
平成29年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会議事録  
開催日時 平成29年4月12日（水） 17:45～19:45 
開催場所 KOILミーティングルームA3 〒277-8520柏市若柴178-4 
出席者 委員長：関口 和正、委員（*は外部、#は女性）：笠井 賢太郎、黒崎 久仁彦*、櫻田 宏一、関 陽子#、中西 知晃*#、 

水野 なつ子#、研究責任者：北村 悠、柿本 麻美子、高畠 護、齋藤 嘉之 
審査対象研究計画と審査結果 
 研究計画「DNA/RNA同時抽出法による覚せい剤混入血痕の人血証明及び個人識別に関する研究」 
 研究責任者 福岡県警察本部刑事部科学捜査研究所 北村 悠    研究計画承認（承認番号29G1） 
 研究計画「抗精子抗体及び磁気ビーズを利用した精子の単離・集約採取法の検討」 
 研究責任者 福岡県警察本部刑事部科学捜査研究所 柿本 麻美子  研究計画承認（承認番号29G2） 
 研究計画「体液種検査キットの結果からの資料中含有DNA量予測に関する研究」 
 研究責任者 千葉県警察本部刑事部科学捜査研究所 高畠 護    研究計画承認（承認番号29G3） 
 研究計画「マルチプレックスPCRの数理モデル化の試み」 
 研究責任者 千葉県警察本部刑事部科学捜査研究所 齋藤 嘉之   研究計画承認（承認番号29G4） 
 研究計画「骨資料から検出されたAmpFlSTR® Identifiler® Plus Amplification Kitの２座位（D21S11型及びD13S317型）

における非特異ピークに関する研究」 
 研究責任者 高知県警察科学捜査研究所 森 由衣 研究計画承認（承認番号29G5）  
開催日時 平成29年5月24日（水） 17:45～19:45 
開催場所 KOILミーティングルームA3 〒277-8520柏市若柴178-4 
出席者 委員長：関口 和正、委員（*は外部、#は女性）：笠井 賢太郎、黒崎 久仁彦*、関 陽子#、小林寿一*、中西 知晃*#、 

水野 なつ子#、研究責任者：北村 悠、柿本 麻美子、高畠 護、齋藤 嘉之 
審査対象研究計画と審査結果 
 研究計画「微物キャッチャーを用いたDNA型鑑定試料採取法についての研究」 
 研究責任者：京都府警察本部刑事部科学警察研究所 赤田 直樹   研究計画承認（承認番号29G6） 
 研究計画「細胞表面抗原を標的とした混合体液斑の細胞分取法に関する研究」 
 研究責任者：福岡県警察本部刑事部科学捜査研究所 林田 晃典   研究計画承認（承認番号29G7） 
 研究計画「各種指掌紋検出試薬による皮膚接触痕並びに各種体液の顕在化とDNA型検査への応用」 
 研究責任者：兵庫県警察本部刑事部科学警察研究所 矢野 遼平   研究計画承認（承認番号29G8） 
 研究計画「土壌により汚染された法科学資料からのDNA抽出に関する研究」 
 研究責任者 宮崎県警察本部刑事部科学警察研究所 平島 紘子   研究計画承認（承認番号29G9） 
 研究計画「ミネラルオイルを用いたチューインガムの法医鑑定手法の開発」 
 研究責任者 愛媛県警察本部刑事部科学警察研究所 中川 俊史   研究計画承認（承認番号29G10） 
 研究計画「男女混合資料における男性由来DNAの定量法の検討」 
 研究責任者 神奈川県警察科学警察研究所 田中 佐知       研究計画承認（承認番号29G11）  
開催日時 平成29年6月28日（水） 17:45～19:45 
開催場所 KOILミーティングルームA3 〒277-8520柏市若柴178-4 
出席者 委員長：関口 和正、委員（*は外部、#は女性）：笠井 賢太郎、黒崎 久仁彦*、小林 寿一*、櫻田 宏一、関 陽子#、 

