
 
第３０１回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨 

 

 

【 日 時 】 平成２８年９月２８日（水） １８：００～１９：５０ 

【 場 所 】 研究科長室   

 

【出 席 者】 板垣 史郎委員長，今泉 忠淳，村上 学，田坂 定智，中村 和彦，大門 眞，  

工藤 耕，花田 久美子，平野 潔，片山 良子，長澤 淳の各委員 

【欠 席 者】 水上 浩哉，佐々木 賀広，山田 俊幸，中林 裕雄の各委員 
 
 

【確認事項】  

 １．第３００回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨（案） 【事前配付１】 

 

 

【議 題】 

１．倫理審査申請 

（１）「双極性障害における感情モニター表の再発予防効果について」 

（神経精神医学講座 准教授 古郡 規雄）   【事前配付２】 

○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）「高感度遺伝子解析による潜在性一過性骨髄異常増殖症（silent TAM）の診断と臨床的意義

に関する研究」 

（小児科学講座 教授 伊藤 悦朗 ）     【事前配付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）「ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん，卵管がん，原発性腹膜

がんにおける化学療法単剤に対する化学療法＋ベバシズマブ併用のランダム化第Ⅲ相比較

試験」（再審査） 

（周産母子センター 講師 二神 真行）    【事前配付４】 

   ○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。 

 

（４）「化学療法未治療の高齢者切除不能進行・再発胃癌に対する CapeOX 療法の第Ⅱ相臨床試験」 

（腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温）      【事前配付５】 

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

 

（５）「脳腫瘍の造影 MRI と非造影灌流 MRI の対比による組織型の推定について」 

      （放射線科学講座 准教授 小野 修一）     【事前配付６】 

○申請者都合により欠席のため，次回の委員会で審議することとなった。 



 

 （６）「変形性膝関節症患者におけるロコアテープの有用性検討～既存 NSAIDs との比較試験～」 

      （整形外科学講座 助教 奈良岡 琢哉）    【事前配付７】 

   ○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。 

 

（７）「Reveal LINQ レジストリ研究」 

      （循環器腎臓内科学講座 准教授 富田 泰史） 【事前配付８】 

   ○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。 

 

（８）「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）の診断・全国調査研究」 

      （循環器腎臓内科学講座 助教 藤田 雄）   【事前配付９】 

   ○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。 

 

（９）「再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次併用療法をベバシズマブ療法

と比較する多施設共同ランダム化第Ⅲ試験」（再審査） 

      （脳神経外科 助手 片山 耕輔）       【事前配付１０】 

   ○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．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 

  ○医学研究科，医学部附属病院以外の部局からの申請についても医学研究科倫理委員会にお

いて審査できるよう，倫理委員会規程の改正について当日配付１に基づき委員長から説明が

あり，原案のとおり承認され，来月の研究科教授会において審議されることとなった。 

 

【報告事項】 

１．臨床試験・研究等の倫理審査結果一覧 【当日配付２】 

○７月２７日から９月２７日の間に答申された倫理審査結果６９件について，下記のとお

り報告した。  

（１） ALN 下大静脈フィルターの有用性 

 （胸部心臓血管外科学講座 教授 福田 幾夫 ※審査結果:条件付承認） 

（２） JCOG1303 登録患者の凍結組織・血液バンキング 

 （脳神経外科 助手 片山 耕輔 ※審査結果:条件付承認） 

（３） 整形外科領域におけるチタン製インプラントおよびハイドロキシアパタイト製人工骨に対

する紫外線照射の有用性の評価試験 

 （整形外科 講師 和田 簡一郎 ※審査結果:承認） 

（４） 小児周術期患者に対する口腔ケア指導の効果に関する検討 

 （看護学領域 教授 高橋 徹 ※審査結果:条件付承認） 

（５） 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 ※審査結果:条件付承認） 



（６） 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 ※審査結果:再審査） 

（７） 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） 

（８） 小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の安全性と有効性

の評価を目的とした多施設共同臨床試験 

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:条件付承認） 

（９） 小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET 検査による初期治療反応性判定を用いた治療法の

