
 
 

第２９８回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨 

 

 

【 日 時 】 平成２８年６月２２日（水） １８：００～２０：００ 

【 場 所 】 研究科長室 

 

【出 席 者】 中村 和彦，水上 浩哉，今泉 忠淳，村上 学，田坂 定智，大門 眞， 

工藤 耕，花田 久美子，平野 潔，片山 良子，中林 裕雄の各委員 

【欠 席 者】 板垣 史郎委員長，佐々木 賀広，山田 俊幸の各委員 
 

【確認事項】  

 １．第２９７回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨（案） 

 

【議 題】 

１．倫理審査申請 

（１）「原発性胆汁性肝硬変に対する肝移植後予後因子に関する多施設前向き研究」 

（消化器外科学講座 助教 脇屋 太一） 【事前配布２】【当日追加配付】 

○申請者から申請内容を説明。質疑応答等が行われ，条件付承認することとなった。 

 

（２）「広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同無作為化非盲検比較対照試験」 

（救急・災害医学講座 教授 山村 仁） 【事前配布３】 

○申請者から申請内容を説明。質疑応答等が行われ，条件付承認することとなった。 

 

（３）「急性下部消化管出血患者に対する緊急下部内視鏡検査の出血源同定率の有効性を検討 

する多施設無作為化割付比較試験」 

（光学医療診療部 准教授 三上 達也） 【事前配布４】 

   ○申請者から申請内容を説明。質疑応答等が行われ，再審査することとなった。 

 

（４）「Adapt Response 試験」（再審査） 

（不整脈先進治療学講座 准教授 佐々木 真吾） 【事前配布５】 

○申請者から申請内容を説明。質疑応答等が行われ，再審査することとなった。 

 

【報告事項】 

１．臨床試験・研究等の倫理審査結果一覧 【当日配布１】 

５月２５日から６月２１日の間に答申された倫理審査結果２７件について，下記のとお 

り報告した。 

  

（１） AdaptResponse 試験 

 
（不整脈先進治療学講座 准教授 佐々木 真吾 ※審査結果：再審査） 



 

（２） 

 

岩木地区住民における健康調査（平成 28 年度岩木健康増進プロジェクト・プロジェクト健

診）およびこれ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 ※審査結果：条件付承認） 

（３） 「弘前市いきいき健診」による 3000 人認知症コホート研究 

 
（社会医学講座 教授 中路 重之 ※審査結果：承認） 

（４） 看護師の患者教育に対する認識について  

 
（看護学領域 助教 會津 桂子 ※審査結果：条件付承認） 

（５） 

 

 

上皮性卵巣癌・卵管癌・腹膜原発癌に対する Paclitaxel 毎週点滴静注＋Carboplatin 3 週

毎点滴静注投与対 Paclitaxel 毎週点滴静注＋Carboplatin 3 週毎腹腔内投与のランダム化

第 II / III 相試験 

 
（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：承認） 

（６） 日本産科婦人科学会 生殖医学の臨床実施に関する調査・研究 

 
（産科婦人科 講師 福井 淳史 ※審査結果：承認） 

（７） 日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業および登録情報に基づく研究 

 
（周産母子センター 准教授 田中 幹二 ※審査結果：承認） 

（８） 内視鏡手術の周術期における好中球機能の変化およびストレスについての検討 

 
（消化器血液内科学講座 助教 珍田 大輔 ※審査結果：承認） 

（９） 

 

化学療法前の去勢抵抗性前立腺癌患者に対して新規ホルモン治療薬を用いた適切な治療ス

トラテジーを探索する研究 

 
（泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果：承認） 

（10） アジアの前立腺癌患者を対象とした多施設共同，前向き，長期的 Registry 試験 

 
（泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果：承認） 

（11） アジアの前立腺癌患者を対象とした多施設共同，前向き，長期的 Registry 試験 

 
（泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果：承認） 

（12） 薬物療法を受ける患者における安全性評価と苦痛度評価の相違に関する因子分析 

 
（腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温 ※審査結果：条件付承認） 

（13） 

 

妊娠時の経腟超音波における子宮頸管の豊富な血管像の有無と分娩時出血量の関係につい

て 

 
（産科婦人科 助教 千葉 仁美 ※審査結果：再審査） 

（14） ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 課題名非公表 

 
（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：再審査） 

（15） 集中治療領域における大建中湯を中心とした漢方薬の使用は経管栄養を促進するのか  

 

（麻酔科 講師 丹羽 英智 ※審査結果：条件付承認） 

 



 

（16） 新規入職看護師の就労継続に関する研究 

 
（神経科精神科 講師 佐藤 靖 ※審査結果：承認） 

（17） 化膿性脊椎炎に合併した感染性心内膜炎に関する調査 

 
（整形外科 講師 和田 簡一郎 ※審査結果：承認） 

（18） 術前オリエンテーションにおける看護師の役割 

 
（看護学領域 教授 野戸 結花 ※審査結果：承認） 

（19） 全人工股関節置換術を受けた患者の退院後の日常生活動作の獲得 

 
（看護学領域 教授 野戸 結花 ※審査結果：承認） 

（20） 患者－看護師の看護ケアに対する認識と看護師への期待 

 
（看護学領域 教授 齋藤 久美子 ※審査結果：条件付承認） 

（21） レビー小体病における髄液中の PK 耐性αシヌクレインおよび結合分子の測定 

 
（脳神経病理学講座 助教 三木 康生 ※審査結果：承認） 

（22） 蛍光標識グルコースを用いた子宮頸部初期病変の診断法の開発 

 
（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：承認） 

（23） 婦人科癌における蛍光標識グルコースを用いた腹水細胞診断法の開発 

 
（産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果：承認） 

（24） 多施設共同医師主導型臨床研究：日常診療下における心臓 CT の被曝線量に関する調査研究 

 
（放射線科学講座 准教授 小野 修一 ※審査結果：承認） 

（25） 多施設共同医師主導型臨床研究：原発性肺癌の N 因子診断における MRI 撮像法の標準化 

 
（放射線科学講座 准教授 小野 修一 ※審査結果：承認） 

（26） ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 課題名非公表 

 
（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） 

（27） アジアの前立腺癌患者を対象とした多施設共同，前向き，長期的 Registry 試験 

 
（泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果：承認） 

 

２．臨床研究等終了報告書 【当日回覧】 

○中村委員から，臨床研究等終了報告書４件の提出があった旨報告した。 

 

３ 重篤な有害事象に関する報告書（第一報）について 【当日回覧】 

○中村委員から重篤な有害事象に関する報告書（第一報）について報告した。 

 

４．弘前大学大学院医学研究科倫理委員会規程の改正について 【当日配付２】 

○中村委員から，弘前大学大学院医学研究科倫理委員会規程（以下「規程」という。）の改

正について，６月１５日開催の教授会で承認，同日付けで改正された旨報告があった。 

 

５．委員長の指名について 【当日配布３】 

○中村委員から，規程第３条および第５条に基づき「研究科長又は委員長が必要と認める者」



 

として，板垣史郎准教授が委員に委嘱され，委員長に指名された旨，報告があった。 

 


