
むつ総合病院倫理委員会申請一覧

開催日 承認番号 承認・却下 HP公表 審議内容 申請者名

9月8日 承認 ・生殖補助医療（ART）ならびにヒト精子・卵子・受精卵を扱う研究 むつ総合病院　産科部長　藤井　俊策

10月12日 H22-1 承認 ・内視鏡的大腸粘膜下層剥離術(ESD)の実施 むつ総合病院　内科副部長　岡本　豊

2月22日 H22-2 承認 ・生殖補助医療（ART）ならびにヒト精子・卵子・受精卵を扱う研究（再審査） むつ総合病院　産科部長　藤井　俊策

・倫理委員会設置要綱の一部改正

6月2日 H23-1 承認（条件付） ・持続血液濾過透析返血操作の安全性向上の簡易化の試み むつ総合病院　救急診療室主任看護師　岩崎　進一

H23-2 承認 ・天然型プロゲステロン膣ジェルの生殖補助医療への応用 むつ総合病院　産科部長　藤井　俊策

H23-3 承認 ・原因不明不妊に対する新しい低刺激排卵誘発法の開発 むつ総合病院　産科部長　藤井　俊策

9月20日 H23-4 承認 ・日本におけるSpyGlass臨床研修について むつ総合病院　内科副部長　岡本　豊

H23-5 承認 ・原発性免疫不全症（周産期好中球減少症）の遺伝子操作について むつ総合病院　小児科部長　中畑　徹

H23-6 承認 ・Marfan症候群の遺伝子検査について むつ総合病院　小児科部長　中畑　徹

1月28日 H24-1 承認 ・心肺停止状態で救急診療室に搬送された高齢者施設入居者の延命治療の意志決定を担う家族への看護の必要性 むつ総合病院　救急診療科主幹看護師　気仙　恵紀子

H24-2 承認 ・放射線を用いた検査を受ける患者の放射線に関する思いの研究 むつ総合病院　集中治療部看護師　笹竹　ひかる

H24-3 承認 ・婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 むつ総合病院　産科部長　山口　英二

2月20日 H24-4 承認 ・緩和ケアチーム活動に対する調査・研究
むつ総合病院　外科副部長　山田　恭吾
むつ総合病院　看護局主任看護師　佐藤　美紀

6月3日 H25-1 承認 ・臨床検査技師における糖尿病患者意識調査 むつ総合病院中央検査科主任技師　高井　誠子

H25-2 承認 ・うつ病患者における心理教育効果の検討 むつ総合病院メンタルヘルス科副部長　藤井　学

H25-3 承認 ・第37回日本死の臨床研究年次大会への演題登録 むつ総合病院医療相談室主任看護師　佐藤　美紀

7月24日 H25-4 承認 ・農薬に関するアンケート調査 青森県立保健大学　健康科学部　尾崎　勇

H25-5 承認 ・ヘリコバクター・ピロリ除菌の普及と胃がんのリスク別検診の推進 むつ総合病院内科部長　相馬　悌

1月30日 H25-6 承認 ・KRAS遺伝子野生株型切除不能・進行再発大腸癌に対する一次治療としてのIRIS+Panitumumab 併用療法(臨床第Ⅱ相試験)について むつ総合病院外科副部長　山田　恭吾

H25-7 承認 ・人工股関節術後の安全・安楽な体位変換の検証について
むつ総合病院4階病棟看護師　小林亜子、柴刈美恵子、濱谷麻
美、三戸由貴子、阿部祥子

3月27日 H25-8 承認 ・持効性精神病薬に対する患者の認識に関する研究について むつ総合病院メンタルヘルス科副部長　藤井　学

H25-9 承認 ・脊髄梗塞により両下肢不全麻痺を呈した症例の検討について むつ総合病院リハビリテーション科理学療法士　佐藤　昂

7月23日 H26-1 承認 ・転移性脳腫瘍放射線治療後脳機能評価への脳血流代謝機能画像解析法の導入 弘前大学大学院保健学研究科教授　真里谷　靖

H26-2 承認 ・外来がん科学療法を受ける患者を支援するための外来チーム医療システムの構築 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授　鳴井　ひろみ

