令和元年度ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会議事録
開催日時 令和元年 5 月 20 日（月） 17:30〜17:45
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、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「宮崎県在住者におけるＹ染色体ＳＴＲハプロタイプ及びＳＮＰｓハプログループの分布に関する研究」
研究責任者 宮崎県警察本部刑事部科学捜査研究所 野原 寛文
研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR1/28G4）
・研究計画「骨資料から検出された STR 型検査キットにおける非特異ピークに関する研究」
（承認番号：29GR2/29G5）
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
迅速審査ではなく、通常審査に諮る
開催日時 令和元年 5 月 20 日（月） 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：山野井 英介、中園 毅彦、平田 智士、薗田 綾音、轡田 行信
研究担当者：中木 真一
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 STR 型検査キットにおける非特異ピークに関する研究」
研究責任者 高知県警察本部刑事部科学捜査研究所 西森 太一 ヒトゲノム・遺伝子解析研究の倫理審査に該当しない研究
・研究計画 「新規精液探索法の確立とその実務導入への検討」
研究責任者 大分県警察本部刑事部科学捜査研究所 薗田 綾音
研究計画承認（承認番号 31G1）
・研究計画 「グローバルファイラーを用いた大量一括方式による口腔内細胞のＤＮＡ型判定に適した検査条件の検討について」
研究担当者 警察庁刑事局犯罪鑑識官 中木 真一
研究計画承認（承認番号 31G2）
・研究計画 「弾丸の発射が薬きょうからのＤＮＡ型検査に及ぼす影響」
研究責任者 福岡県警察本部刑事部科学捜査研究所 中園 毅彦
研究計画承認（承認番号 31G3）
・研究計画 「D21S11 型におけるトリアレルピークに関する研究」
研究責任者 栃木県警察本部刑事部科学捜査研究所 轡田 行信
研究計画承認（承認番号 31G4）
・研究計画 「MinION を用いた DNA シーケンスの法医学分野への応用に関する研究」
研究責任者 宮城県警察科学捜査研究所 平田 智士
研究計画承認（承認番号 31G5）
・研究計画 「各種ＰＣＲ試薬におけるＳＴＲ型増幅に関する研究～デジタルＰＣＲと Sso7d 融合ポリメラーゼについて～」
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（承認番号 31G6）
・研究計画 「ゲノム情報解析による現場試料からの顔貌の推定に関する研究」
研究責任者 栃木県警察本部刑事部科学捜査研究所 轡田 行信
研究計画承認（承認番号 31G7）
開催日時 令和 2 年 3 月 13 日（金）
開催場所 メールによる審議
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 「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（迅速審査：承認番号 31GR3/29G7）
・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（迅速審査：承認番号 31GR4/30G13）
・研究計画 「グローバルファイラーを用いた大量一括方式による口腔内細胞のＤＮＡ型判定に適した鑑定条件の検討について」
研究責任者 警察庁刑事局犯罪鑑識官 吉田 日南子
研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR5/31G2）
・研究計画 「新規精液探索法の確立とその実務導入への検討」
研究責任者 大分県警察本部刑事部科学捜査研究所 薗田 綾音
研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR6/31G1）
・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（迅速審査：承認番号 31GR7/30G2）
・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（迅速審査：承認番号 31GR8/30G3）
・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 福島県警察本部刑事部科学捜査研究所 髙井 健太
研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR9/29G13）
・研究計画 「各種 PCR 試薬における STR 型増幅に関する研究～デジタル PCR と Sso7d 融合ポリメラーゼについて～」
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 31GR10/31G6）
・研究計画 「宮崎県在住者における Y 染色体 STR ハプロタイプ及び SNPs ハプログループの分布に関する研究」
研究責任者 宮崎県警察本部刑事部科学捜査研究所 野原 寛文 研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR11/31GR1/28G4）
・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捜査研究所 平島 紘子
・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（迅速審査：承認番号 31GR12/29G9）
研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR13/30G1）

開催日時 令和 2 年 3 月 27 日（金）
開催場所 メールによる審議
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 「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（迅速審査：承認番号 31GR14/30G10）
・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（迅速審査：承認番号 31GR15/29G3）
・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捜査研究所 矢野 遼平
研究計画承認（迅速審査：承認番号 31GR16/29G8）
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