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倫理委員会議事要録 

 

 

日時 令和５年 １月２３日（月）１４時から１６時１５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、香取、阿部(俊)、出江、三浦、尾﨑、岡田、直江、樺島、渡邊、

石井、佐藤の各委員 

欠席者 圓増、村山 

 

 

○議  事 

１．倫理委員会（令和４年１２月１９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１２月分本審査）（別紙１） 

委員長から、１２月１９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、１２月～１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」８８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６件について審議を行った。審議結果は「継続審査」６件であった。 

 

 

５．令和５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５年度の医学系研究科倫理委員会開催日程について、今年

度と同様に原則第４月曜日とし開催とする旨説明を行った。 

 

 

 

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１２月分本審査） 

 

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） 
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・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。  
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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  2022-1-787 

・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 日本の高等教育機関における日本人学生と留学生のヘルスリテラシーと生活の質

および医療サービス利用の決定要因 

・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  2022-1-788 

・研究責任者 原 ゆかり 助教（医学系研究科 公衆衛生看護学分野） 

・研究課題名 看護職と適合する施設を算出する機械学習アルゴリズムを導く多施設大規模調査 

・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。 

 

３） 

・受付番号  2022-1-789 

・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 人工知能を用いた乳癌診断支援システム開発に関する共同研究 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-790 

・研究責任者 大内 康太 助教（病院 がんセンター） 

・研究課題名 DIC 併発に関連する遺伝子発現異常を探索する進行胃癌を対象とした網羅的遺伝

子発現解析 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-791 

・研究責任者 城田 英和 准教授（加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野） 

・研究課題名 がん患者検体を用いた液性免疫因子の解析による新規バイオマーカー・新規治療

標的の探索 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2022-1-792 

・研究責任者 城田 英和 准教授（加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野） 
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・研究課題名 がん遺伝子パネル検査および病理組織画像を利用した深層学習によるがんの予

後・転移予測についての研究 

・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  2022-1-793 

・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 全身麻酔時の換気パラメータに関する疫学研究 

・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。 

 

８） 

・受付番号  2022-1-794 

・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 東北大学病院における経皮的副腎ラジオ波焼灼療法の麻酔管理の研究 

・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。 

 

９） 

・受付番号  2022-1-795 

・研究責任者 亀井 尚 教授（医学系研究科 消化器外科学分野（二）） 

・研究課題名 Glucocorticoidの Barrett食道癌発生予防および治療への応用 

・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。 

 

１０） 

・受付番号  2022-1-796 

・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 クロザピンの増量速度とクロザピンによる炎症性有害事象の発生数に関する後方

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。 

 

１１） 

・受付番号  2022-1-797 

・研究責任者 植松 貢 准教授（医学系研究科 小児病態学分野） 

・研究課題名 脳波を用いた簡便なてんかん原性領域推定ツールの開発 

・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。 

 

１２） 

・受付番号  2022-1-798 
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・研究責任者 下田 由輝 助教（病院 脳神経外科） 

・研究課題名 術中脳波の解析による脳腫瘍浸潤範囲の予測-新規診断技術に関する検討 

・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。 

 

１３） 

・受付番号  2022-1-799 

・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 人工知能を応用した爪郭部毛細血管評価法の開発および爪郭部毛細血管異常と強

皮症重症度との関連性評価 

・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  2022-1-800 

・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 COVID-19患者治療の臨床データと血液検体データの関連解析 

・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。 

 

１５） 

・受付番号  2022-1-801 

・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 Long COVID 患者の新規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。  

 

１６） 

・受付番号  2022-1-802 

・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 再発又は難治性の末梢性 T 細胞リンパ腫における実臨床データと臨床試験データ

との薬剤経済比較妥当性に関する疫学研究 

・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。  

 

１７） 

・受付番号  2022-1-803 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 近年の東北大学病院における経皮的内視鏡的胃瘻造設術(PEG)の動向及び合併症

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。  
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１８） 

・受付番号  2022-1-804 

・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 みやぎ医療福祉情報ネットワークによる日本人の糖尿病黄斑浮腫の治療傾向の探

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。  

 

１９） 

・受付番号  2022-1-805 

・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 眼疾患オミックスデータベースの構築 

・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  2022-1-806 

・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 ミトコンドリア DNA 鑑定で否定された東日本大震災関連の特異な親子鑑定例に関