1月14日 H26-3 承認 ・放射線治療者における生物学的被ばく線量評価及びバイオマーカー評価の導入 弘前大学大学院保健学研究科教授　真里谷　靖

5月25日 H27-1 承認 ・向精神薬のﾌﾟﾗｾﾎﾞ対象研究に対する患者の意識に関する研究 むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学

H27-2 承認 ・予防的視点を持った訪問看護介入に推進のために取り組むべきことの研究について むつ総合病院地域連携部保健師　二本柳　舞

6月24日 H27-3 承認 ・ﾘｸｼｱﾅ錠特定使用成績調査ENTA-AF-非弁膜症性心房細動患者について むつ総合病院循環器内科部長　加藤　武

H27-4 承認 ・抗酸化食品の積極的摂取と治療後の放射線治療皮膚炎回復の関連について 弘前大学　井瀧　千恵子教授

12月9日 H27-5 承認 ・持効性抗精神薬に対する患者の認識に関する研究 むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学

H27-6 承認（条件付） ・当院救急外来における看護看護介入の効果に関する研究
むつ総合病院救急診療科看護師　二本柳 志保、南 さおり、中
山 なつき

3月25日 H27-7 承認 ・日本人工関節登録制度への参加について むつ総合病院　整形外科副部長　飯尾

4月20日 H28-1 承認 ・放射線照射部位への冷却剤使用による効果に関する研究について 弘前大学大学院保健学研究科　北島　麻衣子

6月23日 H28-2 承認 ・透析患者の性機能障害と大動脈石灰化及び酸化ストレスの関係性に関する研究について（ むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H28-3 承認 ・前立腺癌根治的放射線療法後の性機能障害、排尿・蓄尿障害およびQOLと動脈石灰化及び酸化ストレスの関係性に関する研究について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H28-4 承認 ・Bridge　to　surgeryとしての大腸ステントの有用性に対する検討について むつ総合病院内科副部長　高橋　一徳

H28-5 承認 ・気管挿管患者の口腔ケアの検討～Q-Care導入後、効果の検証～について むつ総合病院集中治療部看護師　樋山　好

H28-6 承認 ・少人数・短時間の心理教育・SST実践の考察について むつ総合病院メンタルヘルス科看護師　船橋　公

9月1日 H28-7 承認 ・「専従医が設置されないがん診療連携拠点病院緩和ケアチームの難治症状コントロール成績を遠隔地緩和ケア専門家とのTV会議症例検討会にて改善する効果を明らかにする予備研究」について 中京病院　緩和支持治療科　吉本鉄介

却下 ・「青森県における産前産後ケアシステムの構築」（県内ニーズ調査）について 青森中央学院大学看護学部　准教授　高橋佳子

H28-8 承認 ・「メンタルヘルスかにおけるヘルスリテラシーに関する研究」について むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学

H28-9 承認 ・「変形性膝関節症患者におけるロコアテープの有効性検討～既存ＮＳＡＩＤＳとの比較試験」について むつ総合病院整形外科部長　保村　昌宏

H28-10 承認 ・「敗血症を伴う尿路感染症患者の急性腎障害および予後と大動脈石灰化および酸化ストレスの関係性に関する臨床研修」について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

11月2日 H28-11 承認 ・ファブリー病診療におけるLyso-Gb3の有効性の検討」について むつ総合病院泌尿器科部長　吉川　和暁

承認（条件付） ・「内科外来患者待ち時間の実態調査」について むつ総合病院内科外来看護師　三浦　香奈子

11月4日 H28-12 承認 ・「骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌患者における223Ra（製品名：ゾーフィゴ）使用時の骨修飾薬としてのゾレドロン酸とデノスマブの前向きランダム化比較試験」について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H28-13 承認 ・「経直腸的前立腺生検時の尿路感染症予防におけるレボフロキサシンとセフトリアキソンの前向きランダム化比較試験」について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H28-14 承認
【再協議案件】
・「内科外来患者待ち時間の実態調査に関する研究」について