効果を確認する第 II 相試験 

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:条件付承認） 

（10） 標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目的とした

多施設共同試験  

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:条件付承認） 

（11） 再発および寛解導入不能小児 ALL に対する前方視的観察研究および再発および寛解導入不

能小児 ALL 試料を用いた基礎研究 

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:条件付承認） 

（12） 高リスク神経芽腫に対する ICE 療法を含む寛解導入療法と BU+LPAM による大量化学療法

を用いた遅延局所療法第Ⅱ相臨床試験 

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:条件付承認） 

（13） 初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:条件付承認） 

（14） 重症患者における急性腎障害に関する多施設レジストリ 

 （集中治療部 助教 工藤 倫之 ※審査結果:条件付承認） 

（15） 脳主幹動脈急性閉塞/狭窄に対するアピキサバンの効果に関する観察研究 

 （脳神経外科学講座 講師 嶋村 則人 ※審査結果:条件付承認） 

（16） 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリバーロキサバン単剤療法

に関する臨床研究（AFIRE Study） 

 （循環器腎臓内科学講座 准教授 富田 泰史 ※審査結果:承認） 

（17） TFE3 融合遺伝子を発現する軟部肉腫における，mTOR inhibitor 投与による治療効果の検討 

 （整形外科学講座 准教授 柳澤 道朗 ※審査結果:再審査） 

（18） 再発膠芽腫に対する用量強化テモゾロミド＋ベバシズマブ逐次併用療法をベバシズマブ療

法と比較する多施設共同ランダム化第 III 相試験 

 （脳神経外科 助手 片山 耕輔 ※審査結果:再審査） 



（19） 炎症性腸疾患患者におけるチオプリン関連副作用と NUDT15 遺伝子多型との相関性に関す

る多施設共同研究 

 （地域医療学講座 講師 櫻庭 裕丈 ※審査結果:条件付承認） 

（20） 2 型糖尿病膵癌遺伝子因子を標的とした新規発症機序の解明 

 （消化器外科学講座 大学院生 齋藤 傑 ※審査結果:条件付承認） 

（21） 平成 28 年度岩木健康増進プロジェクト 弘前市岩木地区小中学校における健康調査 

 （社会医学講座 教授 中路 重之 ※審査結果:承認） 

（22） 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:承認） 

（23） マーカレス画像処理新アルゴリズムを用いた MV-X 線透視画像による追跡照射法の開発 

 （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:承認） 

（24） 悪性脳腫瘍に対する抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 

 （脳神経外科 助手 片山 耕輔 ※審査結果:承認不可） 

（25） 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊娠転帰および母児の長期予後に関する登録データベース

構築による多施設前向き研究(Diabetes and Pregnancy Outcome for Mother and Baby Study) 

- 妊娠糖尿病・妊娠転帰- (DREAMBee study[GDM-PO])  