する報告 

・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  2022-1-807 

・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 体外受精した初期胚において染色体数的異常胚を誘発する要因の解明を目的とし

た廃棄胚を用いた多施設共同の症例対照研究 

・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。 

 

２２） 

・受付番号  2022-1-808 

・研究責任者 菅野 潤子 講師（病院 小児科） 

・研究課題名 先天性甲状腺機能低下症の新規責任遺伝子に関する追加解析研究 

・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。 

 

２３） 

・受付番号  2022-1-809 

・研究責任者 冨永 悌二 教授（医学系研究科 神経外科学分野） 

・研究課題名 ご遺体を用いた脳神経外科的各種アプローチの修練とその微小解剖習熟 

・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  2022-1-810 

・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 ご遺体を用いた頭蓋顎顔面（CMF: Cranio-Maxillo-Facial）外科手技及び遊離皮

弁挙上手技に関する臨床医学教育 

・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  2022-1-811 

・研究責任者 亀井 尚 教授（医学系研究科 消化器外科学分野（二）） 

・研究課題名 ご遺体を用いた上部消化管手術に対するトレーニングと新規術式開発 

・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。 

 

２６） 

・受付番号  2022-1-812 

・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 ご遺体を用いた美容外科手技に関する臨床医学教育 

・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  2022-1-813 

・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 ご遺体を用いた側頭骨手術、鼻副鼻腔内視鏡手術、音声・嚥下手術、頭頸部外科

手術の手術手技研修 

・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  2022-1-814 

・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 人工内耳挿入補助内視鏡アダプタの開発 

・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。 

 

２９） 

・受付番号  2022-1-815 

・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 ご遺体を用いた麻酔手技の研修 

・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。 

 

３０） 

・受付番号  2022-1-816 

・研究責任者 野田 雅史 准教授（加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 

・研究課題名 ご遺体を用いた呼吸器外科拡大手術（気管形成、血管形成）の研修 

・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  2022-1-817 

・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 低侵襲心臓手術実践前の最終研修としてのご遺体での手術シミュレーション 

・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  2022-1-818 

・研究責任者 山内 健介 教授（歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野） 

・研究課題名 ご遺体を用いた顎関節手術、気管切開術、顎矯正手術の手術手技研修、頭頸部解

剖研修 

・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  2022-1-819 

・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 小児集中治療における Quality of Dying and Death（PICU-QODD）医療者評価用

尺度の日本語版開発と信頼性・妥当性の検証 

・申請種類  変更審査 

・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  2022-1-820 

・研究責任者 後岡 広太郎 講師（病院 産学連携室） 

・研究課題名 初回心房細動アブレーションが施行された心房細動症例における心房細動再発を

主要評価項目とした再発予測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。 

 

３５） 

・受付番号  2022-1-821 

・研究責任者 中澤 徹 教授（医学系研究科 眼科学分野） 
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・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。 

 

３６） 

・受付番号  2022-1-822 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-823 

・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。 

 

３８） 

・受付番号  2022-1-824 

・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 転移・再発乳癌における遺伝子パネル検査 FoundationOne® CDx と FoundationOne® 

Liquid CDx の治療方針決定に与える影響を検討する観察研究(JBCRG-C07 (REIWA) 

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。 

 

３９） 

・受付番号  2022-1-825 

・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 妊娠・分娩が将来の健康状態（生活習慣病やメンタルヘルス）等に与える影響に

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。 

 

４０） 

・受付番号  2022-1-826 

・研究責任者 竹内 敦子 助教（医学系研究科 病態神経学分野） 

・研究課題名 プリオン病患者のプリオン蛋白遺伝子解析 

・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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４１） 

・受付番号  2022-1-827 

・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 遺体を用いた神経ブロックと気道確保の研究 

・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。 

 

４２） 

・受付番号  2022-1-828 

・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。 

 

４３） 

・受付番号  2022-1-829 

・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 冠動脈瘤に対する血流数値流体力学解析の有効性検証に関する研究 

・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。 

 

４４） 

・受付番号  2022-1-830 

・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。 

 

４５） 

・受付番号  2022-1-831 

・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。 

 

