
 
 

第２８９回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨 

 

 

日   時  平成２７年 １０月１日（木） １８時００分～１８時３０分 

場   所  医学部長室 

      土田成紀（委員長）、山田俊幸、工藤 耕、片山良子、花田久美子，今泉忠淳，平野 潔

福田眞作，中林裕雄、 

 

 欠 席 者  佐々木賀広、村上 学、大門 眞、中村和彦、 
 

確認事項  

 １ 第２８８回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨（案） 

 

報告事項 

１ 臨床試験・研究等の倫理審査結果一覧 

7 月 28 日から 9 月 30 日の間に答申された倫理審査結果６２件について，下記のとおり報

告した。 

 

１ 希釈式自己血輸血における凝固系への影響の検討 

（麻酔科 医員 葛西 俊範 ※審査結果：承認） 

 

２ サイトメガロウイルス角膜内皮炎に対する抗ウイルス薬の治療効果 

     （地域医療学講座 助手 安達 功武 ※審査結果：条件付承認） 

 

３ Dual energy CT によるヨード画像を用いた結腸癌の新しい評価方法 

（放射線科 医員 藤田 大真 ※審査結果：承認） 

 

４ 子宮平滑筋肉腫レジストリの構築に向けた後方視的調査 

（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：条件付承認） 

 

５ 脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究 J-ASPECT Stud 

（脳神経外科 助教 奈良岡 征都 ※審査結果：条件付承認） 

 

６ 尿路上皮癌に対する治療効果と術後の全身状態，再発，予後についての臨床研究 

（泌尿器科 講師 畠山 真吾 ※審査結果：条件付承認） 

 

７ 幼児の保護者を対象とした支援プログラムの効果研究 

（子どものこころの発達研究センター 特任助教 足立 匡基 ※審査結果：承認） 



８ 呼気ガス測定によるパクリタキセル点滴後のアルコール残存量評価とその改善方法の検討 

（薬剤部 薬剤師 小田桐 奈央 ※審査結果：条件付承認） 

 

９ 前立腺強度変調放射線治療における線量検証の確立および setup error の検討 

（医療技術部放射線部門 診療放射線技師 小原 秀樹 ※審査結果：条件付承認） 

 

10  高安動脈炎に対するインフリキシマブ（レミケード）による治療 

（小児科学講座 助手 敦賀 和志 ※審査結果：承認） 

 

11  包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）構築研究 

（呼吸器内科 講師 當麻 景章 ※審査結果：条件付承認） 

 

12 子どもの発達に関する調査・研究 

（神経精神医学講座 教授 中村 和彦 ※審査結果：条件付承認） 

 

13  切除可能な下部直腸癌に対する TS-1+L-OHP 併用術前化学療法+直腸間膜完全切除(TME)+側

方リンパ節郭清(LLND)の有用性を検討する第 II 相試験 

（消化器外科学講座 助教 諸橋  一 ※審査結果：再審査） 

 

14  ロボット支援大腸手術の有用性と安全性の検討 

（消化器外科学講座 助教 諸橋  一 ※審査結果：再審査） 

 

15  エナメル上皮腫細胞株および角化嚢胞性歯原性腫瘍細胞株の樹立と増殖・骨吸収機序の解明 

（歯科口腔外科 医員 伊藤 良平 ※審査結果：条件付承認） 

 

16 当科において根治的手術を施行した子宮頸癌症例の再発症例に関する検討 

（周産母子センター 講師 二神 真行 ※審査結果：承認） 

 

17  当院における過去 10 年間の高度肥満子宮体癌症例についての手術経験 

（周産母子センター 講師 二神 真行 ※審査結果：承認） 

 

18  当院で経験した卵巣腫瘍，原発不明骨盤内腫瘍の迅速病理診断についての検討 

（周産母子センター 講師 二神 真行 ※審査結果：承認） 

 

 



19  J-BRAND Registry 

（内分泌内科，糖尿病代謝内科，感染症科 講師 ※審査結果：承認） 

 

20  妊娠高血圧症候群における免疫担当細胞の機能発現に関する検討 

（産科婦人科 助手 千葉 仁美 ※審査結果：承認） 

 

21  変形性膝関節症治療におけるヒアルロン酸関節内注射 1 年間の効果を検討する無作為前向

き試験 

（整形外科学講座 助教 奈良岡 琢哉 ※審査結果：条件付承認） 

 

