
番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

226-1 変更 遺伝性腎疾患のゲノム解析

機能形態学系

細胞再生・移植医学分野

福田　昇 令和3年3月30日

250-1 変更 乳癌の発生・進展に関する分子病理学的研究

病態病理学系

腫瘍病理学分野

増田　しのぶ 令和3年4月6日

261-1 変更

日本人肺非結核性抗酸菌（NTM)症の発症・進展における

関わる遺伝子の網羅的遺伝子解析（Genome-wide

study:GWAS)（多施設共同研究）

内科学系

呼吸器内科学分野

權　寧博 令和3年3月30日

269-2 変更

結核・非結核性抗酸菌感染症における防御免疫に関わるT

細胞の機能解析

病態病理学系

微生物学分野

相澤　志保子 令和3年3月30日

30-2-1 変更

脂質異常症・高血圧症・糖尿病患者に関する疫学調査研

究

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和3年3月30日

30-3-2 変更 山岳診療所における重症高山病等の登録研究

機能形態学系

生体構造医学分野

原田　智紀 令和3年3月30日

31-12-1 変更 古細菌がヒト免疫細胞に与える影響の研究

病態病理学系

微生物学分野

相澤　志保子 令和3年3月30日

P20-32-0 新規

Human cerebral autoregulation during long-duration

spaceflight 長期宇宙滞在がヒトの脳循環調節機能に及ぼ

す影響

社会医学系

衛生学分野

岩﨑　賢一 令和3年3月30日

G20-33-0 新規

小児期発症糖尿病患者におけるミトコンドリア病原因遺伝

子の解析に関する研究

小児科学系

小児科学分野

小川えりか 令和3年4月6日

P20-34-0 新規

研修医を含めた医師を対象とする献体を用いた臨床解剖

教育および臨床解剖研究の実施

機能形態学系

生体構造医学分野

原　弘之

令和3年4月21日

見込み

P20-35-0 新規

看護師を含めたコメディカルの卒前，卒後教育を対象とす

る献体を用いた解剖教育の実施

機能形態学系

生体構造医学分野

原　弘之

令和3年4月21日

見込み

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-29-0 新規

胎盤における重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2（severe

acute respiratory syndrome coronavirus 2:SARS-CoV-2)の感染

感受性の解析

病態病理学系

微生物学分野

早川　智 令和3年3月30日

G20-30-0 新規

JCOG1910「高齢者初発膠芽腫に対するテモゾロミド併用寡分割

放射線治療に関するランダム化比較第Ⅲ相試験」の付随研究

高齢者初発膠芽腫における予後を予測するバイオマーカーに関

する探索的研究

脳神経外科学系

神経外科学分野

吉野　篤緒 令和3年3月30日

G20-31-0 新規

NOD/Shi-scid/IL-2rgnull（NOG)miceならびにNOG-HLA-DR 

0405Tg,I-Ab Ko miceに対するヒト臍帯血由来CD34陽性造血幹

細胞によるヒト免疫化

内科学系

血液膠原病内科学分野

北村　登 令和3年3月30日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-24-0 新規

バイオバンクジャパン疾患コホートネットワークによる家族性腫瘍

関連遺伝子変異保因者追跡調査

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和3年2月2日

P20-25-0 新規

バイオバンク・ジャパン疾患コホートネットワークによる皮下脂肪

織炎様T細胞リンパ腫の原因遺伝子変異ホモ接合体キャリアの

追跡調査

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和3年2月2日

P20-26-0 新規

バイオバンク・ジャパン疾患コホートネットワークによるJAK2 ク

ローン性変異保因者追跡調査

臨床試験研究センター 高橋　泰夫 令和3年2月2日

P20-27-0 新規

20～30歳代医師における加熱式たばこに関する探索的なWeb調

査

社会医学系

公衆衛生学分野

兼板　佳孝 令和3年2月2日

G20-28-0 新規 先天性骨髄不全症候群レジストリ研究

小児科学系

小児科学分野

谷ヶ崎　博 令和3年2月2日

令和２年度　第１１回（令和３年３月１６日開催）

令和２年度　第１０回（令和３年２月２５日開催）

令和２年度　第９回（令和３年１月２６日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/G20-31-0.pdf
https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/250-1.pdf


