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2022年度 第 1回国立大学法人弘前大学総合臨床研究審査委員会議事録 

 

開催日時：２０２２年４月２１日（木）１８：００～１９：００ 

開催場所：Microsoft Teams による Web会議で実施 

弘前大学医学部附属病院 小会議室（外来診療棟 5F）および各作業場所 

出席委員： 

 氏名 性別 構成要件 出欠 ＃１ 出欠 ＃２ 

委員長 富田 泰史 男 A ○ ○ 

副委員長 田坂 定智 男 A × × 

委員 

蔭山 和則 男 A × × 

櫻庭 裕丈 男 A － ○ 

石黒 陽 男 A ○ ○ 

坂本 十一 男 A ○ ○ 

平野 潔 男 B ○ ○ 

實籾 好弘 男 B ○ ○ 

長谷河 亜希子 女 B ○ ○ 

篠崎 有香 女 C ○ ○ 

一條 敦子 女 C ○ ○ 

宮本 倫子 女 C ○ ○ 

 

陪 席 者：新岡 丈典（臨床試験管理センター長），工藤 正純（臨床試験管理センター副

センター長），栗林 航（医療倫理学講座・助教），坂本 晶子（事務局員），間山 郁

子（事務局員），下山 聡美（事務局員），三浦 早苗（臨床試験管理センターCRC） 

 

富田委員長、櫻庭委員および宮本委員は、小会議室よりWeb会議システム「Microsoft Teams」

にて参加した。石黒委員、坂本委員、平野委員、實籾委員、長谷河委員、篠崎委員、一條

委員は、各作業場所よりMicrosoft Teamsにて参加した。 

 

構成要件（国立大学法人弘前大学総合臨床研究審査委員会規程 第 5条） 

A：医学又は医療の専門家 

B：臨床研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある

法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者 

C：Bに掲げる者以外の一般の立場の者 
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出欠： 

〇 出席し，かつ，「審査意見業務に参加してはならない委員」に該当しない委員 

× 欠席した委員 

－ 出席したが，「審査意見業務に参加してはならない委員」等のため審議・議決に不参

加の委員 

 

委員長により、Web 会議システム出席者と開催会場出席者の映像がお互いに確認できること、

および音声が即時に伝わり委員会に出席した場合と遜色なく双方向の意思疎通が円滑に行

われることが確認され、以下の議事に入った。 

 

下記議題について、説明と議論がなされた。 

１） 議事録の確認 

  ２０２１年度 第１０回国立大学法人弘前大学総合臨床研究審査委員会議事録（案）の

確認がなされ承認された。 

 

２） 新規審査 

＊特定臨床研究（医薬品）１件 

① ＃１ 

研究課題名 
Lacticaseibacillus paracaseiシロタ株（LcS）のヒ

ト宿主に対する作用と腸内における動態の解明 

研究責任（代表）医師 珍田 大輔 

実施医療機関の名称 弘前大学医学部附属病院 

説明者 珍田 大輔 

臨床研究実施計画事務局受理日 令和４年３月３日 

評価書を提出した技術専門員の氏名 

審査意見業務の対象となる疾患領域の専門家： 

藤田 雄 

生物統計の専門家： 

松坂 方士 

委員の審査意見業務への関与に関する状況 該当なし 

委員の利益相反に関与する状況 櫻庭委員が委員会規程第10条第2項(1)に該当 

結論 継続審査 

結論の理由 委員会の指示による記載訂正のため 

＜質疑応答＞ 

・委員長より「疾患領域の専門家の技術専門員評価書に、注意すべき点として『健康ボラン

ティアが2回の大腸カメラ検査に加えて粘膜生検まで実施されるという検査内容は侵襲性が

高い』とあるが、この点についてはいかがか。」との質問に対して、研究責任医師より「病

気の方以外で、短期間の間に大腸カメラを2回行う事は珍しいが、本研究では2ヶ月の間を空
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けて実施する。内視鏡検査によって、腸内細菌叢が傷つき回復するまで約1ヶ月かかると言わ

