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R＆D 研究論理委員会 シスメックス株式会社 研究倫理審査委員会 第三十回審議結果 

 

１．開催概要 

日 時        ：２０１０年６月２日（水曜日）  

会 場        ：シスメックス株式会社・本社 ８階 特別会議室１ 

出席者（委員）    ：大谷 育男（委員長）、藤原 文夫（副委員長）、倉田 寛一、矢吹 宗男、渡辺 玲子、 

丸山 英二、松本 好史、中澤 克行、中島 孝子 

（個人情報管理者）  ：赤木 佳代 

事務局       ：吉田 智一    

（敬称略） 

  

２．審議結果 

研究計画番号と研究内容 

共同

研究

先の

有無

実施部署 結果 備考 

１ 2010-01 遺伝子ﾒﾁﾙ化ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ解析の臨床

有用性評価 

新規 有 中央研究所 承認  

２ 2010-02 血中循環癌細胞検出技術の研究 新規 有 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

３ 2010-03 血中循環癌細胞検出技術の研究 新規 有 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

４ 2010-04 血中循環癌細胞検出技術の研究 新規 無 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

５ 2010-05 口腔癌ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞへのFCM適用可能

性検討 

新規 有 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

６ 2010-06 微侵襲血糖測定法の研究 新規 有 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

７ 2010-07 迅速検査装置・試薬の有用性の研

究 

新規 有 診断薬開発

本部 

条件付承認 研究計画書の文言修正 

情報開示内容に文言追記 

 

３．次回（第31回）の研究倫理審査委員会開催日の調整 

日 時：2010年9月15日（水） 

場 所：シスメックス株式会社 本社 

以上 
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R＆D 研究論理委員会 シスメックス株式会社 研究倫理審査委員会 第三十一回審議結果 

 

１．開催概要 

日 時        ：２０１０年９月１５日（水曜日）  

会 場        ：シスメックス株式会社・本社 ８階 特別会議室１ 

出席者（委員）    ：大谷 育男（委員長）、藤原 文夫（副委員長）、倉田 寛一、矢吹 宗男、渡辺 玲子、 

丸山 英二、松本 好史、中澤 克行、中島 孝子 

（個人情報管理者）  ：赤木 佳代 

事務局       ：吉田 智一    

（敬称略） 

  

２．審議結果 

研究計画番号と研究内容 

共同

研究

先の

有無

実施部署 結果 備考 

１ 2010-08 微侵襲血糖測定法の研究 新規 有 中央研究所 承認  

２ 2010-09 大腸癌に対する薬剤感受性試験

に関する研究 

新規 有 中央研究所 承認  

３ 2010-10 ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患病態診断法の研究 新規 有 ｼｽﾒｯｸｽ浅野

研究室 

条件付承認 研究計画書の文言修正 

４ 2010-11 関節ﾘｳﾏﾁ等病態解析による新規

診断技術の研究 

新規 有 ｼｽﾒｯｸｽ浅野

研究室 

条件付承認 研究計画書の文言修正 

 

３．次回（第32回）の研究倫理審査委員会開催日の調整 

日 時：2010年12月9日（木） 

場 所：シスメックス株式会社 本社 

 
以上 
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R＆D 研究論理委員会 シスメックス株式会社 研究倫理審査委員会 第三十二回審議結果 

 

１．開催概要 

日 時        ：２０１０年１２月９日（水曜日）  

会 場        ：シスメックス株式会社・本社 ８階 特別会議室１ 

出席者（委員）    ：大谷 育男（委員長）、藤原 文夫（副委員長）、倉田 寛一、矢吹 宗男、渡辺 玲子、 

丸山 英二、松本 好史、中澤 克行、中島 孝子 

（個人情報管理者） ：赤木 佳代 

事務局       ：吉田 智一    

 

（敬称略） 

  

２．審議結果 

研究計画番号と研究内容 

共同

研究

先の

有無

実施部署 結果 備考 

１ 2010-12 ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄ試薬の評価 新規 有 診断薬開発

本部 

条件付承認 研究計画書の文言修正 

２ 2010-13 子宮頸がんｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの研究 新規 有 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

 

３．次回（第33回）の研究倫理審査委員会開催日の調整 

日 時：2011年3月22日（火） 

場 所：シスメックス株式会社 本社 

 
以上 
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R＆D 研究論理委員会 シスメックス株式会社 研究倫理審査委員会 第三十三回審議結果 

 

１．開催概要 

日 時        ：２０１１年３月２２日（水曜日）   

会 場        ：シスメックス株式会社・本社 Ｃ会議室 

出席者（委員）    ：大谷 育男（委員長）、藤原 文夫（副委員長）、倉田 寛一、矢吹 宗男、渡辺 玲子、 

丸山 英二、松本 好史、中澤 克行 

（個人情報管理者）  ：赤木 佳代 

事務局       ：吉田 智一    

（敬称略） 

  

２．審議結果 

研究計画番号と研究内容 

共同

研究

先の

有無

実施部署 結果 備考 

１ 2010-14 DNA ﾁｯﾌによる診断技術の開発 新規 無 中央研究所 承認  

２ 2010-15 CMLの体外診断用医薬品の基礎検

討評価 

新規 無 中央研究所 承認  

３ 2010-16 DNA ﾁｯﾌによる診断技術の開発 新規  中央研究所 承認  

４ 2009-26 DNA ﾁｯﾌによる診断技術の開発究 更新 有 中央研究所 承認  

５ 2010-17 大腸癌の予後予測に関する研究 新規 有 中央研究所 承認  

６ 2010-18 OSNA 法における阻害検体の特性

解析 

新規 有 中央研究所 承認  

７ 2010-19 乳癌の再発予測 新規 有 中央研究所 条件付承認 資料の一部修正 

８ 2010-20 DCIS症例におけるOSNA法陽性の

臨床的意義の検証 

  ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事

業戦略室 

  

９ 2010-21 OSNA法に関する調査検討 新規 有 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事

業戦略室 

条件付承認 研究計画書の文言修正 

10 2010-22 関節ﾘｳﾏﾁに対する個別化医療の

有用性検討 

新規 有 ｼｽﾒｯｸｽ浅野

研究室 

承認  

11 2010-23 血球分析装置の有用性の研究 新規 有 研究開発企

画本部 

条件付承認 共同研究先での倫理審査承認 

12 2010-24 血中循環癌細胞検出技術の研究  新規 有 中央研究所 承認  

13 2010-25 血中循環癌細胞検出技術の研究 新規 有 中央研究所 承認  

14 2010-26 血中循環癌細胞検出技術の研究 新規 有 中央研究所 条件付承認 研究計画書の文言修正 

 

３．次回（第34回）の研究倫理審査委員会開催日の調整 

日 時：2011年6月22日（水） 

場 所：シスメックス株式会社 本社 

 
以上 

 

 

 