番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

251-1 変更 カルシウム代謝異常・リン代謝異常・骨疾患の遺伝学的解析

小児科学系

小児科学分野

石毛　美夏 令和2年12月22日

276-3 変更

「ONO-4538第Ⅰ相試験　根治切除可能な悪性腫瘍患者（胃がん

及び非小細胞肺がん）に対する多施設共同非盲検非対照試験

（ONO-4538術前治療第Ⅰ相試験）」に附随するバイオマーカー探

索研究

外科学系

消化器外科学分野

東風　貢 令和2年12月22日

29-4-2 変更 先天代謝異常症に対する羊膜上皮細胞治療の検討

病態病理学系

微生物学分野

高野　智圭 令和2年12月22日

P20-22-0 新規

日本における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染妊婦の実

態把握のための多施設共同レジストリ研究

病態病理学系

微生物学分野

早川　智 令和2年12月22日

P20-23-0 新規

Withコロナ時代における労働者の健康とその関連要因に関する

探索的な調査

社会医学系

公衆衛生学分野

兼板　佳孝 令和2年12月22日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

227-1 変更

日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会(JPLSG)における小

児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究

小児科学系

小児科学分野

谷ヶ崎　博 令和2年11月30日

249-2 変更 妊娠高血圧症候群の遺伝的要因の検討

病態病理学系

臨床検査医学分野

中山　智祥 令和2年11月30日

G20-21-0 新規

若年発症（20歳未満）の血液・悪性疾患における遺伝性素因の解

明

小児科学系

小児科学分野

谷ヶ崎　博 令和2年11月30日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

31-11-1 変更 ヒト輸入ドナー角膜を用いた角膜・結膜細胞機能の網羅的解析

視覚科学系

眼科学分野

山上　聡 令和2年10月15日

令和２年度　第６回（令和２年１０月２０日開催）

令和２年度　第８回（令和２年１２月１５日開催）

令和２年度　第７回（令和２年１１月１７日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/G20-21-0.pdf


番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-17-0 新規
慢性血栓塞栓性肺高血圧症の血栓器質化維持および末梢血管
肥厚メカニズムの解析

病態病理学系
人体病理学分野

羽尾　裕之 令和2年9月30日

G20-18-0 新規 東アジアにおける加齢黄斑変性の疾患感受性遺伝子の探索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 令和2年9月30日

P20-19-0 新規
口腔内神経堤幹細胞の採取部位別生物学的共通点と相違点
を解明する次世代再生医学研究

耳鼻咽喉・頭頸部外科学系
歯科口腔外科学分野

阿部　成宏 令和2年9月30日

P20-20-0 新規 薬物性肝障害を引き起こす未知の原因薬物のシグナル検出
生体機能医学系

薬理学分野
浅井　聰 令和2年9月30日

P20-12-1 変更
母親および乳児におけるサポウイルスに対する免疫に関する研
究

病態病理学系
微生物学分野

早川　智 令和2年9月3日

284-1 変更
先天性溶血性貧血の予後予測と早期医療介入を可能とする新規
検査

小児科学系
小児科学分野

谷ヶ崎　博 令和2年9月11日

283-1 変更
超早産時の赤血球の生化学的特徴の解明と遷延性重症黄疸感
受性遺伝子の同定

小児科学系
小児科学分野

森岡　一朗 令和2年9月11日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-08-0 新規
ベンタナDP200によるWhole Slide Imagingと光学顕微鏡観察によ
るバイオマーカー判定の乳癌における同等性評価

