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倫理委員会議事要録 

 

日時 令和４年１０月２４日（月）１４時から１５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、岡田、直江、村山、樺島、

渡邊、石井の各委員 

欠席者 尾﨑、佐藤 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和４年９月２６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、９月２６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）（別紙２） 

 委員長から、９月～１０月に審議された迅速審査８１件の審議結果について報告を行った。 

審査結果は、「承認」７９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（別紙３） 

申請のあった課題２件について審議を行った。審議結果は「継続審査」２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９月分本審査） 

 

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 

・判定日   2022/09/26 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2022-1-082 
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・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  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。 

 

７） 

・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。 

 

８） 

・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。 

  



4 

 

別紙２ 

３．倫理審査の審査結果報告について（迅速審査） 

 

１） 

・受付番号  2022-1-543 

・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 運転状況における年齢と生活の質に関する調査 

・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。 

 

２） 

・受付番号  2022-1-544 

・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 Pneumonia Burden of Diseaseフィリピン・ビリラン島における肺炎による疾病

負荷に関する研究 

・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  2022-1-545 

・研究責任者 今村 剛朗 助教（医学系研究科 微生物学分野） 

・研究課題名 フィリピン・ビリラン島における RSウイルスの感染伝播に関する研究 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-546 

・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 高度の死体現象発現症例における死因診断に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-547 

・研究責任者 鈴木 貴 教授（医学系研究科 病理診断学分野） 

・研究課題名 婦人科癌におけるホルモン作用の検討に関する病理組織学的解析 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2022-1-548 

・研究責任者 松永 篤志 助教（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 
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・研究課題名 東日本大震災の復興団地における住民自治組織及びその活動に関する質的研究 

・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。 

 

７） 

・受付番号  2022-1-549 

・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 腱板断裂に対する鏡視下上方関節包再建術の術後臨床成績調査 

・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。 

 

８） 

・受付番号  2022-1-550 

・研究責任者 吉田 新一郎 助教（病院 整形外科） 

・研究課題名 骨軟部腫瘍の長期治療成績および予後に関する後ろ向き研究 

・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。 

 

９） 

・受付番号  2022-1-551 

・研究責任者 泉山 拓也 助教（病院 整形外科） 

・研究課題名 脊椎関節炎、SAPHO症候群の治療成績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。 

 

１０） 

・受付番号  2022-1-552 

・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型のバイオマーカー探索に関する研究 

・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。 

 

１１） 

・受付番号  2022-1-553 

・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 救急外来受診患者の疫学的調査と類型分類に関する多施設観察研究 

・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。 

 

１２） 

・受付番号  2022-1-554 

・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） 
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・研究課題名 膵・胆管合流異常症登録症例の集積及び追跡調査 

・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  2022-1-555 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 シスプラチンによる急性腎障害の早期診断バイオマーカーの探索 

・申請種類  新規審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

１４） 

・受付番号  2022-1-556 

・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 人工心肺手術時のヘパリン抵抗性及び抗凝固療法に関する国内実態調査研究 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2022-1-557 

・研究責任者 高瀬 圭 教授（医学系研究科 放射線診断学分野） 

・研究課題名 慢性血栓性肺塞栓症に対するバルーン拡張術の費用対効果分析研究 

・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。 

 

１６） 

・受付番号  2022-1-558 

・研究責任者 高瀬 圭 教授（医学系研究科 放射線診断学分野） 

・研究課題名 腎細胞癌に対する凍結療法術の費用対効果分析研究 

・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。 

 

１７） 

・受付番号  2022-1-559 

・研究責任者 高瀬 圭 教授（医学系研究科 放射線診断学分野） 

・研究課題名 炭酸ガスを用いた副腎静脈サンプリングの成否成績についての後ろ向き研究 

・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。 

 

１８） 

・受付番号  2022-1-560 

・研究責任者 小黒 草太 講師（病院 放射線診断科） 
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・研究課題名 症候性下肢動静脈瘻に対する Imipenem/Cilastatinを用いた塞栓術の検討 

・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。 

 

１９） 

・受付番号  2022-1-561 

・研究責任者 髙田 宗典 特任講師（病院 臨床試験データセンター） 

・研究課題名 ePROと電子カルテ連携による在宅医療のデジタルトランスフォーメーションに関

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。 

 

２０） 

・受付番号  2022-1-562 

・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 慢性膵炎の長期予後と膵癌合併に関する多施設共同後ろ向き疫学研究 

・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。 

 

２１） 

・受付番号  2022-1-563 

・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 腹腔洗浄細胞診陽性膵癌に対し切除の是非を明らかにするための比較研究 

