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/審査

報告：なし
本学 審査：「086」変更申請→条件付き承認，「088」新規申請→条件付き承認，「089」新規申請→不承認，
「090」新規申請→条件付き承認，「091」新規申請→条件付き承認，「093」新規申請→条件付き承認，
報告：なし
持ち回り
審査：「022」変更申請→承認，「078」変更申請→承認
報告：なし
持ち回り
審査：「086」条件付き承認→承認，「090」条件付き承認→承認，「091」条件付き承認→承認，
報告：なし
持ち回り
審査：「064」変更申請→承認
報告：なし
持ち回り
審査：「085」変更申請→承認,，課題番号「088」変更申請→承認
報告：なし
持ち回り
審査：「093」条件付き承認→承認
報告：「011」，「022」，「046」，「052」，「061」，「062」，「064」，「069」，「073」，「074」，「077」，「078」，「083」，「085」，「086」，
「088」，「090」，「091」，「093」，「094」，「096」，「097」，「098」，「099」，「100」，「101」，「102」
審査：「011」継続申請→承認，「022」変更申請→条件付き承認，「046」変更申請→承認，「052」継続申請→条件付き承認，
「061」変更申請→不承認，「062」変更申請→条件付き承認，「069」継続申請→承認，「073」変更申請→条件付き承認，
本学
「074」継続申請→承認，「077」変更申請→承認，「083」変更申請→条件付き承認，「086」変更申請→条件付き承認，
「088」継続申請→承認，「091」継続申請→承認，「093」継続申請→承認，「094」新規申請→条件付き承認，
「096」新規申請→条件付き承認，「097」新規申請→条件付き承認，「098」新規申請→条件付き承認，「099」新規申請→
条件付き承認，「100」新規申請→条件付き承認，「101」新規申請→条件付き承認，「102」新規申請→条件付き承認

第1回

2016年7月12日

第2回

2016年8月1日～8月10日，
2016年8月9日～8月25日

第3回

2016年8月25日～9月2日

第4回

2016年8月26日～9月6日

第5回

2016年9月26日～10月20日，
2016年10月12日～20日

第6回

2016年11月9日～16日

第7回

2017年1月20日

第8回

2017年2月6日～9日，
2017年2月7日～15日，
2017年2月9日～15日，
2017年2月16日～18日，
2017年2月20日，
2017年2月28日～3月10日，
2017年3月3日～13日，
2017年3月24日～30日

報告：なし
審査：「022」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，「062」条件付き承認→承認，
持ち回り
「073」条件付き承認→承認，「086」条件付き承認→承認，「094」条件付き承認→承認，「096」条件付き承認→承認，
「097」条件付き承認→承認，「098」条件付き承認→承認，「099」条件付き承認→承認，「100」条件付き承認→不承認，
「101」条件付き承認→承認，「102」条件付き承認→承認

第9回

2017年3月6日～10日

持ち回り

第10回 2017年4月6日～25日
第11回 2017年5月19日～7月21日

第12回 2017年7月25日

第13回 2017年8月7日～9月20日

報告：なし
審査：「094」変更申請→承認
報告：なし
持ち回り
審査：「073」変更申請→承認，「103」新規申請→承認，「104」新規申請→承認
報告：なし
持ち回り
審査：「102」変更申請→承認，「085」変更申請→承認，「085」変更申請→承認，，「098」変更申請→承認，「105」新規申請→承認
報告：なし
審査：「088」変更申請→条件付き承認，「091」変更申請→条件付き承認，「099」変更申請→条件付き承認，「106」新規申請→条件
付き承認，「103」変更申請→条件付き承認，「110」新規申請→不承認，「111」変更申請→条件付き承認，「112」新規申請→
本学
条件付き承認，「113」新規申請→条件付き承認，「107」新規申請→条件付き承認，「108」新規申請→承認，「109」新規申請
→条件付き承認
報告：なし
審査：「113」条件付き承認→承認，「106」条件付き承認→承認，「112」条件付き承認→承認，「088」条件付き承認→承認，「099」
持ち回り
条件付き承認→承認，「107」条件付き承認→承認，「109」条件付き承認→承認，「101」新規申請→承認，「101」新規申請→
承認
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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
2017年10月16日～23日，
2017年11月2日～27日，
2017年11月22日～30日，
2017年12月1日～12日，
第14回
2017年12月13日～16日，
2017年12月15日～21日，
2017年12月22日～1月13日，
2018年1月9日～15日