病態病理学系
腫瘍病理学分野

増田　しのぶ 令和2年7月27日

31-3-1 変更
医師の喫煙・飲酒・睡眠などの生活習慣に関する経年的変化の
検討

社会医学系
公衆衛生学分野

大塚　雄一郎 令和2年7月14日

G20-09-0 新規 不整脈症候群の遺伝子基盤に関する研究
内科学系

循環器内科学分野
奥村　恭男 令和2年7月27日

G20-10-0 新規
頭頸部癌における免疫組織化学染色法を用いたvon Hippel-
Lindau (VHL)タンパク発現研究と次世代シークエンサーによる舌
癌発症候補および予後増悪遺伝子の解析

耳鼻咽喉・頭頸部外科学系
耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

長谷川　央 令和2年7月27日

P20-11-0 新規
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus2:SARS-CoV-2)垂直感染メカ
ニズムの解明

病態病理学系
微生物学分野

早川　智 令和2年7月27日

P20-12-0 新規
母親および乳児におけるサポウイルスに対する免疫に関する研
究

病態病理学系
微生物学分野

早川　智 令和2年7月27日

G20-13-0 新規
新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいたCOVID19
ワクチンの開発と評価系の構築

内科学系
呼吸器内科学分野

權　寧博 令和2年8月4日

P20-14-0 新規 質量分析計を用いた生体微量物質測定方法の確立
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 令和2年7月27日

G20-15-0 新規 変形性膝関節症の疾患感受性遺伝子検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 令和2年7月27日

285-1 変更 脊柱管狭窄症の疾患感受性遺伝子検索
病態病理学系

臨床検査医学分野
中山　智祥 令和2年7月14日

令和２年度　第５回（令和２年９月１５日開催）

令和２年度　第４回（令和２年７月２１日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/G20-10-0.pdf
https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/G20-18-0.pdf
https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/P20-11-0.pdf
https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/P20-19-0.pdf


番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-05-0 新規 高校におけるがん教育とアンケート調査
産婦人科学系

産婦人科学分野
川名　敬 令和2年6月30日

P20-06-0 新規
体液上方変位と高二酸化炭素血症が脳血流調節機能に与
える複合影響の用量依存性

社会医学系
衛生学分野

岩﨑　賢一 令和2年6月30日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-04-0 新規
スギ花粉症時期等のマスク着用率に関する研究(写真を用
いた探索的研究)

耳鼻咽喉・頭頸部外科学系
耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

野村　泰之 令和2年6月18日

G20-03-0 新規
ヒト組織・臓器及び血液からの遺伝子多型の検出及び法
医学的な応用

社会医学系
法医学分野

鉄　堅 令和2年6月15日

29-9-2 変更
胃腸炎関連微生物の診断，分子疫学，病態，予防等に関
する研究

病態病理学系
微生物学分野

早川　智 令和2年6月1日

番号 新/変 課題名 所属 研究代表者 承認日

P20-01-0 新規
結膜と涙道における，コロナウイルスの受容体とプロテアー
ゼの発現に関する研究

病態病理学系
微生物学分野

高野　智圭 令和2年5月7日

P20-02-0 新規 高強度の頭低位負荷による脳循環の経時的変化
社会医学系
衛生学分野

加藤　智一 令和2年5月7日

269-1 変更
結核・非結核性抗酸菌感染症における防御免疫に関わるT
細胞の機能解析

病態病理学系
微生物学分野

相澤　志保子 令和2年3月30日

276-2 変更

「ONO-4538第Ⅰ相試験　根治切除可能な悪性腫瘍患者
（胃がん及び非小細胞肺がん）に対する多施設共同非盲検
非対照試験（ONO-4538術前治療第Ⅰ相試験）」に附随す
るバイオマーカー探索研究

外科学系
消化器外科学分野

東風　貢 令和2年3月30日

232-1 変更
「小児固形腫瘍観察研究」における中央診断，臨床的デー
タ集積と検体保存

小児科学系
小児科学分野

谷ヶ崎　博 令和2年5月7日

令和２年度　第３回（令和２年６月２３日開催）

令和２年度　第２回（令和２年５月１９日開催）

令和２年度　第１回（令和２年４月２１日開催）

https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/G20-03-0.pdf
https://www.med.nihon-u.ac.jp/img/gaiyou/ethics/P20-04-0.pdf
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