むつ総合病院内科外来看護師　三浦　香奈子

2月10日 H28-15 承認 ・「メンタルヘルス科におけるリチウム誘発性尿崩性および腎機能障害の調査」について むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学
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4月13日 H29-1 承認 ・敗血症を伴う尿路感染症患者における播種性血管内凝固症候群の診断基準の有効性および凝固活性化マーカーの有効性に関する臨床研究について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H29-2 承認 ・泌尿器系疾患と伴う高齢者におけるフレイル評価とアウトカムについての臨床研究について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H29-3 承認 ・泌尿器科系疾患を伴う男性患者の性機能障害/加齢男性性腺機能低下症候群と大動脈石灰化および酸化ストレスの関係性に関する研究について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H29-4 承認 ・うつ病患者への自己効力感尺度を用いた退院支援と考察について むつ総合病院メンタルヘルス科看護師　吹田　陽子

5月31日 H29-5 承認 ・向精神薬の依存性に関する研究 むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学

H29-6 承認 ・せん妄患者家族の心理的負担に関する研究 むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学

8月16日 H29-7 承認 ・「大腸カプセル内視鏡を用いた全腸観察の有用性の検討　Total　Observation　from　intestine　To　Anal　Lesion：TOTAL　Study」について むつ総合病院内科副部長　高橋　一徳

H29-8 承認 ・「腎・泌尿器疾患に対する治療効果と治療後の状態・予後についての臨床研究（後ろ向き研究）について むつ総合病院泌尿器科副部長　藤田　尚紀

H29-9 承認 ・「転移巣局所照射および抗免疫チェックポイント阻害薬併用療法による腎細胞がん術後再発患者における抗腫瘍効果の増強：パイロットスタディー」について むつ総合病院副院長　真里谷　靖

10月20日 H29-10 承認（条件付） ・切除不能悪性肝門部狭窄に対するEMSのsidebyside留置の検討について むつ総合病院内科副部長　岡本　豊

H29-11 承認 ・マンパワー不足の地域中核病院における産後2週間健診を目指した取り組み～当地域での産後2週間の母親の現状と、産後2週間健診の効果・今後の課題を明らかにする～」について むつ総合病院3階病棟看護師　川村　静香、吉村　禎子

1月25日 H29-12 承認 ・「乳がんHER-2　enriched　subtype患者における放射線治療抵抗性の分子生物学的解析」について むつ総合病院副院長　真里谷　靖

H29-13 承認 ・「血友病インヒビター患者を対象とした各種バイパス止血製剤の凝血学的評価」について むつ総合病院小児科部長　中畑　徹

3月5日 H29-14 承認 ・「大腸粘膜下層剥離術（大腸ESD)時の保温に関する取り組み」について（紙上委員会） むつ総合病院救急検査看護班　西田　由佳子

5月10日 H30-1 承認 ・「透析患者の性機能障害・加齢男性性腺機能低下症候群と予後に関する臨床研究」について むつ総合病院泌尿器科医師　百田　百田　匡毅

H30-2 承認
・「敗血症を伴う尿路感染症患者における急性腎障害と腎機能・心血管系疾患・生命予後の関係性、糖鎖と臨床転機の関係性、予後と相関する急性腎障害診断基準の検討、SOFAscoreの有用性の検
討および予後と相関する敗血症の診断基準作成、MRSA・緑膿菌・ESBL産生菌のリスク因子に関する臨床研究」について