第15回 2018年1月26日

第16回

2018年2月27日～3月7日，
2018年2月27日～3月8日

開催場所

報告/審査

報告：なし
持ち回り 審査：「088」新規申請→承認，「105」変更申請→承認，「110」新規申請→承認，「117」新規申請→承認，「118」新規申請→承認，
「111」条件付き承認→承認，「119」新規申請→承認，「120」新規申請→承認

本学

持ち回り

第17回 2018年3月29日～4月4日

持ち回り

第18回 2018年5月21日～5月28日

持ち回り

第19回 2018年8月10日～9月5日

持ち回り

第20回 2018年10月23日～10月29日

持ち回り

第21回 2019年2月22日

2021/4/22

本学

報告：「011」，「046」，「052」，「062」，「069」，「073」，「074」，「078」，「083」，「085」， 「094」，「098」，「101」，「104」
審査：「011」変更申請→条件付き承認，「022」継続申請→承認，「046」変更申請→条件付き承認，「052」変更申請→承認，「061」
継続申請→承認，「069」変更申請→承認，「074」変更申請→条件付き承認，「077」継続申請→承認，「088」継続申請→承
認，「093」継続申請→承認，「096」継続申請→承認，「097」継続申請→承認，「099」継続申請→承認，「102」継続申請→承
認，「103」継続申請→承認，「105」継続申請→承認，「106」継続申請→承認，「107」継続申請→承認，「108」継続申請→承
認，「109」継続申請→承認，「110」継続申請→承認，「111」継続申請→承認，「112」継続申請→承認， 「113」継続申請→
承認，「114」継続申請→承認，「115」継続申請→承認，「116」継続申請→承認，「117」継続申請→承認，「118」継続申請→
承認，「121」新規申請→条件付き承認，「122」新規申請→条件付き承認
報告：なし
審査：「011」条件付き承認→承認，「046」条件付き承認→承認，「121」条件付き承認→承認，「122」条件付き承認→承認
報告：なし
審査：「120」変更申請→承認
報告：なし
審査：「097」変更申請→承認，「105」変更申請→承認，「116」変更申請→承認
報告：なし
審査：「121」変更申請→承認
報告：なし
審査：「91」変更申請→承認
報告：「011」，「022」，「061」，「074」，「093」，「096」，「097」，「106」，，「109」，「111」，「112」，「114」，「118」，「122」
審査：「011」変更申請→条件付き承認，「046」継続申請→承認，「052」継続申請→承認，「061」変更申請→条件付き承認，「069」
継続申請→承認，「077」継続申請→承認，「088」継続申請→承認，「091」継続申請→承認，「096」変更申請→条件付き承
認，「097」変更申請→条件付き承認，「099」継続申請→承認，「102」継続申請→承認，「103」継続申請→承認，「105」継続
申請→承認，「107」継続申請→承認，「108」継続申請→条件付き承認，「110」継続申請→承認，「111」変更申請→条件付き
承認，「112」変更申請→条件付き承認，「113」継続申請→承認，「115」継続申請→承認，「116」継続申請→承認，「117」継
続申請→承認，「120」継続申請→承認，「121」継続申請→承認，「122」変更申請→条件付き承認，「123」新規申請→条件付
き承認，「124」新規申請→条件付き承認，「125」新規申請→条件付き承認
その他：個人情報管理者について
報告：なし
審査：「097」条件付き承認→承認，「124」条件付き承認→承認，「125」条件付き承認→承認
報告：なし
審査：「011」条件付き承認→承認，「096」条件付き承認→承認，「122」条件付き承認→承認，「123」条件付き承認→承認
報告：なし
審査：「111」条件付き承認→承認，「112」条件付き承認→承認
報告：なし
審査：「061」条件付き承認→承認

第22回 2019年3月11日～3月14日

持ち回り

第23回 2019年3月18日～3月22日

持ち回り

第24回 2019年4月1日～4月8日

持ち回り

第25回 2019年4月10日～4月15日

持ち回り

第26回 2019年6月12日～6月20日

持ち回り

第27回 2019年6月12日～6月20日

持ち回り

報告：なし
審査：「052」変更申請→承認，「125」変更申請→承認

第28回 2019年7月9日～7月22日

持ち回り

報告：なし
審査：「126」新規申請→承認
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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/審査

