
 

 

 

第２５１回弘前大学大学院医学研究科倫理委員会議事要旨（概要） 

 

 

日 時  平成２４年３月２８日（水）１７：１０～１８：２５ 

場 所  医学部長室 

 

Ⅰ 確認事項 

１ 第２５０回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨 

 

Ⅱ 報告事項 

１ 臨床試験・研究等の倫理審査結果一覧 

１）【申請内容変更】＊               ＊＊ ※課題名非公表 

（神経内科 助教 瓦林 毅 ※審査結果：承認） 

２）【申請内容変更】血漿中のレミフェンタニルの消失速度と安全性の向上の検討 

（麻酔科 医員 工藤 倫之 ※審査結果：承認） 

３）【申請内容変更】連続血糖測定システム（CGMS）による不安定型糖尿病の血糖変動の 

研究 

（内分泌内科・糖尿病代謝内科・感染症科 講師 丹藤 雄介 ※審査結果：承認） 

４）【申請内容変更】日常生活行動が血糖値に及ぼす影響に関する調査研究 

（社会医学講座 大学院生 浜田 菜穂子 ※審査結果：承認） 

５）術中輸液製剤の差異が透析患者の体液・代謝へ与える影響の検討 

（麻酔科 医員 斎藤 淳一 ※審査結果：条件付承認） 

６）【申請内容変更】在宅パーキンソン病患者における身体活動量向上のための効果的理 

学療法介入の検討 

（保健学専攻 大学院生 中江 秀幸 ※審査結果：承認） 

７）根治的前立腺全摘術の臨床成績と患者 QOL に関する多施設国際共同研究 

（泌尿器科 講師 古家 琢也 ※審査結果：条件付承認） 

８）【申請内容変更】放射線防護教育に関する研究 －学生・看護師のリスク認知と教育 

による変化－ 

（健康支援科学領域 准教授 井瀧 千恵子 ※審査結果：承認） 

９）インフリキシマブによるプログラムコントロール治療で導入された関節リウマチの寛

解維持に関するランダム化試験 

（光学医療診療部 准教授 石黒 陽 ※審査結果：条件付承認） 

１０）文部科学省都市エリア産学官連携促進事業（弘前エリア）プリテオグリカン応用研

究プロジェクトー機能性食品 PGNP（プリテオグリカンナチュラルパウダー）の炎症性腸

疾患に対する治療効果に関する検討 

（光学医療診療部 准教授 石黒 陽 ※審査結果：条件付承認） 

１１）再発・難治 T 細胞リンパ腫に対する SMILE 療法の第Ⅱ相試験 

（腫瘍内科学講座 助教 石黒 敦 ※ 審査結果：承認） 

１２）「再発・難治 T 細胞リンパ腫に対する SMILE 療法」における末梢血中 EB ウイルス

DNA 量の定量に関する研究 

（腫瘍内科学講座 助教 石黒 敦 ※審査結果：承認） 

１３）自殺対策における啓発講演の教育効果の検討 

（神経精神医学講座 准教授 古郡 規雄 ※審査結果：再審査） 

１４）高齢者の介護予防としての口腔機能向上事業における姿勢・頚部機能への介入効果 

（健康支援科学領域 大学院生 藤原 健一 ※審査結果：条件付承認） 



 

 

１５）高齢者における歩行リズムと上下肢の協調性の関連性について 

（健康支援科学領域 大学院生 松嶋 美正 ※審査結果：再審査） 

１６）膝靱帯再建術における移植腱の選択と再建法に関する調査-特にスポーツ競技特異性 

との関連について- 

（整形外科学講座 准教授 石橋 泰之 ※審査結果：条件付承認） 

１７）呼吸音・心拍変動解析を用いた乳幼児に対する呼吸理学療法の効果判定に関する研 

究 

（リハビリテーション科学領域 大学院生 佐藤 香吏 ※審査結果：条件付承認） 

１８）＊               ＊＊ ※課題名非公表 

（神経精神医学講座 助教 菅原 典夫 ※審査結果：条件付承認） 

１９）漿膜下層浸潤胆嚢癌治癒切除例に対するゲムシタビン術後補助化学療法の有効性・

安全性の検討 

（消化器外科学講座 助教 石戸 圭之輔 ※審査結果：条件付承認） 

２０）膵頭十二指腸切除術施行患者における周術期栄養管理の検討 

（消化器外科学講座 助教 石戸 圭之輔 ※審査結果：条件付承認） 

２１）【申請内容変更】多施設自動植込み型除細動器試験：不適切作動の軽減（MADIT-RIT） 

（不整脈先進治療学講座 准教授 佐々木 真吾 ※審査結果：承認） 

２２）ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病の微小残存病変検索の実施可能性と

その有用性を探索するパイロット試験（AML-D11) 

