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倫理委員会議事要録 

 

日時 令和４年１２月１９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 

    今谷、後藤、香取、阿部(俊)、三浦、尾﨑、岡田、圓増、直江、村山、樺島、渡邊、石

井、佐藤の各委員 

欠席者 阿部(高)、出江 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和４年１１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１１月分本審査）（別紙１） 

委員長から、１１月２１日倫理委員会における本審査課題５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、１１月～１２月に審議された迅速審査７０件の審議結果について報告を行った。 

審査結果は、「承認」６５件、「継続審査」５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６件について審議を行った。審議結果は「承認」２件、「継続審査」４件で

あった。 

 

 

５．有害事象報告について（別紙４） 

 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 

 

 

  



2 

 

別紙１ 

２．倫理審査の審査結果報告について（令和４年１１月分本審査） 

 

１） 

・受付番号  2022-1-708 

・研究責任者 河岡 慎平 准教授（加齢医学研究所 生体情報解析分野） 

・研究課題名 テレビ会議システムやロボット・アバターの利用が生体に与える影響に関するマ

ルチオミクス解析 

・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  2022-1-709 

・研究責任者 河岡 慎平 准教授（加齢医学研究所 生体情報解析分野） 

・研究課題名 共感覚体験が生体に与える影響に関するマルチオミクス解析 

・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  2022-1-710 

・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  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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-735 

・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  継続審査 

・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。 

 

５） 

・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  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。  
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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  2022-1-711 

・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キャリアレディネスの関連要因、及び就労との関連：二

次分析 

・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。 

 

２） 

・受付番号  2022-1-712 

・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 骨粗しょう症のリスクがある女性の自覚症状と骨密度および骨盤底機能との関

連 

・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  2022-1-713 

・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 変形性関節症者の下肢骨格筋と歩行特徴との関係に関する横断的研究 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-714 

・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 ウエアラブルセンサを用いた作業時の腰部負荷検知システムの検証 

・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  2022-1-715 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 食道静脈瘤合併表在型食道癌に対する内視鏡治療成績に関する多機関共同研究 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2022-1-716 

・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 高齢心不全患者の栄養状態が ADLに与える影響に関する後ろ向き観察研究 
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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。 

 

７） 

・受付番号  2022-1-717 

・研究責任者 鈴木 匡子 教授（医学系研究科 高次機能障害学分野） 

・研究課題名 原発性進行性失語症における臨床症候の神経基盤と予後についての研究 

・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。 

 

８） 

・受付番号  2022-1-718 

・研究責任者 齋藤 昌利 教授（医学系研究科 産科学・胎児病態学分野） 

・研究課題名 日本と米国における日本人女性の周産期転帰比較疫学研究 

・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。 

 

９） 

・受付番号  2022-1-719 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病院 病理部） 

・研究課題名 食道癌組織における Fusobacterium nucleatum の存在と化学療法抵抗性に関す

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。 

 

１０） 

・受付番号  2022-1-720 

・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 疾患関連微生物およびタンパクの塩基配列にみられる変異特性の網羅的探索 

・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。 

 

１１） 

・受付番号  2022-1-721 

・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 軽症、中等症 COVID-19患者の感冒様症状に対する漢方薬追加投与に関する多施

設共同ランダム化比較試験追加解析計画 

・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  2022-1-722 

・研究責任者 齊藤 奈津美 助教（病院 総合地域医療教育支援部） 
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・研究課題名 地域診療所における漢方薬処方に関する疫学研究 

・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。 

 

１３） 

・受付番号  2022-1-723 

・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 進行再発大腸がんの DNAメチル化状態に基づく二次治療における抗 EGFR抗体薬

感受性予測能を検証する後ろ向き観察研究 

・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。 

 

１４） 

・受付番号  2022-1-724 

・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 新鮮凍結血漿投与を要した重症外傷患者における早期フィブリノゲン補充療法

と輸血量に関する研究～重症外傷患者に対する制限輸血戦略クラスターランダ

ム化クロスオーバー非劣性試験における二次解析～ 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2022-1-725 

・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 病態に関連する敗血症新規サブクラスの同定：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。 

 

１６） 

・受付番号  2022-1-726 

・研究責任者 鈴木 教郎 教授（未来科学技術共同研究センター 酸素代謝制御プロジェク

ト） 

・研究課題名 慢性腎臓病患者の尿中落下細胞を用いた薬剤応答性の解析 

・申請種類  新規審査 

・判定    継続審査 

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

 

１７） 

・受付番号  2022-1-727 

・研究責任者 福原 規子 講師（病院 血液内科） 

・研究課題名 B細胞性悪性リンパ腫患者におけるリツキシマブの血中濃度解析 

・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。 
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１８） 