 （産科婦人科学講座 助手 石原 佳奈 ※審査結果:再審査） 

（26） 心疾患患者の運動・生活の退院時指導に対する取り組み  

 （循環器腎臓内科学講座 助教 西崎 史恵 ※審査結果:再審査） 

（27） 精神科におけるヘルスリテラシーに関する研究 

 （神経精神医学講座 准教授 古郡 規雄 ※審査結果:条件付承認） 

（28） ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管がん、原発性腹膜

がんにおける化学療法単剤に対する化学療法＋ベバシズマブ併用のランダム化第 II 相比

較試験  

 （周産母子センター 講師 二神 真行 ※審査結果:再審査） 

（29） Bell 麻痺、Hunt 症候群に対する徐放化 b-FGF（線維芽細胞増殖因子）を用いた顔面神経減

荷手術の検討 −多施設共同ランダム化比較試験−  

 （耳鼻咽喉科学講座 准教授 佐々木 亮 ※審査結果:承認） 

（30） 思春期・若年成人期慢性疾患の声かけに関する意識調査～患者と看護学生の認識の比較～ 

 （看護学領域 教授 高橋 徹 ※審査結果:承認） 

（31） DOAC 時代における心房細動抗凝固療法の変遷：津軽地域における国保データベースを用い

た観察研究 

 （循環器腎臓内科学講座 准教授 富田 泰史 ※審査結果:承認） 

（32） 難治性自律神経ニューロパチーに対する免疫抑制療法の研究 



 （周産母子センター 助手 山本 達也 ※審査結果:条件付承認） 

（33） プラチナ製剤を含む２レジメン以上の治療歴を有する既治療非小細胞肺癌に対する

nab-paclitaxel 単剤隔週投与の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 

 （呼吸器内科学講座 助教 田中 寿志 ※審査結果:条件付承認） 

（34） 不妊治療を受ける女性の不安と社会不安との関連性について 

 （看護学領域 教授 樋口 毅 ※審査結果:条件付承認） 

（35） 妊娠高血圧症候群早期発見のための家庭血圧有用性について(多施設共同研究)  

