
 

 

第２７４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２６年４月２３日（水）１８：００～１９：０９ 

場 所  医学部長室 

出席者   黒田直人（委員長），土田成紀，中村和彦，木立るり子，山田俊幸，照井君典， 

花田久美子，平野 潔，片山良子，中林裕雄 

欠席者  村上 学，福田 眞作，佐々木賀広，伊藤 巧一，大門 眞  

 

議事に先立ち，委員長から各委員の紹介があった。 

 

Ⅰ 確認事項 

１ 第２７３回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨 

第２７３回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨が確認された。 

 

Ⅱ 報告事項 

１ 臨床試験・研究等の倫理審査結果一覧 

１）PET 融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的，分子生物学的特徴を

明らかにするための前向き観察研究 

（循環器内科，呼吸器内科，腎臓内科 助教 當麻 景章 ※審査結果：承認） 

２）口腔がん治療後の QOL に関するアンケート調査 

（歯科口腔外科学講座 准教授 小林 恒 ※審査結果：承認） 

３）母趾外転筋に対する電気刺激の効果の持続性について 

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

４）ティーエスワン投与患者における眼科領域の副作用アンケート調査 

（薬剤部 薬剤師 照井 一史 ※審査結果：再審査） 

５）小学生からの生活習慣病予防に関する健康状態縦断研究 

（社会医学講座 准教授 髙橋 一平 ※審査結果：条件付承認） 

６） 子どもの生活習慣と健康状態に関する地域間比較研究 

（社会医学講座 教授 中路 重之 ※審査結果：再審査） 

７）胆膵の外科切除断端における術中迅速診断と細胞診併用の有用性に関する研究 

（医療技術部 臨床検査技師 刀稱 亀代志 ※審査結果：条件付承認） 

８）小児悪性疾患における NK 細胞活性型受容体の遺伝的多様性の研究 

（小児科 助教 工藤 耕 ※審査結果：条件付承認） 

９）脳動脈瘤性くも膜下出血の非典型発症例の検討 

（脳神経外科 医員 小笠原 ゆかり ※審査結果：条件付承認） 

10）総合臨床実習における初期評価項目抽出に関する質的研究－高齢者を担当した学生グル

ープのフォーカス・グループインタビューから－ 

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

11）【申請内容変更】当院におけるナースコールに関する実態調査 

（看護部 看護師 福士 真一 ※審査結果：承認） 

12）血縁者間同種骨髄移植における移植骨髄血採取 

（小児科 助教 佐々木 伸也 ※審査結果：承認） 



 

13）【申請内容変更】JGOG2046 臨床的 FIGOIVb 期子宮体がんに対する寛解導入化学療法後の

腫瘍摘出術に関する Feasibility Study 

（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：承認） 

14）【申請内容変更】下垂体腫瘍細胞の生理・病態機能における分子生物学的研究 

（内分泌内科，糖尿病代謝内科，感染症科 医員 村澤 真吾 ※審査結果：承認） 

15）【申請内容変更】喫煙者の抗酸化食品（カシス）摂取による皮膚表面温度と血管内皮機

能，酸化ストレスの短期的な影響に関する研究 

（健康支援科学領域 准教授 冨澤 登志子 ※審査結果：承認） 

16）【申請内容変更】アクティブビデオゲームを用いた運動による生体反応および自律神経

機能への効果に関する研究 

（健康支援科学領域 准教授 冨澤 登志子 ※審査結果：承認） 

17）小児脳幹部神経膠腫の治療成績（東北・新潟地方における多施設共同研究） 

（脳神経外科 講師 浅野 研一郎 ※審査結果：承認） 

18）【申請内容変更】慢性心不全における β 遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試

験(CIBIS-J) 

（不整脈先進治療学講座 准教授 佐々木 真吾 ※審査結果：承認） 

19）【申請内容変更】 

課題名非公表 

（整形外科学講座 大学院生 千葉 紀之 ※審査結果：承認） 

20）【申請内容変更】静的ストレッチングと筋収縮後ストレッチングの臨床治療効果 

（総合リハビリテーション科学領域 大学院生 小俣 純一 ※審査結果：承認） 

21）【申請内容変更】脳卒中患者に対する歩行観察の有効性 

（総合リハビリテーション科学領域 大学院生 奈川 英美 ※審査結果：承認） 

22）【再審査】腰椎手術後の治療効果に影響する因子の検討 

（総合リハビリテーション科学領域 大学院生 宮城島 一史 ※審査結果：承認） 

23）大動脈弁狭窄症の重症度評価：心エコーによる鋭敏な指標，心不全との関連性，および，

脂質異常症との関連性 

（循環呼吸腎臓内科学講座 助教 藤井 裕子 ※審査結果：承認） 

24） 【申請内容変更】クロストリジウム・ディフィシル感染症に対する治療薬の適正使用に

対する取り組み 

（薬剤部 薬剤師 岡村 祐嗣 ※審査結果：承認） 

25）【申請内容変更】脊柱靱帯骨化症由来幹細胞の分布及び幹細胞制御に関わる周囲微小環

境との相互作用の解明 

（整形外科学講座 大学院生 陳 俊輔 ※審査結果：承認） 

26）治性ネフローゼに対する抗 CD20 抗体リツキシマブ投与 

（小児科学講座 助手 敦賀 和志 ※審査結果：条件付承認） 

27）【申請内容変更】天性・遺伝性皮膚疾患の遺伝子診断 

（皮膚科学講座 准教授 中野 創 ※審査結果：承認） 

28）【申請内容変更】卒中後における向精神薬使用の実態についての研究 

（神経精神医学講座 助教 冨田 哲 ※審査結果：承認） 

29）【申請内容変更】透析患者における抗うつ症状と関連因子に関する研究 

（神経精神医学講座 助教 冨田 哲 ※審査結果：承認） 

30）【申請内容変更】         課題名非公表 

（神経精神医学講座 助教 佐藤 靖 ※審査結果：承認） 



 

