ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 開催状況
開催日

開催場所

2016/9/13

報告会/審査会

第1回

平成14年6月11日

本学

報告会：なし
審査会：課題番号「001」新規申請→条件付き承認

第2回

平成14年12月11日

本学

報告会：なし
審査会：課題番号「002」新規申請→承認

第3回

平成15年2月19日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「001」→抹消，課題番号「003」新規申請→承認

第4回

平成15年6月17日

持ち回り

第5回

平成15年12月10日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「002」継続申請→承認

第6回

平成17年1月26日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「002」継続申請→承認

第7回

平成17年3月29日～4月8日

持ち回り

報告会：なし
審査会：麻布大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針案→承認

第8回

平成17年4月20日～4月27日

持ち回り

報告会：なし
審査会：委員交代→承認

第9回

平成17年12月19日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「002」継続申請→承認

第10回 平成18年12月26日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「002」継続申請→承認

第11回 平成19年12月3日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「002」継続申請→承認

第12回 平成20年12月8日

本学

報告会：課題番号「002」
審査会：課題番号「002」継続申請→条件付き承認，「004」新規申請→変更の勧告，「005」新規申請→条件付き承認

報告会：なし
審査会：委員交代→承認

麻布大学 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 開催状況
開催日
第13回 平成21年3月12日

開催場所

報告会/審査会

報告会：なし
本学 審査会：課題番号「004」前回変更の勧告を受け再度新規申請→「条件付き承認（修正版の提出を求める）」，「006」新規申請→
「条件付き承認」

第14回 平成21年3月30日～4月1日

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「006」「条件付き承認」→承認

第15回 平成21年6月2日～6月5日

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「004」「条件付き承認」→承認

第16回 平成22年1月23日

第17回 平成22年1月29日～2月1日

第18回 平成22年3月10日

第19回 平成22年3月11日～3月16日

第20回 平成22年12月14日

第21回 平成22年12月21日～12月24日

第22回 平成23年5月20日

2016/9/13

報告会：課題番号「002」，「004」，「005」，「006」
本学 審査会：課題番号「004→007」変更申請→ペンディング，申請書等の修正版提出後承認，「005」継続申請→承認，「006」継続申
請→承認，「008」新規申請→ペンディング，申請書等の修正版提出後承認，「009」新規申請→承認
報告会：なし
持ち回り 審査会：課題番号「004→007」ペンディング→承認
課題番号「008」ペンディング→承認

本学

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「010」新規申請→ペンディング，申請書等の修正版提出後承認

報告会：なし
審査会：課題番号「010」ペンディング→承認

報告会：「009」，「005」，「006」，「010」，「007」，「008」
審査会：課題番号「009→011」変更申請→条件つき承認，「005→021」変更申請→承認，「020」新規申請→該当せず，「012」新
本学
規申請→条件つき承認，「014」新規申請→変更の勧告，「006」継続申請→承認，「010」継続申請→承認，「007」継続申請→承
認

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「011」条件つき承認→承認，「012」条件つき承認→承認，「014」変更の勧告→承認

本学

報告会：なし
審査会：課題番号「010→022」条件つき承認，「016」新規申請→変更の勧告，「015」新規申請→承認
麻布大学 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 開催状況
開催日

開催場所

2016/9/13

報告会/審査会

第23回 平成23年8月2日

報告会：なし
本学 審査会：課題番号「016」第22回で変更の勧告→再度新規申請→条件つき承認，「007→018」変更申請→確認のみ，「017」新規
申請→条件つき承認

第24回 平成24年2月23日

報告会：「006」，「011」，「012」，「014」，「015」，「018」，「021」，「022」
審査会：「006」継続申請→承認，「011」継続申請→承認，「012」継続申請→承認，「015」継続申請→承認，「018」継続申請→
承認，「021」継続申請→条件付き承認，「022」継続申請→承認
本学
「014」→「026」変更申請→条件付き承認
「016」条件付き承認の修正箇所確認→承認，「017」条件付き承認の修正箇所確認→承認
「019」新規申請→条件付き承認，「025」新規申請→条件付き承認

第25回 平成24年3月30日～4月4日

第26回 平成24年7月6日

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「014」条件つき承認→承認，「019」条件つき承認→承認，「025」条件付き承認→承認

報告会：なし
審査会：課題番号「027」新規申請→条件つき承認，「028」新規申請→条件つき承認，「029」新規申請→条件つき承認，「030」新
本学
規申請→条件つき承認，「031」新規申請→条件つき承認，「032」新規申請→条件つき承認，「033」新規申請→不承認，「034」新
規申請→不承認