 （周産母子センター 准教授 田中 幹二 ※審査結果:条件付承認） 

（36） ２型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化

比較試験介入終了後の追跡研究 

 （内分泌代謝内科学講座 教授 大門 眞 ※審査結果:条件付承認） 

（37） 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） 

（38） 当院における発症 12 時間以降に来院した急性心筋梗塞症例の臨床背景および予後に関す

る検討 

 （循環器内科，腎臓内科 助教 横山 公章 ※審査結果:承認） 

（39） 全国泌尿器癌登録 

 （泌尿器科 講師 米山 高弘 ※審査結果:承認） 

（40） 腎癌患者を対象とした da Vinci サージカルシステム（DVSS）によるロボット支援 腹腔

鏡下腎部分切除術の有効性および安全性に関する多施設共同非盲検単独臨床試験 

 （泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果:承認） 

（41） 腎癌患者を対象とした da Vinci サージカルシステム（DVSS）によるロボット支援 腹腔

鏡下腎部分切除術の有効性および安全性に関する多施設共同非盲検単独臨床試験 

 （泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果:承認） 

（42） アルツハイマー病患者と前頭側頭型認知症患者の脳脊髄液 Aß40 測定  

 （脳神経内科学講座 教授 東海林 幹夫 ※審査結果:承認） 

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

 （脳神経内科学講座 准教授 瓦林 毅 ※審査結果:承認） 

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

 （脳神経内科学講座 准教授 瓦林 毅 ※審査結果:承認） 

（45） カテーテルアブレーション後の無症候性脳塞栓症発症因子に関する検討 

 （循環器腎臓内科学講座 医員 小路 祥紘 ※審査結果:条件付承認） 

（46） 下部消化管手術後の敗血症マーカー、プレセプシンの推移の検討 

 （麻酔科 助教 中井 希紫子 ※審査結果:条件付承認） 

（47） TFE3 融合遺伝子を発現する軟部肉腫における，mTOR inhibitor 投与による治療効果の検討 



 （整形外科学講座 准教授 柳澤 道朗 ※審査結果:承認） 

（48） Ⅲ期局所進行切除不能非小細胞肺癌に対する UFT+CDDP+TRT 併用療法と PEM+CDDP+TRT 併用

療法のランダム化比較第Ⅱ相試験：ＮＪＬＣＧ1001 

 （呼吸器内科 講師 當麻 景章 ※審査結果:承認） 

（49） プラチナ不適の再発・転移性頭頸部扁平上皮癌に対する S-1/Cetuximab 併用療法の第 II

相試験 

 （耳鼻咽喉科 講師 阿部 尚央 ※審査結果:承認） 

（50） 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） 

（51） JGOG3020 ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学療法の必要性

に関するランダム化第Ⅲ相比較試験 Version2.0 

 （産科婦人科学講座 准教授 横山 良仁 ※審査結果:条件付承認） 

（52） 造血器腫瘍患者およびその多発家系の遺伝子解析研究 

 （小児科学講座 教授 伊藤 悦朗 ※審査結果:承認） 

（53） 先天性複雑心奇形，小児期発症心筋疾患・不整脈の遺伝要因の研究 

 （小児科学講座 教授 伊藤 悦朗 ※審査結果:承認） 

（54） 心疾患患者の運動・生活の退院時指導に対する取り組み  

 （循環器腎臓内科学講座 助教 西崎 史恵 ※審査結果:承認） 

（55） 初発膠芽腫に対する放射線療法併用テモゾロミド、ベバシズマブ療法および増悪または再

発後のベバシズマブ継続投与の有効性と安全性を検討する第Ⅱ相臨床試験 

 （脳神経外科学講座 准教授 浅野 研一郎 ※審査結果:承認） 

（56） JCOG1016 登録患者の凍結組織・血液バンキング 

 （脳神経外科 助手 片山 耕輔 ※審査結果:条件付承認） 

（57） 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 ※審査結果:条件付承認） 

（58） 冠動脈狭窄病変の機能的評価における拡張期 FFR の診断に関する研究 DIagnostic 

Accuracy of diaStolic fracTional flow reserve for functiOnal evaLuation of coronary 

stEnosis (DIASTOLE Study)  

 （循環器腎臓内科学講座 講師 山田 雅大 ※審査結果:承認） 

（59） 急性リンパ性白血病の再発の分子機構に関する研究 

 （小児科学講座 教授 伊藤 悦朗 ※審査結果:条件付承認） 

（60） 非血縁者間骨髄・末梢血幹細胞移植における検体保存事業 

 （小児科 講師 佐々木 伸也 ※審査結果:承認） 

（61） 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 



 （整形外科 講師 和田 簡一郎 ※審査結果:承認） 

（62） DOAC 時代における心房細動抗凝固療法の変遷：津軽地域における国保データベースを用い

た観察研究 

 （循環器腎臓内科学講座 准教授 富田 泰史 ※審査結果:承認） 

（63） 直腸癌に対する肛門温存直腸切除術後における排便排尿性機能の観察研究 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:承認） 

（64） Down 症候群患者における白血病発症の分子機構に関する研究 

 （小児科学講座 教授 伊藤 悦朗 ※審査結果:再審査） 

（65） 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:再審査） 

（66） ２型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化

比較試験介入終了後の追跡研究 

 （内分泌代謝内科学講座 教授 大門 眞 ※審査結果:承認） 

（67） 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） 

（68） 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） 

（69） 常染色体優位アルツハイマー病に関する縦断的観察コホート研究（DIAN-J） 

 （脳神経内科学講座 教授 東海林 幹夫 ※審査結果:承認） 

 

２．臨床試験・研究等の迅速審査結果一覧 【当日配付３】 

   ○平成２８年度上半期に答申された迅速審査結果５９件について，下記のとおり報告した。 

（１） 超音波凝固切開装置を用いた子宮頸部円錐切除術における切除断端陽性例の検討 

 （産科婦人科学講座 助教 重藤 龍比古 ※審査結果:承認） 

（２） 集中治療領域における新規利尿薬，トルバプタンの効果の検討 

 （麻酔科 講師 丹羽 英智 ※審査結果:条件付承認） 

（３） 肝外胆管癌における腫瘍免疫抑制細胞の関与 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:承認） 

（４） 適応限定した直腸 S 状部および上部直腸癌に対する腹腔鏡手術成績の検討 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:承認） 

（５） 術前 Bevacizumab 療法が術後体腔内感染および縫合不全に影響を及ぼすかの検討 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:承認） 

（６） 下部直腸癌に対する予防的ストーマ非造設肛門温存切除術の最終的ストーマ造設率の調査 



 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:承認） 

（７） 肝移植後長期経過例におけるグラフト肝の線維化についての検討 

 （消化器外科学講座 助教 脇屋 太一 ※審査結果:承認） 

（８） 大腸癌肝転移におけるオキサリプラチン関連肝障害の発生に対するベバシズマブの影響の

検討 

 （消化器外科学講座 助教 脇屋 太一 ※審査結果:承認） 

（９） 大腸癌肝転移における化学療法関連肝障害の発生に対する加齢の影響についての検討 

 （消化器外科学講座 助教 脇屋 太一 ※審査結果:承認） 

（10） 咽頭領域の手術における耳鼻咽喉科 VITOM®システムの有用性について 

 （耳鼻咽喉科 助教 武田 育子 ※審査結果:条件付承認） 

（11） 口蓋扁桃摘出術における術後出血の検討 

 （耳鼻咽喉科 助教 武田 育子 ※審査結果:承認） 

（12） インフルエンザ予防接種後に発症した急性斑状多発性後部色素上皮症の症例研究 

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（13） Marshall Smith 症候群の症例研究 