れているため、その期間を待ってヤクルト1000を30日間飲用いただいた後に検査をする事と

している。安全に配慮して行うが、健康なボランティアの方に参加いただくため、体の負担

があるという事を理解して頂いた方に施行したいと思っている。また粘膜生検に関しては、

日本内視鏡学会で定義されている同意書などを確認すると、1ヶ所について0.09%の出血のリ

スクがあると言われている。本研究では、12個生検するため約0.1%出血する可能性があるた

め、リスクについても参加者に理解いただいて施行したいと考えている。」との回答があっ

た。委員長より「術者はどなたか。」との質問に対し、研究責任医師より「内視鏡学会の指

導医を取得している三上医師が全例行う。」との回答があった。 

・委員長より「生物統計の専門家の技術専門員評価書に、注意点として『中間解析の内容と、

実施する理由が不明である。』とあるが、この点についてはいかがか。」との質問に対し、

研究責任医師より「中間解析というと統計学的処理を思い浮かばれると思うが、本研究での

中間解析は手順の確認である。採取した検体や標本などが正しく測定できるかどうかを確認

し、このままの手順で良い事を確認した上で、残りの7名を実施する事としている。」との回

答があった。委員長より「評価という意味合いが強いという事であれば、その旨を研究計画

書へ記載した方が良いのではないか。」との意見に対し、研究責任医師より「記載する。」

との回答があった。Ｂ委員より「中間評価で取りやめになるという事はあり得るのか。可能

性があるのであれば、記載を検討いただきたい。」との質問に対し、研究責任医師より「内

視鏡で腸が傷ついて出血したり、生検の結果によって出血するなど、偶発症が発生した場合

に関しては取りやめざるを得ない可能性もあると考えている。これらについて追記する。」

と回答があった。 

・委員長より「本研究は保険へ加入するようだが、内視鏡によって生じた合併症等について

も適用になるのか。」との質問に対し、研究責任医師より「これまでの研究でも、万が一事

故が発生した場合に補償できるように保険に加入しており、今回も新たに補償内容を組んで

契約している。」との回答があった。 

・オブザーバーより「実施計画のP6で『役務提供なし』と記載がある一方、研究計画書23.2

では『役務の提供を受ける』と記載がある。また、利益相反管理計画にも記載があるため、

実施計画の記載が誤りと思われる。」との指摘に対し、研究責任医師より「検体の測定等が

あるため、実施計画の記載を『あり』へ修正する。」との回答があった。 

・委員長より「データモニタリング委員会の体制について説明いただきたい。」との質問に

対し、研究責任医師より「企業との共同研究であるため、主な役割としては、データの評価

や監査といった生データの確認を行う事を予定している。その他に、同意書を取得している

か、サンプルを正しく管理しているかの確認や、エントリーしている方のフォローを行うな

ど、定期的に確認をしていただく予定である。体制は、髙畑先生お一人である。」との回答

があった。委員長より「体制が一人という事であれば、研究計画書1.7の名称を委員会ではな

く、『担当』や『委員』などの文言への変更を検討いただいた方が良いかと思う。」との発
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言があった。 