第27回 平成24年7月6日～7月9日

持ち回り

報告会：なし
課題番号「034」不承認→承認

第28回 平成24年9月19日～9月26日

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「018」変更申請→承認

第29回 平成24年12月21日～12月26日

持ち回り

報告会：なし
審査会：課題番号「035」新規申請→承認

麻布大学 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 開催状況
開催日

第30回 平成25年2月28日

開催場所

本学

第31回 平成25年3月22日～3月25日

持ち回り

第32回 平成25年3月29日～4月10日

持ち回り

第33回 平成25年4月10日

持ち回り

第34回 平成25年5月30日～6月10日

持ち回り

第35回 平成25年7月31日

本学

第36回 平成25年9月5日～9月6日

持ち回り

第37回 平成25年9月27日

持ち回り

第38回 平成25年10月10日～10月12日

持ち回り

第39回 平成25年10月18日～10月23日

持ち回り

第40回 平成26年2月27日

第41回 平成26年3月14日～3月19日

本学

持ち回り

2016/9/13

報告会/審査会
報告会：課題番号「006」，「022」，「011」，「016」，「025」，「012」，「015」，「017」，「018」，「019」，「026」，「034」
審査会：課題番号「011」 継続申請→承認，「012」 継続申請→ 条件付き承認，「015」 継続申請→承認，「017」 継続申請→条
件付き承認，「018」 継続申請→承認，「019」継続申請→承認，「021」条件付き承認に係る修正点の確認及び変更→承認，
「022」変更申請→承認，「025」 継続申請→承認，「027」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，「028」条件付き承認に係る
修正点の確認→承認，「029」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，「030」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，
「031」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，「032」条件付き承認に係る修正点の確認→条件付き承認，「033」新規申請→
承認，「034」継続申請→承認，「035」学外委員による追認手続→追認，「036」新規申請→条件付き承認，「037」新規申請→不
承認，「038」新規申請→条件付き承認，「039」新規申請→条件付き承認，「040」新規申請→条件付き承認，「041」新規申請→
報告会：なし
審査会：課題番号「012」 条件付き承認に係る修正点の確認→ 承認，「017」 条件付き承認に係る修正点の確認→ 承認，「032」
条件付き承認に係る修正点の確認→ 承認，「039」 条件付き承認に係る修正点の確認→ 承認
報告会：なし
審査会：課題番号「036」 条件付き承認に係る修正点の確認→ 承認，「040」 条件付き承認に係る修正点の確認→ 承認，課題番
号「042」新規申請→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「043」新規申請→該当せず
報告会：なし
審査会：課題番号「044」新規申請→該当せず ，課題番号「045」新規申請→該当せず
報告会：なし
審査会：課題番号「017」変更申請→承認，「038」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，「041」条件付き承認に係る修正点
の確認→承認，「046」新規申請→条件付き承認後、申請者が指摘箇所を修正し，学内委員持ち回りによる確認を行った結果，承
認となった，「047」新規申請→条件付承認，「048」新規申請→条件付承認，「049」新規申請→条件付承認，「050」新規申請→
条件付承認，「051」新規申請→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「048」条件つき承認→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「052」新規申請→条件つき承認
報告会：なし
審査会：課題番号「052」条件つき承認→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「046」変更申請→承認
報告会：課題番号「011」，「012」，「015」，「017」，「018」，「019」，「021」，「022」，「025」，「027」，「028」，「029」，「030」，「031」，
「032」，「033」，「034」，「035」，「036」，「038」，「039」，「040」，「041」，「042」，「046」，「048」，「049」，「051」
審査会：課題番号「011」継続→条件付き承認，「012」継続→変更の勧告，「015」継続→条件付き承認，「017」継続→条件付き
承認，「018」継続 →条件付き承認，「019」継続→条件付き承認，「022」継続→条件付き承認，「025」継続→条件付き承認，
「027」継続→条件付き承認，「028」継続→条件付き承認，「029」継続→条件付き承認，「030」変更→条件付き承認，「031」継続
→条件付き承認，「032」継続→条件付き承認，「033」継続→承認，「034」継続→条件付き承認，「036」継続→条件付き承認，
「038」継続→条件付き承認，「039」継続→条件付き承認，「040」変更→条件付き承認，「041」継続→条件付き承認，「046」継続
→承認，「048」継続→条件付き承認，「051」継続→条件付き承認，「054」新規→該当せず，「055」新規→不承認，「056」新規→
不承認，「057」新規→条件付き承認，「058」新規→不承認，「059」新規→条件付き承認→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「011」条件つき承認→承認，「022」条件つき承認→承認
麻布大学 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 開催状況
開催日