４６） 

・受付番号  2022-1-832 

・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 
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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  2022-1-834 

・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    承認する 

・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  2022-1-835 

・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  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  2022-1-836 

・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 東北大学病院における経皮的副腎ラジオ波焼灼療法の麻酔管理の研究 

・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。 

 

５０） 

・受付番号  2022-1-837 

・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 小児集中治療における Quality of Dying and Death（PICU-QODD）医療者評価用

尺度の日本語版開発と信頼性・妥当性の検証 

・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  2022-1-838 

・研究責任者 門廻 充侍 助教 

（災害科学国際研究所 災害評価・低減研究部門 津波工学研究分野） 

・研究課題名 東日本大震災における致死プロセスの解明とそれを活用した効果的な救命・救急・

捜索手法および防災啓発・教育ツールの提案 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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） 
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・受付番号  2022-1-839 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-840 

・研究責任者 井本 博文 助教（病院 胃腸外科） 

・研究課題名 高度肥満症に対する肥満外科治療の費用対効果に関する研究 

・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  2022-1-841 

・研究責任者 亀井 尚 教授（医学系研究科 消化器外科学分野（二）） 

・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。 

 

５５） 

・受付番号  2022-1-842 

・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 96 週間以上ヌーカラを使用している EGPA 患者を対象に実臨床におけるヌーカ

ラの長期安全性及び有効性を評価する国内、単群、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。 

 

５６） 

・受付番号  2022-1-843 

・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。 

 

５７） 

・受付番号  2022-1-844 

・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 精神科急性期病棟に入院し、退院した統合失調症を持つ患者のセルフスティグマ
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の推移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。 

 

５８） 

・受付番号  2022-1-845 

・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 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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-846 

・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 進行肺がん患者における分子標的治療の止め時に関する多施設観察研究 

・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。 

 

６０） 

・受付番号  2022-1-847 

・研究責任者 藤島 史喜 准教授（病院 病理部） 

・研究課題名 アジア人中腸 NETの臨床病理学的特性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。 

 

６１） 

・受付番号  2022-1-848 

・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 萎縮・変性した筋組織の再生能力評価と脂肪変性抑制法の検討 

・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。 

 

６２） 

・受付番号  2022-1-849 

・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  変更審査 

・判定    継続審査 

・審議内容  情報公開文書等の修正が必要と判断し、「継続審査」とした。 

 

６３） 
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・受付番号  2022-1-850 

・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 日本人における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する重症化因子の探

索 -多施設共同後ろ向き観察研究- 

・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。 

 

６４） 

・受付番号  2022-1-851 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-852 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-853 

・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 2021（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。 

 

６７） 

・受付番号  2022-1-854 

・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。 

 

６８） 

・受付番号  2022-1-855 

・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 膵癌・胆道癌の発癌、進展過程に関与する遺伝子発現・体細胞遺伝子変異の検討 

・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。 
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６９） 

・受付番号  2022-1-856 

・研究責任者 馬場 啓聡 助教（病院 総合感染症科） 

・研究課題名 腸管出血性大腸菌の病原因子に関する疫学研究 

・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  2022-1-857 

・研究責任者 内田 奈生 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 ステロイド薬または免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接種の多施設共同前向

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。 

 

７１） 

・受付番号  2022-1-858 

・研究責任者 菅原 典子 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 腎病理・生検検体を用いた腎疾患の病態生理の解明 

・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。 

 

７２） 

・受付番号  2022-1-859 

・研究責任者 菅原 典子 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 網羅的ゲノム解析による小児腎尿路疾患の遺伝学的解析 

・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。 

 

７３） 

・受付番号  2022-1-860 

・研究責任者 片山 紗乙莉 助教（病院 小児科） 

・研究課題名 本邦における乳児期発症急性リンパ性白血病の発症実態、臨床試験登録状況、お

よび予後に関する検討 

・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。 

 

７４） 

・受付番号  2022-1-861 

・研究責任者 植松 貢 准教授（医学系研究科 小児病態学分野） 

・研究課題名 次世代シークエンサーを用いた網羅的解析による全前脳胞症の遺伝子解析研究 

・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。 



17 

 

 