・Ｂ委員及びＣ委員より「対象者を男性とした理由は何かあるのか。また、10名とされた理

由についても説明いただきたい。」との質問に対し、研究責任医師より「男性とした理由に

ついては、女性は月経周期などによって腸内細菌叢が変化する事が知られている。そのため

女性を対象にすると、ヤクルト1000によって細菌叢が変化したのか分からないという事があ

るため、男性に特定している。また、10名とした理由は、過去の論文においても10名、ある

いは10名で20回などで実施しているため、同じく本研究も10名とした。」との回答があった。 

・委員長及びＣ委員より「FG☆two摂食について解説をお願いしたい。」との質問に対し、研

究責任医師より「CTコロノグラフィーというCTで大腸の形を撮る際に、便が残らないように

するために食べる検査食である。本検査食を朝昼夕で食べていただくのだが、その理由は、

前日の食事による腸内細菌への影響を避けるため、全員同じような食事を取っていただきた

いという理由が一つと、通常の大腸内視鏡検査は下剤を飲んだ後に実施する事が普通である

が、本研究は基本的に生体と全く同じような腸の状態で検査を行いたいため、下剤を使用せ

ずに便が有る状態の腸に内視鏡を挿入する。この食事は低残渣食になっているため、できる

だけきれいな状態で検査する事が可能である。その方が内視鏡の視認性もアップし、内視鏡

による事故も防ぐことができる。以上の理由でこの検査食を使用する。また本研究では、こ

の検査食を2日間摂取する事としている。その理由は、前々日から同じような状態の食事にす

る事で、全員をできるだけ同じような腸の状態にして検査を実施するためである。」との回

答があった。委員長より「本検査食についてはほとんど説明が記載されていないため、資料

を添付するか説明を追記した方が良い。」との発言があり、研究責任医師より「わかりまし

た。」と回答があった。 

・委員長、Ｂ委員及びＣ委員より「研究計画書5.2及び説明文書5.2に『発酵乳や発酵食品の

摂取を禁止』と記載されているが、より正確なデータを得るためにも、具体例を挙げた方が

良いのではないか。」との意見に対し、研究責任医師より「過去の研究でも使用していた、

被験者の方へのお願い事項を記載している資料があり、牛乳や納豆、漬物などは食べても問

題ない。制限食品等一覧に記載されている具体的な製品に関して、生きた乳酸菌やビフィズ

ス菌が入った乳製品は避けていただくが、できるだけ、被験者の方には同じような食事で過

ごせるように制限食は少なくしている。」との回答があった。委員長より「『被験者の方へ

のお願い』も説明文書に添付するのか。」との質問に対し、研究責任医師より「添付する。」

との回答があった。 

・委員長より「検査食を食べる期間は、間食をしても良いのか。また、アルコールは問題な

いのか。」との質問に対し、研究責任医師より「検査食でお腹が空く方には、間食としてウ

ィダーインゼリーのようなものを渡す事としている。アルコールについては、前々日から禁

止としている。また、たばこは当日のみ禁止である。」との回答があった。委員長より「研

究期間を通して制限される点と、検査前のみ制限される点を明確に記載した方が良い。」と

の発言があり、研究責任医師より「記載する。」との回答があった。オブザーバーより「普
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段喫煙をされている方は除外しなくても良いのか。1日だけ控えれば腸には影響が無いのか。」