（小児科 講師 照井 君典 ※審査結果：承認） 

２３）【申請内容変更】ヒト臍帯血由来造血幹細胞の医療活用を目指した研究 

（医療生命科学領域 准教授 伊藤 功一 ※審査結果：承認） 

２４）ヒト膝関節内の細胞（腱細胞，靱帯細胞，滑膜細胞）由来の間葉系幹細胞に対する

多血小板血漿およびヒアルロン酸の効果の研究 

（整形外科学講座 大学院生 飯尾 浩平 ※審査結果：条件付承認） 

２５）【申請内容変更】血的内視鏡治療前の抗血小板薬、抗凝固薬休薬状況に関する調査

（東北地区における多施設共同研究） 

（消化器血液内科学講座 教授 福田 眞作 ※審査結果：承認） 

２６）肝細胞癌治療における肝臓栄養療法の有用性の検討 

（消化器外科学講座 助教 石戸 圭之輔 ※審査結果：条件付承認） 

２７）【申請内容変更】在宅ケア関係職種の原子力災害に対する認識に関する研究 

（看護学領域 大学院生 村上 大介 ※審査結果：承認） 

２８）【申請内容変更】理学療法士養成校における小児理学療法学教育の課題に関する調

査-教育経験豊富な教員から学ぶ- 

（健康支援科学領域 助手 牧野 美里 ※審査結果：承認） 

２９）超音波ガイド下内頚静脈穿刺の症例報告 

（救急・災害医学講座 講師 吉田 仁 ※審査結果：承認） 

３０）東北地方におけるアテローム血栓性イベントリスクの追跡調査 

（脳神経外科 助手 佐藤 純子 ※審査結果：条件付承認） 

３１）【再審査】女性多数環境における男子看護学生への教育の工夫―男子看護学生の経

験とそれに対する看護教員の認識から― 

（看護学領域 大学院生 菊池 佑弥 ※審査結果：承認） 

３２）患者の認知と感情に焦点を当てる様式を用いた精神看護学実習の評価―認知行動療

法的なアプローチの実践に備えて― 

（健康支援科学領域 講師 則包 和也 ※審査結果：承認） 

 

 



 

 

２ 臨床研究等終了報告書について 

〔終了報告書〕 

・社会医学講座 教授 中路 重之（２件） 

・看護学領域 大学院生 村上 大介（１件） 

・生体情報科学領域 大学院生 中村 麻名美（１件） 

・健康支援科学領域 助手 北島 麻衣子（１件） 

 

３ 倫理委員会の付議を必要としない疫学研究について 

・看護学領域 大学院生 村上 大介（１件） 

・救急・災害医学講座 講師 吉田 仁（１件） 

・健康支援科学領域 講師 則包 和也（１件） 

 

Ⅲ 議題 

１ 倫理審査申請 

１）後縦靭帯骨化症の遺伝子解析に関する研究 

（整形外科 講師 小野 睦） 

 

 申請者代理の田中助教から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後

審査の結果，承認することとした。 

 

２）家族性パーキンソン病患者由来iPS細胞を用いたストレス応答調節因子の同定 

（脳神経病理学講座 助教 丹治 邦和） 

 

 申請者の丹治助教から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後審査

の結果，申請書類の一部訂正を求め，承認することとした。 

 

３）東日本大震災及び福島第 1 原子力発電所事故被災者に対する身体的・精神的影響に 

関する研究 

（救急・災害医学講座 助教 矢口 慎也） 

 

 申請者の矢口助教から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後審査

の結果，申請書類の一部訂正を求め，承認することとした。 

 

４）＊               ＊＊ ※課題名非公表 

（消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 科長 袴田 健一） 

 

 申請者代理の梅原講師から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後

審査の結果，承認することとした。 

 

５）多血小板血漿による関節軟骨および軟部組織修復に関する臨床研究 

（整形外科学講座 准教授 石橋 恭之） 

 

 申請者代理の山本助教から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後

審査の結果，申請書類の一部訂正を求め，承認することとした。 

 

６）自殺対策における啓発講演の教育効果の検討 

（神経精神医学講座 准教授 古郡 規雄） 



 

 

 

 申請者の古郡准教授から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後審

査の結果，申請書類の一部訂正を求め，承認することとした。 

 

 

２ その他 

１）重篤な有害事象に関する報告書（不整脈先進治療学講座）について 

 委員長から，事前配布資料６及び７のとおり，不整脈先進治療学講座から，有害事象

の報告について提出された旨報告があり，いずれも植込み機器との関連はないものと判

断された旨報告があった。 

 

２）重篤な有害事象に関する報告書（腫瘍内科学講座）について 

 委員長から，事前配布資料８のとおり，腫瘍内科学講座から，有害事象の報告（第２

報）について提出された旨報告があり，研究との関連はないものと判断された旨報告が

あった。 

 

３）オブザーバーの出席について（臨床試験センター） 

  委員長から，附属病院薬剤部長より，臨床試験センターの設置に向けて，倫理委員会

での審査状況を把握するため，薬剤部 板垣准教授を倫理委員会にオブザーバーとして参

加させたい旨申し出があったことの説明があり，了承された。 

 

４）平成２４年４月～７月の倫理委員会開催日程について 

  委員長から，事前配布資料９のとおり，平成２４年４月～７月の倫理委員会開催日程

について説明があり，了承された。 

 

５）委員長代理について 

  委員長から，４月倫理委員会本委員会開催までの委員長代理として，副委員長の鬼島

委員を推薦する旨提案があり，了承された。 

 

  最後に委員長より本委員会委員退任の挨拶があった。 

 