22 青森県における大腸がん及び肺がん患者の初診医療機関への移動距離と居住地域との関係  

（地域がん疫学講座 助手 田中 里奈 ※審査結果：条件付承認） 

 

23  学齢期の児童・生徒を対象とした支援プログラムの効果研究 

（子どものこころの発達研究センター 特任助教 足立 匡基 ※審査結果：再審査） 

 

24 心電図モニターアラームの現状と今後の課題：医療従事者に対する過去と現在のアンケー

ト調査の比較分析 

（循環器腎臓内科学講座 准教授 富田 泰史 ※審査結果：条件付承認） 

 

25  カテコラミン製剤のシリンジ交換における循環動態の変化の検証 

（看護部 看護師 村岡 祐介 ※審査結果：条件付承認） 

 

26  子宮内膜異型増殖症及び高分化子宮体部類内膜腺癌に対する高用量 MPA 療法 

（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：承認） 

 

27  Mohs ペーストによる進行口腔癌の皮膚浸潤部位の出血・浸出液コントロール 

（歯科口腔外科 医員 伊藤 良平 ※審査結果：条件付承認） 

 

28  平成 27 年度岩木健康増進プロジェクト 弘前市岩木地区小中学生における健康調査 

（社会医学講座 教授 中路 重之 ※審査結果：条件付承認） 

 

29  冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂質低下療

法のランダム化比較試験（REAL-CAD） 

（循環器内科，腎臓内科 助教 横山 公章 ※審査結果：承認） 



30  先天性再生不良性貧血（Diamond-Blackfan 貧血）の遺伝要因の研究 

（小児科学講座 教授 伊藤 悦朗 ※審査結果：承認） 

 

31  切除不能大腸癌１次治療における TS-1，irinotecan，bevacizumab 併用療法の有用性を検

証する臨床第Ⅲ相試験(TRICOLORE 試験) 

（腫瘍内科学講座 講師 髙畑 武功 ※審査結果：承認） 

 

32 人工股関節全置換術における Aquala®ライナーの有効性と安全性を評価する多施設共同研究 

（整形外科学講座 教授 石橋 恭之 ※審査結果：承認） 

 

33  ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃   課題名非公表 

（泌尿器科 講師 畠山 真吾 ※審査結果：承認） 

 

34  生体肝移植の実施 C 型肝炎ウイルスによる非代償性肝硬変に対し，長男をドナーとした

血液型不適合生体肝移植を行う 

（消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 教授 袴田 健一 ※審査結果：承認） 

 

35  静脈血栓塞栓症前向き追跡研究 

（胸部心臓血管外科学講座 講師 谷口 哲 ※審査結果：再審査） 

 

36  保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究 -ダルベポエチンアルファ製剤低反応に関

する検討- 

（地域医療学講座 准教授 中村 典雄 ※審査結果：条件付承認） 

 

37  広域放射線治療データベースの構築 

（放射線部 准教授 青木 昌彦 ※審査結果：条件付承認） 

 

38  保険適応外臓器に対する体幹部定位放射線治療の観察研究 

（放射線部 准教授 青木 昌彦 ※審査結果：条件付承認） 

 

39  急性心筋梗塞患者の予後に与える Body Mass Index の影響の検討 

（循環器内科，腎臓内科 助教 横山 公章 ※審査結果：条件付承認） 

 

40  頭蓋内動脈硬化症に対する経皮的血管形成術に関する前向き観察研究 

（脳神経外科学講座 講師 嶋村 則人 ※審査結果：条件付承認） 



41  単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染迅速診断（リアルタイム PCR 法） 

（皮膚科 助教 滝吉 典子 ※審査結果：条件付承認） 

 

42  冠動脈ステント留置術後 12 ヶ月超を経た心房細動患者に対する抗凝固薬単独療法の妥当

性を検証する多施設無作為化試験(Optimizing Antithrombotic Care in patients with 

AtriaL fibrillatiON and coronary stEnt study (OAC-ALONE study)) 

（心臓血管病先進治療学講座 准教授 樋熊 拓未 ※審査結果：条件付承認） 

 

43  人工股関節におけるトモシンセシスを用いた骨反応発生率調査 

（整形外科 講師 山本 祐司 ※審査結果：条件付承認） 

 

44  ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃  課題名非公表  

（統合機能生理学講座 准教授 山田 勝也 ※審査結果：条件付承認） 

 