第29回 2019年7月25日～8月1日

持ち回り

報告：なし
審査：「88」変更申請→承認，「127」新規申請→承認

第30回 2019年8月20日～8月30日

持ち回り

報告：なし
審査：「61」変更申請→承認，「102」変更申請→承認，「125」変更申請→承認

第31回 2019年10月3日～10月14日

持ち回り

第32回 2019年10月15日～10月18日

報告：なし
審査：「128」新規申請→承認
報告：なし
持ち回り
審査：「126」変更申請→承認

2019年11月19日～12月4日
第33回 2020年2月6日～2月19日
2020年2月20日～2月27日

持ち回り

第34回 2020年3月9日～25日

報告：「011」，「046」，「052」，「069」，「077」，「088」，「091」，「096」，「097」，「102」，「103」，「105」，「107」，「108」，「110」，
「111」，「112」，「113」，「115」，「116」，「117」，「120」，「121」，「122」，「123」，「124」，「125」，「126」，「127」，「128」
審査：「011」継続申請→承認，「052」変更申請→承認，「069」変更申請→承認，「077」変更申請→承認，「088」変更申請→承認，
持ち回り
「097」継続申請→承認，「102」変更申請→承認，「103」変更申請→承認，「107」継続申請→承認， 「108」継続申請→承認，
「110」継続申請→承認，「112」継続申請→承認，「113」継続申請→承認， 「116」変更申請→承認，「117」継続申請→承認，
「120」継続申請→承認，「121」継続申請→承認，「123」継続申請→承認，「124」継続申請→承認，「125」継続申請→承認，
「126」継続申請→承認，「127」継続申請→承認，「128」変更申請→承認

第35回 2020年4月2日～10日

持ち回り

第36回 2020年6月25日～７月13日

持ち回り

第37回 2020年8月6日～28日

持ち回り

第38回 2020年9月1日～8日

持ち回り

第39回 2020年9月18日～29日

持ち回り

第40回 2020年10月2日～9日

持ち回り

第41回 2020年11月18日～26日

持ち回り

第42回 2021年3月9日～23日

持ち回り

第43回 2021年3月24日～26日

持ち回り

報告：なし
審査：「129」新規申請→申請取下げ，「125」変更申請→承認，「133」新規申請→承認，「134」新規申請→承認

報告：なし
審査：「131」新規申請→承認
報告：なし
審査：「135」新規申請→承認
報告：なし
審査：「136」新規申請→承認
報告：なし
審査：「124」変更申請→承認，「137」新規申請→承認
報告：なし
審査：「121」変更申請→承認，「125」変更申請→承認，「126」変更申請→承認
報告：なし
審査：「138」新規申請→承認
報告：なし
審査：「125」変更申請→承認
報告：「011」，「052」，「069」，「077」，「088」，「097」，「102」，「103」，「107」，「108」，「110」，「113」，，「116」，「117」，「120」，「121」，
「122」，「123」，「124」，「125」，「126」，「127」，「128」，「130」，「131」，「132」，「133」，「134」，「135」，「136」，「137」，「138」
審査：「011」変更申請→承認，「052」継続申請→承認，「069」継続申請→承認，「077」継続申請→承認，「088」継続申請→承認，
「097」変更申請→承認，「102」継続申請→承認，「103」継続申請→承認，「107」変更申請→承認，「108」変更申請→承認，
「110」継続申請→承認，「113」継続申請→承認，「116」継続申請→承認，「117」継続申請→承認，「120」変更申請→承認，
「121」継続申請→承認，「123」継続申請→承認，「124」継続申請→承認，「125」変更申請→承認，「126」継続申請→承認，
「128」継続申請→承認，「130」継続申請→承認，「131」継続申請→承認，「132」継続申請→承認，「133」変更申請→承認，
「134」継続申請→承認，「135」継続申請→承認，「136」継続申請→承認，「136」継続申請→承認，「137」継続申請→承認，
「138」継続申請→承認，「139」新規申請→承認
報告：なし
審査：「125」変更申請→承認
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