31）【申請内容変更】精神薬のプラセボ対照研究に対する患者の認識に関する研究 

（神経精神医学講座 助教 佐藤 靖 ※審査結果：承認） 

32）【申請内容変更】うつ病患者における心理教育効果の検討 

（神経精神医学講座 助教 佐藤 靖 ※審査結果：承認） 

33）【申請内容変更】乳腺疾患におけるエキソソーム由来新規バイオマーカーの探索 

（医療生命科学領域 講師 七島 直樹 ※審査結果：承認） 

34）【申請内容変更】         課題名非公表 

（泌尿器科 講師 畠山 真吾 ※審査結果：承認） 

35）【申請内容変更】青森県における経皮的冠動脈インターベンションが適用となる冠動脈

疾患を対象とした，Xience V ステントの有用性に関する多施設前向き登録研究 

（心臓血管病先進治療学講座 准教授 樋熊 拓未 ※審査結果：承認） 

36）急性冠症候群患者における光干渉断層法（OCT）で得られた冠動脈プラーク性状の分類が

治療効果，予後に与える影響の検討 

（心臓血管病先進治療学講座 准教授 樋熊 拓未 ※審査結果：承認） 

37）経口抗凝固薬服用中の脳卒中発症患者の臨床的特徴に関する研究 

（循環呼吸腎臓内科学講座 講師 富田 泰史 ※審査結果：承認） 

38）         課題名非公表 

（神経精神医学講座 助教 冨田 哲 ※審査結果：承認） 

39）           課題名非公表 

（神経精神医学講座 助教 冨田 哲 ※審査結果：承認） 

 

２ 臨床研究等終了報告書について 

 委員長から，当日回覧資料のとおり，臨床研究等終了報告書が 32 件，提出された旨報告

があった。 

〔終了報告書〕 

 ・小児科学講座 助手 敦賀 和志（３件） 

 ・泌尿器科学講座 助教 盛 和行（２件） 

 ・耳鼻咽喉科 講師 佐々木 亮 

 ・小児外科 講師 石戸 圭之輔（２件） 

 ・集中治療部 看護師 蛯沢 仁代 

 ・健康支援科学領域 教授 工藤 せい子 

・健康支援科学領域 教授 野戸 結花（３件） 

・健康支援科学領域 教授 齋藤 久美子 

・健康支援科学領域 教授 西沢 義子（４件） 

・健康支援科学領域 講師 則包 和也（２件） 

・健康支援科学領域 助教 高間木 静香（２件） 

・健康支援科学領域 大学院生 松嶋 美正 

・健康支援科学領域 大学院生 佐藤 彰博 

・健康支援科学領域 大学院生 藤原 健一 

・健康支援科学領域 大学院生 中江 秀幸 

・医療生命科学領域 教授 齋藤 陽子 

・総合リハビリテーション科学領域 大学院生 藤沼 弘幸 



 

・総合リハビリテーション科学領域 大学院生 田中 稔泰 

・看護学領域 大学院生 鎌田 洋輔 

・看護学領域 大学院生 土屋 涼子（２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 

委員長から，当日回覧のとおり，倫理委員会の付議を必要としない疫学研究の申し出が

６件あり，委員長の判断により回覧資料のとおり答申し，それを受けて，大学院医学研究

科長及び医学部附属病院長から承認された旨報告があった。 

・脳神経外科 講師 浅野 研一郎 

・循環呼吸腎臓内科学講座 助教 藤井 裕子 

・心臓血管病先進治療学講座 准教授 樋熊 拓未 

・循環呼吸腎臓内科学講座 講師 富田 泰史 

・神経精神医学講座 助教 冨田 哲（２件） 

 

４ 毎日新聞記事「がん先進医療に係る倫理指針違反」について 

板垣オブザーバーから，当日配布資料２に基づき，金沢大学で倫理指針違反があった旨

の情報提供があった。 

 

Ⅲ 議題 

１ 倫理審査申請 

１）PPI 別にみた Helicobacter pylori 除菌治療成績の検討（多施設共同研究） 

  ～エソメプラゾールとラベプラゾールとの無作為化比較試験～ 

（消化器血液内科学講座 教授 福田 眞作） 

 申請者代理の松坂講師から，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。 

 

２）Cantu 症候群の遺伝子解析 

（循環呼吸腎臓内科学講座 講師 富田 泰史） 

 申請者の富田講師から，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。 

 

３）岩木地区・相馬地区住民における健康調査 

（平成 26 年度岩木健康増進プロジェクト プロジェクト健診） 

（社会医学講座 教授 中路 重之） 

申請者代理の髙橋准教授から，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，承認することとした。 

 

４）岩木地区・相馬地区住民の健康調査に基づく疾患予兆法と予防法の開発 

（社会医学講座 教授 中路 重之） 

申請者代理の伊東教授及び髙橋准教授から，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，書類の一部訂正を求め，承認することとした。 

 

２ その他 



 

 １）保健学研究科倫理委員会設置にかかる規程等の整備について 

  委員長から，事前配布資料５に基づき，保健学研究科倫理委員会設置にかかる規則等の

整備について説明があり，意見等がある場合，総務グループ総務担当へ連絡するよう依頼

があった。 

  また，意見等がなければ，医学研究科倫理委員会規程の新旧対照表を５月の教授会へ 

 諮る旨の報告があった。 