との質問に対し、研究責任医師より「影響ないため、除外する必要はない。」との回答があ

った。 

・Ｂ委員より「被験者をリクルートする際のチラシやホームページで示す情報も可能であれ

ばご提示いただきたい。」との意見に対し、研究責任医師より「『ボランティア試験への参

加のお願い』という資料を作成し、当科のホームページに掲載する予定である。チラシに関

しては、いくつかの場所に掲示する予定であるが、病院内に掲示した場合、薬を服用中の方

など除外基準に抵触する方が応募する可能性があるため、過去には学生などを対象として大

学や寮の掲示板に掲示していた。しかし、あまり効果が無かったため、今回はLINEなどで募

集する予定である。」との回答があった。委員長より、「募集方法の詳細について、研究計

画書に記載した方が良いと思う。」との発言に対して、研究責任医師より「記載する。」と

の回答があった。 

・Ｃ委員より「研究計画書5.4に『被験者には同意書取得時に来院していただき、試験食や検

体採取容器を渡す。』とあるが、試験食とは何か。説明文書には記載されていなかったよう

に思うため、説明を追記して下さい。」との質問に対して、研究責任医師より「試験食とはF

G-two検査食の事である。」との回答があった。 

・委員長より「研究計画書5.4に『粘膜生検』と記載があるが、場所は回腸末端か。また、い

くつ生検するのか記載いただきたい。」との質問に対し、研究責任医師より「説明文書5.1に

記載している通り、直腸、下行結腸、上行結腸、回腸において各部位の便(1g以上)、粘膜擦

過試料(ブラシによる擦過3回分以上)、粘膜生検(各部位3個)を採取する事としている。説明

文書には詳しく記載していたが、研究計画書へは記載していなかったため記載する。」との

回答があった。 

・Ｂ委員より「研究計画書6.2の除外基準に記載の『消化管手術歴あり、既往の疾患による内

服薬あり』は、それらがあっても除外するか否かは最終的に研究責任医師が判断するという

趣旨か。一定の手術歴や特定の内服薬、あるいは既往の疾患がある場合には、必ず除外する

ということであれば、明確にした方が良いかと思う。」との質問に対し、研究責任医師より

「手術のある方は除外する。既往の疾患による内服薬については、問題ない内服薬も結構あ

るが、今回それが本当に問題ないかどうかはわからないため、こちらも除外基準にしたいと

思う。」との回答があった。 

・オブザーバーより「除外基準に『乳糖不耐症』の方を含める必要はないのか。」との質問

に対し、研究責任医師より「除外基準に記載の、乳アレルギーに含まれる。」との回答があ

った。 

・オブザーバーより「研究計画書6.3の中止基準に記載の『ヤクルト1000摂取時に副反応が出

た場合』とはどういう場合か設定が必要ではないか。また、これはどのように確認するのか。」

との質問に対し、研究責任医師より「ヤクルト1000は食品であるため重大な副反応は無いが、

乳製品であるため、食べた後にお腹がゆるくなるなどの症状が出る可能性はある。このよう
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な症状が辛い等があれば中止する事もある。参加の時点で、過去にヤクルトを飲んだことが

あるかなどを問診で聴取した上で、登録する予定である。」との回答があった。委員長より

「どこかに記載した方が良いと思う。」との発言に対し、研究責任医師より「わかりました。」

と回答があった。 

・Ｂ委員より「研究計画書6.4の中止時検査で、本研究では行わない血液やX線検査を行う予

定になっているが、どのような意味があるのか説明していただきたい。」との質問に対し、

研究責任医師より「中止基準の１)で中止した場合、アレルギーによって肝障害や腎障害が現

れていないかなどの確認のために採血が必要である。また、あまりないと思うがアナフィラ

キシーショックが生じる可能性もあるため血圧を調べる必要がある。中止基準の３)に関して

中止する場合は、内視鏡によって腸が傷ついたり、穴があいたりしてはいけないため、採血

の他に腹部の写真を撮り、研究の評価検査項目には無いが、中止の場合の検査項目として記

載している。」との回答があった。 

・オブザーバーより「研究計画書8.1の主要評価項目である『宿主細胞の遺伝子発現』や副次

評価項目の『LcSの遺伝子発現』とは何か、非専門家にもわかりやすく説明いただきたい。」

との質問に対し、研究責任医師より「まず遺伝子発現とは、遺伝子からタンパク質が作られ

るというイメージで考えていただきたい。ヤクルト1000を摂取し、それが細胞に接触すると

体内でさまざまな反応が起こる。その反応によって、例えばサイトカインや抗菌タンパクが

作られる。そのタンパク質のRNAを解析するという事が、遺伝子発現の解析をするという事で

ある。つまり、ヤクルト1000がヒトの細胞に接触したときにどのような反応が起きるかを調

べるという事であり、個人の遺伝情報を調べるものではない。また、LcSの遺伝子発現につい

ては、ヤクルトの菌しか持っていないタンパク質があり、そのタンパク質がヤクルトの摂取

前後でどのような違いがあるかを調べる事である。」との回答があった。委員長より「研究

計画書10の統計的な解析について、前後で比較するという事か。」との質問に対し、研究責

任医師より「飲用前後で比較する。」との回答があった。委員長より「10人で統計処理する

という事であれば、統計処理の方法について、研究計画書へ記載いただきたい。」との発言

があり、研究責任医師より「10名で統計処理を行うため、記載する。」との回答があった。 

・委員長より「研究計画書19.1に『15万円相当の謝礼』と記載があるが、15万円が支払われ

るのであれば“相当”は不要ではないか。」との質問に対し、研究責任医師より「“相当”