７５） 

・受付番号  2022-1-862 

・研究責任者 馬場 啓聡 助教（病院 総合感染症科） 

・研究課題名 機械学習を用いた人工知能データ解析による超高齢化社会における重症 COVID-19

患者の早期トリアージ及び診療支援システムの構築 

・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。 

 

７６） 

・受付番号  2022-1-863 

・研究責任者 金森 肇 講師（医学系研究科 総合感染症学分野） 

・研究課題名 大学病院におけるカルバペネム耐性菌の分子疫学研究 

・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  2022-1-864 

・研究責任者 金森 肇 講師（医学系研究科 総合感染症学分野） 

・研究課題名 宮城県におけるカルバペネム耐性腸内細菌科細菌の分子疫学研究 

・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。 

 

７８） 

・受付番号  2022-1-865 

・研究責任者 金森 肇 講師（医学系研究科 総合感染症学分野） 

・研究課題名 日本におけるカルバペネム耐性菌の分子疫学研究 

・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。 

 

７９） 

・受付番号  2022-1-866 

・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。 

 

８０） 

・受付番号  2022-1-867 

・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 
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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  2022-1-868 

・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 虚血性心疾患の診断における顔映像認識技術の有用性を検証する臨床試験（pilot 

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。 

 

８２） 

・受付番号  2022-1-869 

・研究責任者 鈴木 秀明 助教（病院 循環器内科） 

・研究課題名 慢性心不全における脳の構造・機能に関する縦断研究 

・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。 

 

８３） 

・受付番号  2022-1-870 

・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 本邦における新生児期発症の腸管不全に関する疫学的研究 

・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。 

 

８４） 

・受付番号  2022-1-871 

・研究責任者 野田 雅史 准教授（加齢医学研究所 呼吸器外科学分野） 

・研究課題名 研修医の外科医療技術評価に関する研究 

・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。 

 

８５） 

・受付番号  2022-1-872 

・研究責任者 田畑 雅央 准教授（病院 医療安全推進室） 

・研究課題名 心臓病診察シミュレータを用いたアウトカム重視型学習プログラムの開発 

・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。 

 

８６） 

・受付番号  2022-1-873 

・研究責任者 鎌田 ことえ 助教（病院 手術部） 

・研究課題名 吸入麻酔薬デスフルラン麻酔後の術後せん妄発症に関する後ろ向き観察研究 
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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。 

 

８７） 

・受付番号  2022-1-874 

・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 緑内障と網膜疾患の色視野評価 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-875 

・研究責任者 冨田 尚希 助教（病院 加齢・老年病科） 

・研究課題名 アルツハイマー病観察研究の公開データベース登録データを用いた老年医学的課

題の国際比較研究 

・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。 

 

８９） 

・受付番号  2022-1-876 

・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。 

 

９０） 

・受付番号  2022-1-877 

・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 Risk based Approachにおけるリスク特定・評価方法とリスク軽減策の関係性に

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。 

 

９１） 

・受付番号  2022-1-878 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-879 
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・研究責任者 田中 淳一 助教（病院 総合地域医療教育支援部） 

・研究課題名 初期臨床研修における地域医療研修の学習環境評価 

・申請種類  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-880 

・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 中高年の脊柱変形障害に対する装具療法、運動療法の効果 

・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。 

 

９４） 

・受付番号  2022-1-881 

・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  変更審査 

・判定    承認する 

・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  2022-1-882 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 潰瘍止血シミュレータを用いた学習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  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  2022-1-883 

・研究責任者 小池 智幸 准教授（病院 消化器内科） 

・研究課題名 潰瘍止血シミュレータを用いた学習プログラムの有効性を評価する教育介入研究

(learning curve 作成) 

・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  2022-1-925 

・研究責任者 石沢 興太 講師（病院 総合地域医療教育支援部） 

・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。 

 

４） 

・受付番号  2022-1-884 

・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 施設をクロスオーバーさせた在宅進行がん患者のがん疼痛緩和に向けた遠隔看護

システムの介入効果を検証する比較試験 

・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。 

 

５） 

・受付番号  2022-1-885 

・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 ニューロフィードバックシステムを用いた短時間瞑想による疲労軽減効果の検

討：非ランダム化比較実験 

・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。 

 

６） 

・受付番号  2022-1-924 
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・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  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。 

 


