平成 30 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 30 年 4 月 26 日（木） 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「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 神奈川県警察科学捜査研究所 田中 佐知
研究計画承認（迅速審査：承認番号 30GR1/29G11）
開催日時 平成 30 年 5 月 9 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：久澄 倫之介、大村 雅子、野田 菜央、中園 毅彦、篠原 雅明、
久保 誠司、田中 佐知、中尾 精希
審査対象研究計画と審査結果
研究計画 「DNA 解析による年齢推定方法の検討」
研究責任者 宮崎県警察本部刑事部科学捜査研究所 久澄 倫之介
研究計画承認（承認番号 30G1）
研究計画 「細菌 DNA を指標とした膣液証明に関する研究」
研究責任者 神奈川県警察科学捜査研究所 大村 雅子
研究計画承認（承認番号 30G2）
研究計画 「タンパク質分解度に応じた有効な唾液同定アプローチの構築」
研究責任者 神奈川県警察科学捜査研究所 野田 菜央
研究計画承認（承認番号 30G3）
研究計画 「皮膚接触痕に顕在化に関する研究」
研究責任者 福岡県警察科学捜査研究所 中園 毅彦
研究計画承認（承認番号 30G4）
研究計画 「DNA 分析におけるキャリーオーバーコンタミネーション防止の試み」
研究責任者 福岡県警察科学捜査研究所 篠原 雅明
研究計画承認（承認番号 30G5）
研究計画 「環状 RNA を指標とした体液識別の検討」
研究責任者 石川県警察本部刑事部科学捜査研究所 久保 誠司
研究計画承認（承認番号 30G6）
研究計画 「法科学的資料におけるリアルタイム PCR 法の活用」
研究責任者 神奈川県警察科学捜査研究所 田中 佐知
研究計画承認（承認番号 30G7）
開催日時 平成 30 年 6 月 27 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：真鍋 悠、中尾 精希、原 真弓、木村 天胤、赤田 直樹、相馬 玲子
審査対象研究計画と審査結果
研究計画 「コンドームに含まれる物質が精液検査及び DNA 型検査に与える影響」
研究責任者 埼玉県警察本部刑事部科学捜査研究所 真鍋 悠
研究計画承認（承認番号 30G8）
研究計画 「各種法医試料に対する適切な採取器具の選択及び保管方法に関する研究」
研究責任者 大分県警察本部刑事部科学捜査研究所 中尾 精希
研究計画承認（承認番号 30G9）
研究計画 「各種試料採取器具を用いた DNA 型鑑定試料の採取法に関する研究」
研究責任者 京都府警察本部刑事部科学捜査研究所 原 真弓
研究計画承認（承認番号 30G10）
研究計画 「DNA 型鑑定資料の効果的な採取方法についての研究」
研究責任者 北海道警察本部刑事部科学捜査研究所 木村 天胤
研究計画承認（承認番号 30G11）
研究計画 「抗体染色法による DNA 型鑑定試料の選択的採取法に関する研究」
研究責任者 京都府警察本部刑事部科学捜査研究所 赤田 直樹
研究計画承認（承認番号 30G12）
TM
研究計画 「Yfiler Plus PCR Amplification Kit の日本人における突然変異率の検討」
研究責任者 青森県警察本部刑事部科学捜査研究所 相馬 玲子
研究計画承認（承認番号 30G13）
開催日時 平成 31 年 3 月 29 日（金） 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 「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 神奈川県警察科学捜査研究所 田中 佐知
研究計画承認（迅速審査：承認番号 30GR2/30GR1/29G11）
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 福岡県警察科学捜査研究所 百田 芙美
研究計画承認（迅速審査：承認番号 30GR3/29G12）
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 岐阜県警察本部刑事部科学捜査研究所 酒井 優治
研究計画承認（迅速審査：承認番号 30GR4/29G15）
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 京都府警察本部刑事部科学捜査研究所 赤田 直輝
研究計画承認（迅速審査：承認番号 30GR5/30G12）
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