むつ総合病院泌尿器科医師　百田　百田　匡毅

H30-3 承認 ・「大腸カプセル内視鏡の有用性・安全性・受容性に関する多施設前向き研究（ColocamJ　study）」について むつ総合病院内科部長　葛西　雅治

H30-4 承認 ・「血液透析中の運動療法の導入と検証」について
むつ総合病院リハビリテーション科理学療法士　佐藤　昴
むつ総合病院血液浄化センター看護師　川上　菜摘

H30-5 承認 ・「放射線治療患者における生物学的被ばく線量評価およびバイオマーカー評価の導入」について むつ総合病院副院長　真里谷　靖

10月11日 H30-6 承認 ・「切除可能膵癌に対する術前化学療法としてGemcitabine+nab/Paclitaxel」療法の安全性・有効性に関する多施設第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験(APCS-01)」について むつ総合病院外科部長　松浦　修

H30-7 承認 ○
・「Comparison of clinical effect of different initiation timing of dutasteride for Benign Prostate Hyperplasia (BPH) on multicentre, observational, retrospective, chart
review study(前立腺肥大症（BPH）に対するデュタステリド導入時期別の治療効果の比較：診療記録を用いた多施設共同後ろ向き観察研究)」について

むつ総合病院泌尿器科部長　吉川　和暁

11月29日 H30-8 承認 ・「S-0Clip併用による大腸粘膜下層剥離術」について むつ総合病院内科副部長　岡本　豊

H30-9 承認 ・「維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症(SHPT)患者における長期予後の観察」について むつ総合病院泌尿器科部長　吉川　和暁

H30-10 承認 ・「腎泌尿器疾患の糖鎖構造変化の解析研究」について むつ総合病院泌尿器科医師　百田　匡毅

H30-11 承認 〇 ・「バルプロ酸治療におけるカルニチンの役割」について むつ総合病院メンタルヘルス科部長　藤井　学

2月27日 H30-12 承認 ・「片麻痺患者の体幹機能と運動FIM,歩行自立度、在院日数、転帰の関係性～症例報告を交えて～」について むつ総合病院内科リハビリテーション科理学療法士　清水　駿

H30-13 承認 ・「内視鏡定期培養検査による洗浄・消毒・保管の評価」について むつ総合病院感染対策室看護師長　棟方　祐子

4月23日 H31-1 承認 ・「双極性障害患者における処方パターンの特徴：MUSUBI研究のサブ解析」について むつ総合病院メンタルヘルス科部長　佐々木　全英

H31-2 承認 ・「日本内視鏡学会指導施設更新の為、内視鏡検査、治療に伴う偶発症の調査」について むつ総合病院内科副部長　岡本　豊

6月28日 R01-3 承認 ・「高安動脈炎（TAK）全国疫学調査　二次調査」について むつ総合病院循環器内科部長　加藤　武

7月30日 R01-4 承認 ・「腎泌尿器疾患における糖鎖構造の変化に関する研究」について むつ総合病院泌尿器科医師　百田　匡毅

10月7日 R01-5 再審議 ・「泡状洗浄剤とノンリンス洗浄剤による陰部洗浄の効果の比較」について
むつ総合病院五階病棟看護師　川原美由紀、石岡亜沙美、山本
明日美

10月30日 R01-6 承認 ・「泡状洗浄剤とノンリンス洗浄剤による陰部洗浄の効果の比較」について
むつ総合病院五階病棟看護師　石岡亜沙美、山本明日美、川原
美由紀、川村勝江、佐藤陽子、築地清子

11月15日 R01-7 承認 ・「当院における早期食道癌に対する全麻下ESDの有用性」について むつ総合病院内科副部長　岡本　豊

11月15日 R01-8 承認 ・「維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観察研究（ETERNAL Study）」について むつ総合病院泌尿器科部長　吉川　和暁