開催場所

第42回 平成26年4月11日～4月15日

持ち回り

第43回 平成26年6月6日～6月9日

持ち回り

第44回 平成26年7月30日

本学

第45回 平成26年8月8日～8月19日

持ち回り

第46回 平成26年8月25日～8月27日

持ち回り

第47回 平成26年9月18日

本学

第48回 平成26年11月24日～12月1日

持ち回り

第49回 平成26年12月13日～12月17日

持ち回り

第50回 平成27年2月23日
平成27年3月23日、4月20日
第51回 ～27日、4月27日～5月6日、5
月19日～21日、5月28日～29
第52回 平成27年8月21日
第53回

平成27年10月27日～平成27
年10月28日

第54回 平成28年3月14日

平成28年4月7日～平成28年4
第55回 月8日、平成28年4月11日～
平成28年4月14日

本学

持ち回り
本学
持ち回り

本学

持ち回り
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報告会/審査会
報告会：なし
審査会：課題番号「041」変更申請→追認
報告会：なし
審査会：課題番号「052」変更申請→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「047」条件付き承認に係る修正点の確認→失効，「060」新規申請→条件付き承認，「061」新規申請→条件付
き承認，「062」新規申請→条件付き承認，「063」新規申請→承認，「064」新規申請→承認，「065」新規申請→承認，「066」新
規申請→条件付き承認，「067」新規申請→条件付き承認，
報告会：なし
審査会：課題番号「041」新規申請→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「060」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，「061」条件付き承認に係る修正点の確認→承認，「062」条
件付き承認に係る修正点の確認→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「069」新規申請→承認，「070」新規申請→条件付き承認
報告会：なし
審査会：課題番号「070」条件付き承認→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「066」条件付き承認→承認，「067」条件付き承認→承認
報告会：「011」，「022」，「041」，「046」，「054」，「059」，「060」，「062」，「063」，「064」，「065」，「066」，「067」，「075」，「076」
審査会：課題番号「011」継続申請→条件付き承認，「022」継続申請→条件付き承認，「046」継続申請→承認，「062」変更申請
→承認，「073」新規申請→条件付き承認，「074」新規申請→条件付き承認，「075」新規申請→承認，「076」新規申請→承認，
「077」新規申請→条件付き承認，「078」新規申請→条件付き承認
報告会：なし
審査会：課題番号「011」条件付き承認→承認，「022」条件付き承認→承認，「073」条件付き承認→承認，「074」条件付き承認
→承認，「077」条件付き承認→承認，「078」条件付き承認→承認
報告会：なし
審査会：課題番号「079」新規→該当しない，「080」新規→該当しない，「081」新規→条件付き承認，「082」新規→該当しない，
「083」新規→条件付き承認
報告会：なし
審査会：課題番号「083」条件付き承認→承認
報告会：「011」，「022」，「033」，「041」，「046」，「052」，「061」，「062」，「063」，「064」，「065」，「066」，「067」，「069」，「070」，
「073」，「074」，「077」，「078」，「083」
審査会：課題番号「011」継続申請→条件付き承認，「022」継続申請→条件付き承認，「033」変更申請→承認，「041」変更申請
→承認，「046」変更申請→承認，「052」変更申請→承認，「061」変更申請→承認，「062」変更申請→承認，「063」変更申請→
承認，「064」変更申請→条件付き承認，「065」変更申請→条件付き承認，「066」変更申請→承認，「067」変更申請→承認，
「069」変更申請→条件付き承認，「073」変更申請→条件付き承認，「074」継続申請→条件付き承認，「077」変更申請→条件付
き承認，「078」継続申請→条件付き承認，「083」変更申請→条件付き承認，「085」新規申請→，「086」新規申請→
報告会：なし
審査会：課題番号「011」条件付き承認→承認，「022」条件付き承認→承認，「033」条件付き承認→承認，「041」条件付き承認
→承認，「052」条件付き承認→承認，「061」条件付き承認→承認，「063」条件付き承認→承認，「064」条件付き承認→承認，
「065」条件付き承認→承認，「066」条件付き承認→承認，「067」条件付き承認→承認，「069」条件付き承認→承認，「073」条件
付き承認→承認，「083」条件付き承認→承認，「086」条件付き承認→承認
麻布大学 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会 開催状況
開催日

開催場所

報告会/審査会

麻布大学 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会
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