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第第第第 13131313 回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会    

1． 開催日時  2013 年 10 月 28 日（月） 

2． 開催場所  三菱化学メディエンス株式会社 本社 

3． 出席委員 （副委員長） 島津 光伸 

（社外委員） 秋元 美晴、石井たみ子、大熊 康修、木村 聡、廣瀬 幸夫 

（社内委員） 橋口 則重、柳田 厚司、緒方 秀俊、山岸 保彦、丹羽 俊彦 

出席 11 名／全委員 12 名 

4． 議事 1） 通常審査 

① （ドーピング検査に関する研究 1） 

申請部署： アンチドーピングラボラトリー 

審査結果： 承認 

② （ドーピング検査に関する研究 2） 

申請部署： アンチドーピングラボラトリー 

審査結果： 承認 

2） 迅速審査の結果確認 

疑義なし 

    

    

第第第第 12121212 回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会    

1． 開催日時  2013 年 8 月 26 日（月） 

2． 開催場所  三菱化学メディエンス株式会社 本社 

3． 出席委員 （委員長） 遠藤 正志 

（副委員長） 島津 光伸 

（社外委員） 石井 たみ子、木村 聡、廣瀬 幸夫 

（社内委員） 橋口 則重、柳田 厚司、緒方 秀俊、山岸 保彦、堀尾 純一郎* 

出席 10 名／全委員 12 名 （*代理出席） 

4． 議事 1） 委員の就退任報告 

6 月 30 日付 退任 

佐野 博 （診断検査事業本部 事業企画管理部） 

松本 雅幸 （創薬支援事業本部 試験研究センター） 

三柴 雅昭 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター） 

7 月 1 日付 就任 

丹羽 敏彦 （診断検査事業本部 事業企画管理部） 

山岸 保彦 （創薬支援事業本部 試験研究センター） 

柳田 厚司 （研究開発部門 研究推進部） 

7 月 1 日付 所属変更 

島津 光伸 旧： 研究開発部門 成田研究部 

新： 診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 
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2） 通常審査 

① （新規診断薬の相関試験） 

申請部署： 研究開発部門 成田研究部 

審査結果： 承認 

② （遺伝学的検査に関する研究） 

申請部署： 診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 遺

伝子検査部 

審査結果： 条件付き承認 

③ （新規遺伝子学的検査の開始） 

申請部署： 診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 遺

伝子検査部 

審査結果： 承認 

3） 迅速審査の結果確認 

疑義なし 

    

    

第第第第 11111111 回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会    

3． 開催日時  2013 年 6 月 17 日（月） 

4． 開催場所  三菱化学メディエンス株式会社 本社 

3． 出席委員 （委員長） 遠藤 正志、 

（副委員長） 島津 光伸 

（社外委員） 秋元 美晴、大熊 康修、木村 聡、廣瀬 幸夫 

（社内委員） 橋口 則重、三柴 雅昭、佐野 博、松本 雅幸、緒方 秀俊 

出席 11 名／全委員 12 名 

4． 議事 1） 通常審査 

① （新規遺伝学的検査の開始） 

申請部署： 創薬支援事業本部 治験センター 遺伝子分析研究部 

審査結果： 承認 

2） 迅速審査の結果確認 

疑義なし 

    

    

第第第第 10101010 回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会    

1． 開催日時  2013 年 5 月 20 日（月） 

2． 開催場所  三菱化学メディエンス株式会社 本社 

3． 出席委員 （委員長） 遠藤正志、 

（副委員長） 島津 光伸 

（社外委員） 秋元 美晴、石井たみ子、大熊 康修、木村 聡、廣瀬 幸夫 

（社内委員） 橋口 則重、三柴 雅昭、松本 雅幸、緒方 秀俊 
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出席 11 名／全委員 12 名 

4． 議事 1） 通常審査 

① （ヒト試料を使った研究） 

申請部署： 研究開発部門 研究推進部 

審査結果： 条件付き承認 

2） 迅速審査の結果確認 

疑義なし 

 

 

第第第第 9999 回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会回倫理審査委員会    

1． 開催日時  2013 年 4 月 15 日（月） 

2． 開催場所  三菱化学メディエンス株式会社 本社 

3． 出席委員 （委員長） 遠藤正志、 

（副委員長） 島津 光伸 

（社外委員） 秋元 美晴、石井たみ子、大熊 康修、木村 聡、廣瀬 幸夫 

（社内委員） 橋口 則重、佐野 博、松本 雅幸、緒方 秀俊 

出席 11 名／全委員 12 名 

4． 議事 1） 通常審査 

① （新規染色体検査の開始） 

申請部署： 創薬支援事業本部 治験センター 遺伝子分析研究部 

審査結果： 承認 

② （機器に関する試験） 

申請部署：営 業統括部門 営業推進部 

審査結果： 承認 

2） 迅速審査の結果確認 

疑義なし 