45  クッシング病における DDAVP 負荷試験及び GHRP-2 負荷試験の有用性についての検討 

（内分泌内科，糖尿病代謝内科，感染症科 医員 杉山 綾 ※審査結果：条件付承認） 

 

46  RAS 遺伝子（KRAS/NRAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者

に対する mFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性

及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験  

（腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温 ※審査結果：条件付承認） 

 

47  RAS 遺伝子（KRAS/NRAS 遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者

に対する mFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性

及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験における治療感受性、予後予測因子の検

索的研究 

（腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温 ※審査結果：条件付承認） 

 

48  難聴の原因としての「外リンパ瘻」の確定診断（CTP 検出検査） 

（耳鼻咽喉科学講座 准教授 佐々木 亮 ※審査結果：再審査） 

 

49  めまいおよび難聴症例に対する CTP 検出検査による「外リンパ瘻」の確定診断 

（耳鼻咽喉科学講座 准教授 佐々木 亮 ※審査結果：承認） 

 

 



50  薬物療法を受ける患者における安全性評価と苦痛度の検討 

（腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温 ※審査結果：承認） 

 

51  急性心筋梗塞患者におけるプラークびらんの発生率とその形態学的特性：光干渉断層法

(OCT)と血管内超音波(IVUS)での検討 

（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） 

 

52   脊柱管狭窄を伴う非骨傷性頚髄損傷に対する早期手術と待機治療のランダム化比較試験  

（リハビリテ－ション部 講師 和田 簡一郎 ※審査結果：承認） 

 

53  骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存治療の実態調査 

（リハビリテ－ション部 講師 和田 簡一郎 ※審査結果：承認） 

 

54  急性疼痛および慢性非癌性疼痛に対するプライマリ・ケア医のオピオイド処方－日米比較

研究－Comparison of Opioid prescribing pattern among health care providers in    

Japan and US 

（総合診療部 助手 小林 只 ※審査結果：承認） 

 

55  学齢期の児童・生徒を対象とした支援プログラムの効果研究 

（子どものこころの発達研究センター 特任助教 足立 匡基 ※審査結果：条件付承認） 

 

56  ロボット支援下大腸手術の安全性と有効性を検討する第ＩＩ相試験 

（消化器外科学講座 助教 諸橋  一 ※審査結果：承認） 

 

57  両室ペーシング機能付き植込み型徐細動器（CRT-D）が挿入された慢性心不全患者に対する 

  Adaptive Servo Ventilator（ASV）の効果 

（不整脈先進治療学講座 准教授 佐々木 真吾 ※審査結果：承認） 

 

58 子 宮 体 が ん 術 後 再 発 中 ・ 高 リ ス ク 群 に 対 す る 術 後 化 学 療 法 と し て の TEC 

(Paclitaxel+Epirubicin+Carboplatin)療法，TAC (Paclitaxel+Doxorubicin+Carboplatin)

療法，ddTC (Dose-dense Paclitaxel+Carboplatin)療法のランダム化第 II 相試験 

（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：承認） 

 

59 ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃  課題名非公表 

（リハビリテ－ション部 講師 和田 簡一郎 ※審査結果：承認） 



60  当院における乳腺原発びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫の後方視的解析 

（腫瘍内科学講座 講師 髙畑 武功 ※審査結果：承認） 

 

61  J-BRAND Registry 

（内分泌内科，糖尿病代謝内科，感染症科 講師 村上 宏 ※審査結果：承認） 

 

62  患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価 

（集中治療部 准教授 橋場 英二 ※審査結果：承認） 

 

 

２ 臨床研究等終了報告書・中止報告者              

○委員長から，当日回覧のとおり，臨床研究中止報告書５件、臨床研究等終了報告

書２５件の提出があった旨を報告した。 

 

３ 臨床研究等定期報告書及びチェックシート 

〇委員長から，臨床研究等定期報告書及びチェックシート３４６件の提出があった

旨を報告した。 

 

４ 遺伝子治療等臨床研究に関する指針 

〇委員長から，遺伝子治療等臨床研究に関する指針を説明した。 

 

議 題 

 

１ 倫理審査申請 
 

医学科学生を対象としたアルコール代謝(ALDH2 活性)のゲノム解析 

（病態薬理学講座 教授 村上 学） 

○村上 学 教授の都合が付かなかったため、次回の委員会に順延となっ

た。 

 

 

 