12月13日 R01-9 承認 ・「日本整形外科学会症例レジストリー構築に関する研究」について むつ総合病院整形外科部長　福田　陽

2月21日 R01-10 承認 ・「腰椎間板ヘルニア、腓骨神経麻痺と鑑別を要した好酸球多発血管炎性肉芽腫症の１例」について 青森市民病院整形外科医師　熊原　遼太郎

3月23日 R01-11 承認 ・「精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究」について むつ総合病院メンタルヘルス科副部長　柞木田なつみ

4月3日 R02-1 承認 ・「当院地域包括ケア病棟における専従理学療法士としての取組」について むつ総合病院リハビリテーション科　総括主任技師　成田　愛子

4月22日 R02-2 承認 ・「新型コロナウイルス感染症に対する（医薬品の適応外使用）カレトラ配合錠内服療法」について むつ総合病院感染対策室副部長　石原　佳奈

R02-3 承認 ・「新型コロナウイルス感染症に対する（医薬品の適応外使用）プラニケル錠内服療法」について むつ総合病院感染対策室副部長　石原　佳奈

R02-4 承認 ・「ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVIT-19患者の背景因子と治療効果の検討（観察研究）」について（アビガン錠） むつ総合病院感染対策室副部長　石原　佳奈

R02-5 承認 ・「ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVIT-19患者の背景因子と治療効果の検討（観察研究）」について（オルベスコ） むつ総合病院感染対策室副部長　石原　佳奈

5月28日 R02-6 承認 ・「消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築（多施設共同前向き観察研究）」について むつ総合病院内科副部長　岡本　豊

R02-7 承認 ・「SARS-CoV-2による感染症に対するレムデシビル製剤（販売名：ベクルリー点滴静注液 100mg、同点滴静注用100mg）」について むつ総合病院感染対策室副部長　石原　佳奈

7月3日 R02-8 承認 ・「維持血液透析下の二次副甲状腺機能亢進患者を対象とした長期観察研究（ETERNAL Study）」について むつ総合病院泌尿器科副部長　野呂　大輔

8月6日 R02-9 承認 ・「経皮的冠動脈形成術を施行した急性冠症候群患者の急性期及び慢性期の病態解明に関する疫学研究：青森急性冠症候群レジストリー：ACS Registry」について むつ総合病院循環器内科副部長　芦立　俊宗

11月24日 R02-10 承認 ・「維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観察研究（ETERNAL Study）」について むつ総合病院泌尿器科副部長　野呂　大輔

1月19日 R02-11 承認 ・「去勢感受性転移性前立腺癌に対する臨床転帰を観察する前向き登録試験（試験１、試験２）」について むつ総合病院泌尿器科副部長　野呂　大輔

3月19日 R02-12 承認 ・「脳卒中患者における病前の降圧治療未介入の実態とその影響の調査」について むつ総合病院脳神経外科部長　小笠原　ゆかり

R02-13 承認 ・「下北医療圏における慢性硬膜下血腫における疫学調査」について むつ総合病院脳神経外科部長　小笠原　ゆかり

R02-14 承認 ・「当院の救急診療における小児頭部外傷の実態調査」について むつ総合病院脳神経外科部長　小笠原　ゆかり

R02-15 承認 ・「好酸球性多発管炎性肉芽腫症を発症した症例の経験－職場復帰を目指して―」 むつ総合病院リハビリテーション科　理学療法士　永野　敬大

4月9日 R03-1 承認 ・「Ａ病院ＩＣＵにおける離床訓練の実態調査　～チェックリストの有用性と今後の課題～」について むつ総合病院集中治療部看護班　看護師　桂畑　隆

6月15日 R03-2 承認 ・「消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築」について むつ総合病院内科副部長　岡本　豊

11月24日 R03-3 承認 ・「維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観察研究（ETERNAL Study）」について むつ総合病院泌尿器科部長　野呂　大輔

1月7日 R03-4 承認 ・「レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究」について むつ総合病院循環器内科部長　芦立　俊宗
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