中西 知晃*#、水野 なつ子#、研究責任者：轡田 行信、赤瀬 信一郎、百田 芙美、酒井 優治、髙井健太、研究担当者： 
浅川 洋平 

審査対象研究計画と審査結果 
 研究計画「次世代シーケンサーを用いた混合資料における関与人数の推定」 
 研究責任者 福岡県警察本部刑事部科学警察研究所 百田 芙美   研究計画承認（承認番号29G12） 
 研究計画「高精度分析機器を用いた法科学的試料の分析に関する研究」 
 研究責任者 福島県警察科学警察研究所 髙井 健太        研究計画承認（承認番号29G13） 
 研究計画「キラルアミノ酸分析による体液種識別、部位特異性、年齢推定及び陳旧度に関する研究」 
 研究責任者 福島県警察科学警察研究所 髙井 健太        研究計画承認（承認番号29G14） 
 研究計画「抗体結合ビーズを用いた混合体液からの精子の分離」 
 研究責任者 岐阜県警察本部刑事部科学警察研究所 酒井 優治   研究計画承認（承認番号29G15） 
 研究計画「DNAスクリーニングシステムのための新たなDNA検査法の開発」 
研究責任者 鹿児島県警察本部刑事部科学捜査研究所 赤瀬 信一郎 研究計画承認（承認番号29G16） 
 研究計画「次世代シーケンサーによるSTR型及び法医学的SNP判定法の検討」 
 研究責任者 栃木県警察本部刑事部科学警察研究所 轡田 行信   研究計画承認（承認番号29G17） 
 研究計画「STR検査におけるD18S51座位のForward Stutter (N+4)出現パターンの解析」 
 研究責任者 警察庁刑事局犯罪鑑識官 浅川 洋平         研究計画承認（承認番号29G18）  
開催日時 平成29年7月12日（水） 18:15～18:45 
開催場所 日本法科学技術学会事務局事務室 〒277-0882 柏市柏の葉6-3-1 
出席者  委員長：関口 和正、迅速審査委員：笠井 賢太郎、関 陽子、水野 なつ子 
審査対象研究計画と審査結果 
 研究計画「骨資料から検出されたAmpFlSTR® Identifiler® Plus Amplification Kitの２座位（D21S11型及びD13S317型）

における非特異ピークに関する研究」（29G5） 
 研究責任者 高知県警察本部刑事部科学捜査研究所 西森 太一   研究計画承認（迅速審査：承認番号29GR2/29G5） 
 研究計画「日本人集団における血液からの年令推定法の検討」（28G1） 
 研究責任者 兵庫県警察本部刑事部科学捜査研究所 山野井 英介  研究計画承認（迅速審査：承認番号29GR32/28G1） 



日本法科学技術学会ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会名簿 
平成２７年４月１日 

第６期 
 委員長 
  関口 和正 科学警察研究所 男性 自然科学 
 委員 
  笠井 賢太郎 科学警察研究所 男性 自然科学 
  黒崎 久仁彦 東邦大学 男性 自然科学 外部委員 
  小林 寿一 科学警察研究所 男性 人文･社会科学 外部委員 
  櫻田 宏一 東京医科歯科大学 男性 自然科学 
  関 陽子 科学警察研究所 女性 人文･社会科学 
  中西 知晃 元地方公務員 女性 一般 外部委員 
  松浦 常夫 実践女子大学 男性 人文･社会科学 外部委員 
  水野 なつ子 科学警察研究所 女性 自然科学 
        
 個人情報管理者 
  中原 弘明 科学警察研究所 
 
 
 

平成２９年１１月１１日 
第７期 
 委員長 
  関口 和正 科学警察研究所 男性 自然科学 
 委員 
  笠井 賢太郎 科学警察研究所 男性 自然科学 
  黒崎 久仁彦 東邦大学 男性 自然科学 外部委員 
  小林 寿一 科学警察研究所 男性 人文･社会科学 外部委員 
  櫻田 宏一 東京医科歯科大学 男性 自然科学 
  関 陽子 科学警察研究所 女性 人文･社会科学 
  中西 知晃 元地方公務員 女性 一般 外部委員 
  松浦 常夫 実践女子大学 男性 人文･社会科学 外部委員 
  水野 なつ子 科学警察研究所 女性 自然科学 
        
 個人情報管理者 
  中原 弘明 科学警察研究所 
 