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（14） 両眼同時角膜移植症例の症例研究 

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（15） 眼内レンズ強膜内固定術における術中術後合併症の検討  

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（16） 血管新生緑内障の治療方針の検討 

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（17） 慢性眼 GVHD による重症ドライアイの角膜穿孔例に対する治療経験例 

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（18） 蝶形骨洞癌浸潤と視神経鞘により両眼失明となった患者の臨床研究 

 （眼科学講座 教授 中澤 満 ※審査結果:承認） 

（19） 薬物療法を受けた患者における副作用調査 

 （腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温 ※審査結果:承認） 

（20） 集中治療中の睡眠の評価 

 （麻酔科学講座 准教授 櫛方 哲也 ※審査結果:承認） 

（21） 全国胃癌（内視鏡治療症例）登録 

 （光学医療診療部 准教授 三上 達也 ※審査結果:承認） 

（22） 頭蓋内胚細胞腫における(1)bifocal tumor の意義，(2)髄液細胞診陽性症例の治療につい



ての後方視的研究 

 （脳神経外科 助手 片山 耕輔 ※審査結果:承認） 

（23） 先天性胆道拡張症における膵・胆管合流異常の合流形式と胆嚢・胆管病変の関連について 

 （消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 医員 鍵谷 卓司 ※審査結果:承認） 

（24） 消化器疾患手術患者における周術期の栄養状態の変化 

 （消化器外科学講座 助教 脇屋 太一 ※審査結果:承認） 

（25） 頭頸部扁平上皮癌 N3 症例の臨床的検討 

 （耳鼻咽喉科 講師 阿部 尚央 ※審査結果:条件付承認） 

（26） 潰瘍性大腸炎・回腸嚢肛門管吻合（IACA）術後長期経過患者における残存直腸粘膜の臨床

病理学的検討 

 （消化器外科学講座 大学院生 齋藤 傑 ※審査結果:再審査） 

（27） 膵頭部癌における surgical margin の意義 

 （消化器外科学講座 大学院生 齋藤 傑 ※審査結果:承認） 

（28） スポーツ選手における仙骨疲労骨折の調査 

 （整形外科 助教 木村 由佳 ※審査結果:条件付承認） 

（29） 希釈式自己血輸血は婦人科悪性腫瘍の同種血輸血を回避し得たか 

 （麻酔科学講座 助教 斎藤 淳一 ※審査結果:承認） 

（30） 切除不能進行/再発結腸直腸癌に対する TAS-102 の Retrospective study（HGCSG1503） 

 （腫瘍内科学講座 教授 佐藤 温 ※審査結果:承認） 

（31） 精神科臨床・疫学データ解析による治療反応および予後予測の試み  

 （神経精神医学講座 助教 冨田 哲 ※審査結果:条件付承認） 

（32） 核磁気共鳴画像（MRI）を用いた言語処理関連領域の脳構造の発達研究 

 （こどものこころの発達研究センター 特任教員（講師） 髙橋 芳雄 ※審査結果:承認） 

（33） 下部直腸癌に対する予防的ストーマ非造設肛門温存切除術後における排便機能の調査 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:条件付承認） 

（34） 潰瘍性大腸炎・回腸嚢肛門管吻合（IACA）術後長期経過患者における残存直腸粘膜の臨床

病理学的検討 

 （消化器外科学講座 大学院生 齋藤 傑 ※審査結果:承認） 

（35） コンタクトフォースセンサー付きイリゲーションカテーテルを用いた心房細動アブレーシ

ョンの有効性と安全性に関する検討 

 （循環器腎臓内科学講座 大学院生 西崎 公貴 ※審査結果:条件付承認） 

（36） A 病院精神科病棟における転倒・転落リスク因子 

 （看護部 副看護師長 桂畑 隆 ※審査結果:条件付承認） 

（37） 頭頸部強度変調放射線治療患者における固定具の違いによる位置照合誤差の比較・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） 

