1-525 

・研究責任者 紺野 大輔 助教（病院 集中治療部） 

・研究課題名 COVID-19 における HFNC の治療失敗を予測するモデルの開発および検証：多施設

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。 

 

１４３） 

・受付番号  2022-1-526 

・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。 

 

１４４） 

・受付番号  2022-1-527 

・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 多施設共同による全身性強皮症の臨床像、自然経過、進行予測、治療反応性の解

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。 

 

１４５） 

・受付番号  2022-1-528 

・研究責任者 今井 啓道 教授（医学系研究科 形成外科学分野） 

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

観察研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１４６） 

・受付番号  2022-1-529 

・研究責任者 志賀 尚美 講師（病院 周産母子センター） 

・研究課題名 閉経前女性の性腺機能不全による続発性骨粗鬆症に対する治療法・治療成績の後

方視的調査研究 

・申請種類  変更審査 
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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。 

 

１４７） 

・受付番号  2022-1-530 

・研究責任者 本間 経康 教授（医学系研究科 医用画像工学分野） 

・研究課題名 デジタルマンモグラフィビッグデータを活用した AI支援診断システムに関する研

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。 

 

１４８） 

・受付番号  2022-1-531 

・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。 

 

１４９） 

・受付番号  2022-1-532 

・研究責任者 高橋 雅信 准教授（医学系研究科 臨床腫瘍学分野） 

・研究課題名 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１５０） 

・受付番号  2022-1-533 

・研究責任者 菅原 典子 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 リツキシマブによる重症低ガンマグロブリン血症・無顆粒球症に関連する遺伝子

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。 

 

１５１） 

・受付番号  2022-1-534 

・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 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１５２） 

・受付番号  2022-1-535 

・研究責任者 青木 正志 教授（医学系研究科 神経内科学分野） 
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・研究課題名 封入体筋炎(IBM)とその関連疾患の全国調査および検体収集に関する前向き研究 

・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。 

 

１５３） 

・受付番号  2022-1-536 

・研究責任者 目黒 謙一 特任教授 

（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 認知食行動異常観察チェックシートの作成の試み 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１５４） 

・受付番号  2022-1-537 

・研究責任者 海野 倫明 教授（医学系研究科 消化器外科学分野） 

・研究課題名 膵癌切除例における腹腔洗浄細胞診「疑陽性」の臨床的意義を検討するための多

機関共同後方視的研究―日本膵臓学会 膵癌取扱い規約検討委員会研究― 

・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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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  2022-1-538 

・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 情報提供の内容の違いはレジスタンストレーニングの筋力増強効果に影響を及ぼ

す 

・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  2022-1-539 

・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 病理レポート及び放射線レポートのデータ構造化システム開発と有用性の検討 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2022-1-540 

・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 姿勢モニタリング機器による良好な座位姿勢保持効果の検証 

・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  2022-1-541 

・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 健常人を対象とした玄米サプリメントの継続服用による免疫機能および睡眠の質

への影響 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-542 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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．有害事象及び研究の実施の適正性・研究結果の信頼を損なう事実に関する報告 

 

１） 

・受付番号  2022-1-082 

・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 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 

・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。 

 

２） 

・受付番号  2022-1-142 

・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 慢性腎臓病患者に対する情報通信技術を用いた生活の場での腎臓リハビリテーシ

ョンプログラムによる身体機能と腎機能保護作用に与える影響 

・申請種類  他院有害事象 

・判定    承認する 

・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  2022-1-479 

・研究責任者 永富 良一 教授（医工学研究科 健康維持増進医工学分野） 

・研究課題名 礼法が膝伸展筋力に与える影響 

・申請種類  本院有害事象 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 