・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  2022-1-564 

・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 肝腫瘍に対する肝静脈再建を伴う肝切除の短期・長期成績の検討 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2022-1-565 

・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 切除可能な大腸癌肝転移及びその他の遠隔臓器転移に対する遺伝子異常に基づく

個別化周術期治療の開発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。 

 

２４） 
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・受付番号  2022-1-566 

・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 PAH療法新規開始 PAH患者のリアルワールドコホートを対象として、 ガイドライ

ン準拠疾患重症度評価を行う国際共同、非薬物的介入試験 

・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。 

 

２５） 

・受付番号  2022-1-567 

・研究責任者 髙橋 隼也 助教（病院 皮膚科） 

・研究課題名 AIによる皮膚疾患画像診断支援用プログラム開発に関する研究 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

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

 

２６） 

・受付番号  2022-1-568 

・研究責任者 齋藤 良太 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 PD-L1 陽性例における EGFR-TKI 治療レジメン

の効果を比較する多施設共同観察研究（NJLCG2202） 

・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  2022-1-569 

・研究責任者 宮内 栄作 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 COVID-19ワクチン接種後の進行・再発肺癌患者における免疫チェックポイント阻

害剤の安全性及び有効性を評価する多施設後ろ向き観察研究(NEJ061) 

・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  2022-1-570 

・研究責任者 宮内 栄作 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 血漿検体を用いた NGS 解析による肺がんのドライバー遺伝子検出能を検証する

多施設共同試験 

・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。 

 

２９） 

・受付番号  2022-1-571 

・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 Impact of germline mutations on IPMN recurrence（膵管内乳頭粘液性腫瘍再発

に関与する生殖細胞系列変異の研究） 
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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。 

 

３０） 

・受付番号  2022-1-572 

・研究責任者 村上 圭吾 講師（医学系研究科 病態病理学分野） 

・研究課題名 肝腫瘍におけるオミックス解析による神経内分泌マーカー発現機序解明（単施設

後方視的探索研究） 

・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  2022-1-573 

・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 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。 

 

３２） 

・受付番号  2022-1-574 

・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。 

 

３３） 

・受付番号  2022-1-575 

・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。 

 

３４） 

・受付番号  2022-1-576 

・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。 

 

３５） 
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・受付番号  2022-1-577 

・研究責任者 佐々木 康之輔 助教（医学系研究科 がん看護学分野） 

・研究課題名 急性 B 型大動脈解離患者を対象とした血圧変動および自律神経活動の経時的変化

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。 

 

３６） 

・受付番号  2022-1-578 

・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 

・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  2022-1-579 

・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。 

 

３８） 

・受付番号  2022-1-580 

・研究責任者 岡本 道子 助教（医学系研究科 微生物学分野） 

・研究課題名 新型コロナウイルスにおける遺伝子変異解析方法の適正化と簡便化 

・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。 

 

３９） 

・受付番号  2022-1-581 

・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 肺高血圧症患者レジストリ Japan Pulmonary Hypertension Registry：JAPHR 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-582 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 健康保険組合が保有する医療情報を用いた妊婦の医薬品使用と妊婦・児のアウト

カムとの関連の検討 

・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。 

 

４１） 

・受付番号  2022-1-583 

・研究責任者 藤野 直也 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 アレルギー疾患・免疫関連疾患の予防・早期介入を目指した先制医療開発に関す

るゲノム解析研究 

・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。 

 

４２） 

・受付番号  2022-1-584 

・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 五十肩（凍結肩）の病態メカニズムの解析 

・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。 

 

４３） 

・受付番号  2022-1-585 

・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 五十肩（凍結肩）の病態メカニズムの解析（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。 

 

４４） 

・受付番号  2022-1-586 

・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  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  2022-1-587 

・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 多施設共同レジストリによる脊髄性筋萎縮症成人例の長期フォローアップ研究 

・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  2022-1-588 

・研究責任者 齊藤 繭子 准教授（医学系研究科 微生物学分野） 

・研究課題名 免疫抑制薬投与下における COVID-19ワクチン接種の有効性と安全性の検証 
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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。 

 

４７） 

・受付番号  2022-1-589 

・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 TP53ステータス遺伝子発現プロファイル（TP53 signature）による乳がんの予後

および治療効果の予測性の検証試験付随研究 

・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。 

 

４８） 

・受付番号  2022-1-590 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 向精神薬の治療薬物モニタリング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。 

 