・受付番号  2022-1-728 

・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。 

 

１９） 

・受付番号  2022-1-729 

・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 膝固有感覚と下肢運動制御に膝前十字靱帯損傷の有無が及ぼす影響についての

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。 

 

２０） 

・受付番号  2022-1-730 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-731 

・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。 

 

２２） 

・受付番号  2022-1-732 

・研究責任者 横山 悠 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 多施設共同研究 眼科バイオバンク 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2022-1-733 

・研究責任者 津田 聡 助教（病院 眼科） 

・研究課題名 緑内障患者における視覚関連 QOLに影響する因子に関する研究 

・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。 

 

２４） 

・受付番号  2022-1-734 

・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り変動する主観的・客観的幸福度に関連する因子を定量評

価する観察研究 

・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。 

 

２５） 

・受付番号  2022-1-736 

・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  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。 

 

２６） 

・受付番号  2022-1-737 

・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 進行再発大腸がんの DNAメチル化状態に基づく二次治療における抗 EGFR抗体薬

感受性予測能を検証する後ろ向き観察研究 

・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。 

 

２７） 

・受付番号  2022-1-738 

・研究責任者 鈴木 教郎 教授（未来科学技術共同研究センター 酸素代謝制御プロジェク

ト） 

・研究課題名 慢性腎臓病患者の尿中落下細胞を用いた薬剤応答性の解析 

・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。 

 

２８） 

・受付番号  2022-1-739 

・研究責任者 本堂 毅 准教授（理学研究科 安全衛生管理室） 

・研究課題名 環境電磁場のヒト脳血流への影響に関する調査研究 

・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。 

 

２９） 

・受付番号  2022-1-740 

・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 
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・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。 

 

３０） 

・受付番号  2022-1-741 

・研究責任者 吉田 舞 助教（病院 腎・高血圧・内分泌科） 

・研究課題名 慢性腎臓病(CKD)合併妊娠の成績・腎予後に関する疫学研究 

・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。 

 

３１） 

・受付番号  2022-1-742 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-743 

・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 社会実装型コペアレンティング促進プログラムの育児への影響に関する効果研

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  2022-1-744 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-745 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-746 

・研究責任者 浅野 善英 教授（医学系研究科 皮膚科学分野） 
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・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。 

 

３６） 

・受付番号  2022-1-747 

・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臨床研究マネジメントと研究支援に関するアン

ケート調査 

・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。 

 

３７） 

・受付番号  2022-1-748 

・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 

・判定    承認する 

・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  2022-1-749 

・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 消化管、膵 NETにおける GLUT2、MGMT、SSTR2の発現、ホルモン産生に関する研

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。 

 

３９） 

・受付番号  2022-1-750 

・研究責任者 外山 裕章 准教授（医学系研究科 麻酔科学・周術期医学分野） 

・研究課題名 肺高血圧症や右心不全を合併する患者の心機能に対して肺移植が及ぼす影響の

後ろ向き検討 

・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。 

 

４０） 

・受付番号  2022-1-751 

・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。 
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４１） 

・受付番号  2022-1-752 

・研究責任者 神戸 茂雄 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 J-PVAD(Japanese 

registry for Percutaneous Ventricular Assist Device) 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-753 

・研究責任者 突田 容子 助教（病院 呼吸器内科） 

・研究課題名 自己免疫疾患合併非小細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤の安全

性と有効性を検討する多施設後方視的研究（NEJ-047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。 

 

４３） 

・受付番号  2022-1-754 

・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 直腸肛門奇形の症例登録と中央病型診断による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。 

 

４４） 

・受付番号  2022-1-755 

・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 糖尿病患者における膵癌発生リスク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。 

 

４５） 

・受付番号  2022-1-756 

・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 糖尿病患者における膵癌発生リスクに関する後ろ向き観察研究（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。 

 

４６） 

・受付番号  2022-1-757 

・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）症例における膵液細胞診と切除標本による最終病

理診断の比較－多施設共同研究（付随研究）－ 

・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  2022-1-758 

・研究責任者 志賀 永嗣 助教（病院 消化器内科） 

・研究課題名 クローン病患者の発端コホートレジストリ研究 

・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  2022-1-759 

・研究責任者 菅原 典子 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 本邦小児慢性腹膜透析療法の実態把握のための調査研究 

・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。 

 

４９） 

・受付番号  2022-1-760 

・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。 

 

５０） 

・受付番号  2022-1-761 

・研究責任者 青木 修一 助教（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 生体試料を用いた肝・胆・膵疾患の診断・治療に関するバイオマーカーを調査す