を削除する。」との回答があった。 

・オブザーバーより「説明文書1.2に記載の『プロバイオティクス』について、用語の説明が

必要ではないか。」との質問に対し、研究責任医師より「説明を追記する。」との回答があ

った。 

・Ｂ委員より「内視鏡や粘膜生検については、採血のように短時間で僅かな侵襲で済むもの

ではないと思われるため、もう少し丁寧な説明があってもよいかと思う。説明文書だけでな

く、リクルートする際の文書にも盛り込んでいただけると親切ではないかと思う。」との意

見に対し、研究責任医師より「説明文書5.1には、内視鏡を挿入するとしか記載していないた
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め、肛門から1m程度内視鏡を挿入する事と粘膜生検は約2mm大を腸の粘膜からつまんで採取す

る事を追記する。」との回答があった。 

・Ｃ委員より「説明文書5.2に『市販の発酵乳製品』と記載があるが、ヤクルト1000の臨床研

究なのに漠然としているような気がするがいかがか。」との意見に対し、研究責任医師より

「記載をヤクルト1000に変更する。」と回答があった。 

・オブザーバーより「学生も対象となると、教員と生徒という関係になるため、授業等で直

接の声がけはしないように注意いただきたい。」との発言があった。 

 

３） 定期報告 

＊特定臨床研究（医薬品）２件 

① ＃２ 

研究課題名 

同時性肝転移を有する結腸・直腸癌に対する術前

SOX+Bmab療法、原発・肝同時切除、術後S-1療

法の有効性と安全性を検討する第II相試験 

研究責任（代表）医師 諸橋 一 

実施医療機関の名称 弘前大学医学部附属病院 

説明者 なし 

臨床研究実施計画事務局受理日 令和４年３月２５日 

評価書を提出した技術専門員の氏名 なし 

委員の審査意見業務への関与に関する状況 該当なし 

委員の利益相反に関与する状況 該当なし 

結論 全員の一致をもって承認 

結論の理由 報告内容が適切と判断されたため 

 

② ＃２ 

研究課題名 

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 

研究責任（代表）医師 諸橋 一 

実施医療機関の名称 弘前大学医学部附属病院 

説明者 なし 

臨床研究実施計画事務局受理日 令和４年３月２５日 

評価書を提出した技術専門員の氏名 なし 

委員の審査意見業務への関与に関する状況 該当なし  
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委員の利益相反に関与する状況 該当なし 

結論 全員の一致をもって承認 

結論の理由 報告内容が適切と判断されたため 

 

４） 終了報告 

＊特定臨床研究（医薬品）１件 

① ＃２ 

研究課題名 
トレハロース点眼による緑内障線維柱帯切除術

成績改善に関する研究 

研究責任（代表）医師 中澤 満 

実施医療機関の名称 弘前大学医学部附属病院 

説明者 なし 

臨床研究実施計画事務局受理日 令和４年４月１日 

評価書を提出した技術専門員の氏名 なし 

委員の審査意見業務への関与に関する状況 該当なし 

委員の利益相反に関与する状況 該当なし 

結論 全員の一致をもって承認 

結論の理由 報告内容が適切と判断されたため 

 

５） 中止報告 

＊特定臨床研究（医薬品）１件 

① ＃２ 

研究課題名 

がん手術後の高齢患者における術後せん妄と長

期生存に及ぼすデクスメデトミジン補充鎮痛の

影響：多施設二重盲検無作為化比較試験 

研究責任（代表）医師 廣田 和美 

実施医療機関の名称 弘前大学医学部附属病院 

説明者 なし 

臨床研究実施計画事務局受理日 令和４年４月７日 

評価書を提出した技術専門員の氏名 なし 

委員の審査意見業務への関与に関する状況 該当なし 

委員の利益相反に関与する状況 該当なし 

結論 全員の一致をもって承認 

結論の理由 報告内容が適切と判断されたため 
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６） その他 

＊ 次回開催日について 

 