４９） 

・受付番号  2022-1-591 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 新型コロナウイルスワクチン接種による副反応解析 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５０） 

・受付番号  2022-1-592 

・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 次世代医療情報交換標準規格 FHIRを用いた PHR統一プラットフォームの開発 

・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。 

 

５１） 

・受付番号  2022-1-593 

・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 数理科学的アプローチによる呼吸器疾患における胸部 CT画像を用いた新たな形態

学的評価法の確立 

・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。 

 

５２） 

・受付番号  2022-1-594 
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・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-595 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-596 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-597 

・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 循環器疾患に合併する後天性フォンウィルブランド病の実態解明 

・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。 

 

５６） 

・受付番号  2022-1-598 

・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等に関する調査研究 

・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。 

 

５７） 

・受付番号  2022-1-599 

・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 左心疾患合併肺高血圧患者に関する多施設共同前向き症例登録研究 Japan PH 

Registry(JAPHR)：2群 （日本肺高血圧・肺循環学会登録研究） 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５８） 
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・受付番号  2022-1-600 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-601 

・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 健常者を対象としたイチョウ葉エキスおよびその吸収促進物質併用摂取による認

知遂行機能への影響 

・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。 

 

６０） 

・受付番号  2022-1-602 

・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 高齢者およびその利害関係者における先端技術活用に向けた質的研究 

・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。 

 

６１） 

・受付番号  2022-1-603 

・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。 

 

６２） 

・受付番号  2022-1-604 

・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 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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-605 

・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 
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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。 

 

６４） 

・受付番号  2022-1-606 

・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 造血器腫瘍および不応性貧血における遺伝子解析研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６５） 

・受付番号  2022-1-607 

・研究責任者 杉浦 久敏 教授（医学系研究科 呼吸器内科学分野） 

・研究課題名 フェノタイプ・エンドタイプに着目した本邦の喘息患者における 3 年間予後の検

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  2022-1-608 

・研究責任者 立花 眞仁 准教授（病院 周産期医学分野） 

・研究課題名 子宮内膜症の発症および進展における T細胞受容体レパートリー解析研究 

・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。 

 

６７） 

・受付番号  2022-1-609 

・研究責任者 和田 陽一 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 先天性アミノ酸代謝異常症、糖代謝異常症、有機酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常

症の遺伝子診断 

・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。 

 

６８） 

・受付番号  2022-1-610 

・研究責任者 和田 陽一 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 先天性アミノ酸代謝異常症、糖代謝異常症、有機酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常

症の遺伝子診断(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。 

 

６９） 
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・受付番号  2022-1-611 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2022-1-612 

・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。 

 

７１） 

・受付番号  2022-1-613 

・研究責任者 八田 和久 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 食道表在癌・早期胃癌の予後関連因子に関する研究 

・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。 

 

７２） 

・受付番号  2022-1-614 

・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。 

 

７３） 

・受付番号  2022-1-615 

・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 早期慢性膵炎および慢性膵炎疑診例の前向き予後調査 

・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。 

 

７４） 

・受付番号  2022-1-616 

・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（二次調査） 

・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。 

 

７５） 
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・受付番号  2022-1-617 

・研究責任者 高瀬 圭 教授（医学系研究科 放射線診断学分野） 

・研究課題名 心臓核医学検査における国内データベース作成のための調査研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

７６） 

・受付番号  2022-1-618 

・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 自由呼吸下肝臓造影 MRI検査の実現可能性に関する観察研究 

・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。 

 

７７） 

・受付番号  2022-1-619 

・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 MRIを用いた腎血液酸素飽和度の測定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。 

 

７８） 

・受付番号  2022-1-620 

・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 短時間瞑想が瞑想未経験者に与える即時効果について、神経科学的観点からの検

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。 

 

７９） 

・受付番号  2022-1-621 

・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 幼児期における読み聞かせ習慣と脳活動および言語・社会性発達との関連の解明 

・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。 

 

８０） 

・受付番号  2022-1-622 

・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 Comparison of Respiratory Syncytial Virus (RSV) associated respiratory 

infections among hospitalized children in three countries: Cambodia, 

Philippines, and Zambia カンボジア、フィリピン、ザンビアの 3国における RS

ウイルス感染症による小児入院患者の比較に関する観察研究 

・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。 

 

８１） 

・受付番号  2022-1-623 

・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 地域在住高齢者の認知症および日常身体活動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。 
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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  2022-1-624 

・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 ロービジョンケアによる幸福度の変動を定量評価する観察研究 

・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。 

 

２） 

・受付番号  2022-1-625 

・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。 

 