（38） 切除不能局所進行膵癌に対する gemcitabine（GEM） + nab-paclitaxel（nab-PTX）療法の

後方視的検討 

 （消化器外科学講座 大学院生 齋藤 傑 ※審査結果:条件付承認） 

（39） 関節リウマチ患者におけるリンパ増殖性疾患に関する研究 

 （地域救急医療学講座 助教 黒瀬 理恵 ※審査結果:承認） 

（40） 
胆管癌に対する膵頭十二指腸切除症例における術前サルコペニアの影響 

 （消化器外科学講座 助教 脇屋 太一 ※審査結果:条件付承認） 

（41） 
シミター症候群（部分肺静脈環流異常症）に対する新術式の考案 

 （呼吸器外科，心臓血管外科 助手 小渡 亮介 ※審査結果:条件付承認） 

（42） 慢性中耳炎に対する subannular tube insertion の効果 

 （耳鼻咽喉科学講座 准教授 佐々木 亮 ※審査結果:条件付承認） 

（43） 婦人科がん死亡症例に関する詳細調査 ー終末期における化学療法継続性の可否を判断す

る根拠の確立を目指してー 

 （周産母子センター 講師 二神 真行 ※審査結果:条件付承認） 

（44） 大動脈二尖弁における大動脈拡大様式の検討 

 （医療安全推進室 准教授 大德 和之 ※審査結果:条件付承認） 

（45） 青森県における好酸球性中耳炎の疫学調査 

 （耳鼻咽喉科 講師 髙畑 淳子 ※審査結果:条件付承認） 

（46） 日本臓器製薬株式会社へのインテグランシート®を使用した手術画像の提供  

 （脳神経外科学講座 准教授 浅野 研一郎 ※審査結果:条件付承認） 

（47） 多形黄色星細胞腫における治療成績および分子病態解析と迅速免疫組織化学染色 による

検討 －東北，新潟地方における多施設共同研究－ 

 （脳神経外科学講座 准教授 浅野 研一郎 ※審査結果:条件付承認） 

（48） 青森県津軽地域における妊娠糖尿病既往女性の長期予後調査 

 （産科婦人科学講座 助手 石原 佳奈 ※審査結果:条件付承認） 

（49） 我が国における前置癒着胎盤の周産期管理に関する調査 

 （周産母子センター 准教授 田中 幹二 ※審査結果:条件付承認） 

（50） ロコモティブシンドローム 手術介入効果と経済指標（多施設共同前向き観察研究） 

 （整形外科 講師 山本 祐司 ※審査結果:承認） 

（51） 鏡視下経肛門直腸切除併用大腸全摘・空腸パウチ肛門吻合後の排便排尿性機能の観察研究 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:再審査） 

（52） 膵全摘術の安全性に関する後方視的検討 



 （消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 医員 小田切 理 ※審査結果:再審査） 

（53） 鏡視下経肛門直腸切除併用大腸全摘・空腸パウチ肛門吻合後の排便排尿性機能の観察研究 

 （消化器外科学講座 助教 三浦 卓也 ※審査結果:承認） 

（54） 膵全摘術の安全性に関する後方視的検討 

 （消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 医員 小田切 理 ※審査結果:承認） 

（55） 外耳道後壁軟組織再建にＴチューブを留置した症例の術後経過の検討 

 （耳鼻咽喉科 助教 武田 育子 ※審査結果:条件付承認） 

（56） 後期高齢膵癌患者に対する手術治療の意義について 

 （消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 医員 内田 知顕 ※審査結果:条件付承認） 

 

３．臨床研究等中止・終了報告書 【当日回覧】 

○委員長から，当日回覧のとおり，臨床研究中止報告書９件および臨床研究等終了報告書

２１件の提出があった旨を報告した。 

 

 

 

※ 次回の開催は１０月２６日（水）となります。 


