
第 14回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：令和 4年 2月 10日 

審 査 日：令和 4年 2月 22日 

出席委員：森 拓也（委員長）、神谷 彰（副委員長）、九津見圭司、佐川恵一、星野明子 

欠席委員：なし 

 

受付番号 17 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 農業・農村の特性に着目した介護予防コホート研究（研究責任

者および分担研究者の退職・所属先変更を受けて、研究計画

書・研究協力依頼の参加者説明書の小修正） 

申請者 塩飽邦憲（島根大学名誉教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 

  



第 13回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：令和２年 4月 17日 

審 査 日：令和 2年 5月 11日 

出席委員：前原和平（委員長）、青木一雄（副委員長）、神谷 彰、村田志保、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 16 

審査事項 研究の実施 

課題名 レセプト情報・特定健診等情報データベースを用いた我が国に

おける農薬中毒件数の検討 

申請者 伊澤 敏（佐久総合病院臨床顧問） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 

  



第 12回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：平成 30 年 4月 18日 

審 査 日：平成 30 年 4月 23日 

出席委員：前原和平（委員長）、青木一雄（副委員長）、神谷 彰、眞下啓二、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 15 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 農業・農村の特性に着目した介護予防コホート研究（計画書と

参加者説明書の小修正） 

申請者 塩飽邦憲（島根大学医学部特任教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

  



第 11回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：平成 29 年 5月 29日 

審 査 日：平成 29 年 6月 2日 

出席委員：立身政信（委員長）、守田知明（副委員長）、菊地顕次、田中 孜、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 14 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 農業・農村の特性に着目した介護予防コホート研究（計画書と

参加者説明書の小修正） 

申請者 塩飽邦憲（島根大学医学部特任教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 

 

 

  



第 10回日本農村医学会倫理委員会【議事要旨】 

 

日時：平成 29年 1月 28日 

場所：東京ガーデンパレス ３階「桂」 

出席委員：立身政信（委員長）、守田知明（副委員長）、菊地顕次、田中 孜、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 13 

審査事項 研究の実施 

課題名 農業・農村の特性に着目した介護予防コホート研究 

申請者 塩飽邦憲（島根大学医学部特任教授） 

審査内容 匿名化の方法は、連結不可能匿名化とする。 

審査結果 承認 

 

  



第 9回日本農村医学会倫理委員会【議事要旨】 

 

日時：平成 27年 7月 31日（金）16:00-16:30 

場所：東京・大手町 JAビル 27階「JA全厚連役員議室」 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）、田中孜、菊地顕次、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 12 

審査事項 研究の実施 

課題名 乳酸発芽玄米摂取による糖尿病患者の糖代謝改善効果 

申請者 早川富博（足助病院長） 

審査内容 ・2カ月間はクロスオーバーに十分足りうる期間と判断された

のか。そのとおり。 

・糖尿病の服薬治療は、どのような薬を使ってもいいし、オン

ゴーイングで治療を継続するということか。そのとおりだが、

途中で薬を変えたら、ドロップアウトになる。 

審査結果 承認 

 

 

  



第 8回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：平成 26年 1月 20日 

審 査 日：平成 26年 1月 21日 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）、田中 孜、菊地顕次、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 11 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 花卉栽培者の農薬曝露と健康影響に関する研究(研究者の追加） 

申請者 夏川周介（佐久総合病院名誉院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

  



第 7回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：平成 24 年 11月 4日 

審 査 日：平成 24 年 12 月 11日 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）、田中 孜、吉川 明、 

菊地顕次、宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 10 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 肥満傾向の人における発芽玄米摂取による糖・脂質代謝改善と

内臓脂肪量減少の臨床研究（臨床研究期間の再々延長） 

申請者 早川富博（足助病院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

  



第 6回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：平成 24 年 6月 30日 

審 査 日：平成 24 年 7月 19日 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）、田中 孜、吉川 明、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 9 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 肥満傾向の人における発芽玄米摂取による糖・脂質代謝改善と

内臓脂肪量減少の臨床研究（臨床研究期間の再延長） 

申請者 早川富博（足助病院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

  



第 5回日本農村医学会倫理委員会（書面）【議事要旨】 

 

申 請 日：平成 23年 11 月 28 日 

審 査 日：平成 23年 11 月 30日 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）、田中 孜、菊地顕次、吉川 明、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 8 

審査事項 研究計画の変更 

課題名 肥満傾向の人における発芽玄米摂取による糖・脂質代謝改善と

内臓脂肪量減少の臨床研究（臨床研究期間の延長） 

申請者 早川富博（足助病院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 

  



第 4回日本農村医学会倫理委員会【議事要旨】 

 

日時：平成 23年 1月 28日（金）10:00-10:30 

場所：東京・九段会館 3階「琥珀」 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）吉川 明、田中孜、 

宮原守男（外部委員） 

オブザーバー：菊地顕次 

欠席委員：なし 

 

受付番号 7 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 肥満傾向の人における発芽玄米摂取による糖・脂質代謝改善と

内臓脂肪量減少の臨床研究 

申請者 早川富博（足助病院長） 

審査内容 ・排便の時間（食後、食前など）は考慮するのか。（特になし） 

審査結果 承認 

 

  



第 3日本農村医学会倫理委員会【議事要旨】 

 

日時：平成 22年 7月 16日（金）10:00-10:30 

場所：東京・九段会館 3階「琥珀」 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）坂本哲也、吉川 明、田中 孜、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 6 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 パラコート中毒臨床例調査 

申請者 夏川周介（佐久総合病院統括院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 

  



第 2日本農村医学会倫理委員会【議事要旨】 

 

日時：平成 21年 7月 17日（金）10:00-10:30 

場所：東京・虎ノ門パストラルホテル 新館４階「アイリスガーデン」 

出席委員：立身政信（委員長）、明石光伸（副委員長）坂本哲也、吉川 明、田中 孜、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 4 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 花卉栽培者の農薬曝露と健康影響に関する研究 

申請者 夏川周介（佐久総合病院統括院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

受付番号 5 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 農村地域における食と生活と健康に関する研究 

申請者 早川富博（足助病院長） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 

 

 

 

  



第 1日本農村医学会倫理委員会【議事要旨】 

 

 

日時：平成 19年 1月 26日（金）11:15-11:50 

場所：東京・虎ノ門パストラルホテル新館 3階「おもと」 

出席委員：浜田正行（委員長）、明石光伸（副委員長）、坂本哲也、久野邦義、藤井康宏、 

宮原守男（外部委員） 

欠席委員：なし 

 

受付番号 1 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 特別研究プロジェクト「農村における生活習慣と生活習慣病に

関する研究」 

申請者 藤原秀臣（土浦協同病院長） 

審査内容 ・対象は最低 30例だが上限はなしか（１施設 30例、35施設を

予定しており、トータルで 1万 5000 例を目標としている） 

審査結果 承認 

 

受付番号 2 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 特別研究プロジェクト「農村における農薬中毒に関する研究」 

申請者 椎貝達夫（取手協同病院長） 

審査内容 ・同意取得が困難な場合の代諾者の署名とあるがその範囲は

（親族になる） 

審査結果 承認 

 

受付番号 3 

審査事項 研究計画の承認 

課題名 特別研究プロジェクト「農機具災害の全国的発生状況に関する

経年的調査研究」 

申請者 立身政信（岩手大学保健管理センター教授） 

審査内容 質問・意見は特になし 

審査結果 承認 

 

 