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。 

 

５１） 

・受付番号  2022-1-762 

・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。 

 

５２） 

・受付番号  2022-1-763 

・研究責任者 德永 英樹 准教授（病院 婦人科） 

・研究課題名 JGOG3024：BRCA1/2遺伝子バリアントとがん発症・臨床病理学的特徴および発症
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リスク因子を明らかにするための卵巣がん未発症を対象としたバイオバンク・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。 

 

５３） 

・受付番号  2022-1-764 

・研究責任者 佐藤 康弘 講師（病院 心療内科） 

・研究課題名 摂食障害に対する認知行動療法の有効性の神経科学的エビデンスの創出 

・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。 

 

５４） 

・受付番号  2022-1-765 

・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 早期ステージ膵臓がんにおけるゲノム解析による新規分子診療標的の同定（後方

視探索的多施設共同研究） 

・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。 

 

５５） 

・受付番号  2022-1-766 

・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 向精神薬長期服用者の突然死に対し心筋ゲノム解析からの死亡病態究明 

・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  2022-1-767 

・研究責任者 舟山 眞人 教授（医学系研究科 法医学分野） 

・研究課題名 DNAメチル化を利用した身元不明者の年齢推定法開発に関する研究 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

５７） 

・受付番号  2022-1-768 

・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 法医学的試料に対するデジタル PCR を用いた核 DNA 及びミトコンドリア DNA の

同時定量法の開発 

・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。 

 

５８） 
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・受付番号  2022-1-769 

・研究責任者 水間 正道 講師（病院 肝・胆・膵外科） 

・研究課題名 膵癌胆管癌における腫瘍内免疫細胞及び関連するパスウェイの発現解析 

・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。 

 

５９） 

・受付番号  2022-1-770 

・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 肩甲骨周囲筋の筋力増強訓練における筋活動・３次元肩甲骨運動の分析 

・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。 

 

６０） 

・受付番号  2022-1-771 

・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。 

 

６１） 

・受付番号  2022-1-772 

・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 過敏性腸症候群の腹部膨満感に関与する腸内細菌の解析 

・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。 

 

６２） 

・受付番号  2022-1-773 

・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 前立腺癌の MRI画像と病理標本における、深層学習を用いた病変検出 

・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。 

 

６３） 

・受付番号  2022-1-774 

・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 慢性腎臓病・透析患者の体内代謝産物の網羅的検討 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６４） 
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・受付番号  2022-1-775 

・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。 

 

６５） 

・受付番号  2022-1-776 

・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 抗 MDA5抗体陽性皮膚筋炎に関する疫学研究 

・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。 

 

６６） 

・受付番号  2022-1-777 

・研究責任者 眞野 成康 教授（病院 薬剤部） 

・研究課題名 宮城県における抗菌薬使用量および耐性菌の動向調査 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・審議内容  倫理的・科学的観点から問題なしと判断された。 

 

６７） 

・受付番号  2022-1-778 

・研究責任者 原田 龍一 助教（医学系研究科 機能薬理学分野（臨床加齢医学研究分野）） 

・研究課題名 前頭側頭型変性症の PETプローブ開発 

・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。 

 

６８） 

・受付番号  2022-1-779 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病院 病理部） 

・研究課題名 食道癌における術前療法の効果と予後の検討 

・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。 

 

６９） 

・受付番号  2022-1-780 

・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 先天性横隔膜ヘルニア、横隔膜弛緩症の治療成績に関する疫学研究 

・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。 

 

７０） 

・受付番号  2022-1-781 
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・研究責任者 鈴木 匡子 教授（医学系研究科 高次機能障害学分野） 

・研究課題名 原発性進行性失語症における臨床症候の神経基盤と予後についての研究 

・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。  
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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  2022-1-782 

・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 アシストスーツを用いた介護負担軽減に関するクロスオーバー比較研究 

・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  2022-1-783 

・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 地域在住高齢者の認知症予防および QOL 向上に向けた介入プログラムの開発と

効果検証 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2022-1-784 

・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 高齢者の生活の質向上を目指した日欧共同仮想コーチングシステム（e-VITA）の

多施設共同無作為化比較試験--実証試験 

・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  2022-1-785 

・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 持久運動中の L-メントール摂取が息苦しさの知覚に及ぼす影響 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-786 

・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 運動に関するワーキングメモリに関する機能的磁気共鳴画像研究 

・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  2022-1-833 

・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 
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・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４ 

５．有害事象報告について（報告） 

 

１） 

・受付番号  2021-1-238（受付-30158-A、受付-30160、受付-30161、受付-30162） 

・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  他院有害事象

 


