
 

 

 

第２６０回弘前大学大学院医学研究科倫理委員会議事要旨（概要） 

 

 

日 時  平成２５年１月２３日（水）１８：１７～１８：５５ 

場 所  医学部長室 

 

Ⅰ 確認事項 

１ 第２５９回大学院医学研究科倫理委員会議事要旨 

 

Ⅱ 報告事項 

１ 臨床試験・研究等の倫理審査結果一覧 

１）脳卒中患者の排泄動作自立に向けた新たな排泄動作自立戦略の開発と効果検証 

（健康支援科学領域 助手 小池 祐士 ※審査結果：再審査） 

２）外リンパ瘻の確定診断（CTP 検出検査） 

（耳鼻咽喉科 講師 佐々木 亮 ※審査結果：条件付承認） 

３）３次元画像解析による末梢発生肺扁平上皮癌の細胞学的鑑別 

（医療生命科学領域 助手 鷲谷 清忠 ※審査結果：承認） 

４）脳卒中後うつ病におけるアパシーと関連因子に関する研究 

（神経精神医学講座 助教 菅原 典夫 ※審査結果：条件付承認） 

５）心房細動アブレーションにおけるコンタクトフォーカスカテーテルの有効性評価に関

する研究 

（循環呼吸腎臓内科学講座 助教 木村 正臣 ※審査結果：条件付承認） 

６）母親の語りから捉えた母乳育児を確立できなかった要因 

（看護部 助産師 常田 正美 ※審査結果：条件付承認） 

７）タブレット型パソコンを活用した患者指導教材の開発とその有効性の検討 

（健康支援科学領域 助手 安杖 優子 ※審査結果：再審査） 

８）子宮内膜症の発症と進展に NK 細胞はどのように関与するのか？ 

（産科婦人科 講師 福井 淳史 ※審査結果：条件付承認） 

９）慢性心不全および高血圧合併心房細動に対する心拍数調節治療：カルベジロールの有

効性と安全性の検討 

（不整脈先進治療学講座 准教授 佐々木 真吾 ※審査結果：条件付承認） 

10）小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相試験および第Ⅲ相臨

床試験 ALL-B12 

（小児科 助教 佐々木 伸也 ※審査結果：承認） 

11）股関節周囲の筋骨格系障害の症状軽減を目的としたスリング療法の効果の検証 

（リハビリテーション科学領域 大学院生 藤沼 弘幸 ※審査結果：条件付承認） 

12）高齢者の転倒骨折予防のためのエプロン式ヒッププロテクターの開発とその受け入れ

効果に関する研究 

（リハビリテーション科学領域 大学院生 田中 稔泰 ※審査結果：再審査） 

13）ベッドからポータブルトイレへの移乗介助動作の分析 

（看護学領域 大学院生 木村 素子 ※審査結果：条件付承認） 

14）エソメプラゾールと向精神薬の薬物相互作用について 

（神経精神医学講座 准教授 古郡 規雄 ※審査結果：承認不可） 

15）難治性全身性エリテマトーデス（SLE）に対する抗 CD20 抗体リツキシマブ投与 

（小児科学講座 助教 渡邊 祥二郎 ※審査結果：条件付承認） 

16）難治性全身性ネフローゼに対する抗 CD20 抗体リツキシマブ投与 



 

 

（小児科学講座 助教 渡邊 祥二郎 ※審査結果：条件付承認） 

17）【申請内容変更】臨床試験不参加の神経芽腫患者の中央診断および臨床情報集積と腫

瘍検体保存に関する研究 

（小児科 助教 佐々木 伸也 ※審査結果：承認） 

18）【申請内容変更】湯たんぽの貼用方法の違いが生体に与える影響について 

（看護学領域 大学院生 太田 一輝 ※審査結果：承認） 

19）【申請内容変更】在宅パーキンソン病患者における身体活動量向上のための効果的理

学療法介入の検討 

（健康支援科学領域 大学院生 中江 秀幸 ※審査結果：承認） 

20）うつ病患者における心理教育効果の検討 

（神経精神医学講座 助教 菅原 典夫 ※審査結果：条件付承認） 

21）患者指導に関する研究―看護職者の指導に対する患者の認識― 

（健康支援科学領域 教授 齋藤 久美子 ※審査結果：承認） 

22）【申請内容変更】異なるスポーツ間での動的下肢アライメントの比較と前十字靱帯損

傷予防トレーニング効果について 

（整形外科学講座 大学院生 佐々木 静 ※審査結果：承認） 

23）【申請内容変更】シスプラチン含有化学療法抵抗性の進行膀胱がんに対するテーラー

メイドがんペプチドワクチンの第Ⅱ相無作為化比較試験 

（泌尿器科学講座 助教 盛 和行 ※審査結果：承認） 

24）【申請内容変更】開腹・腹腔鏡手術で局所麻酔薬腹腔内撒布による術後鎮痛効果・安

全性の検討とストレス反応の測定 

（麻酔科 助教 北山 眞任 ※審査結果：承認） 

25）【申請内容変更】進行・再発食道癌に対するパクリタキセル週１回（３週間連続投与、

１週間休薬）投与の第Ⅱ相試験 

（腫瘍内科学講座 助教 石黒 敦 ※審査結果：承認） 

26）【申請内容変更】看護師が行う意識障害のある患者の観察に関する実態調査―叙述記

録からの分析― 

（看護学領域 大学院生 土屋 涼子 ※審査結果：承認） 

27）【申請内容変更】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） 

28）【申請内容変更】HLA-A24 陽性でドセタキセル不適格再燃前立腺癌に対するテーラー

メイド癌ペプチドワクチン療法 

（泌尿器科学講座 助教 盛 和行 ※審査結果：承認） 

29）【申請内容変更】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 課題名非公表 

（救急・災害医学講座 助教 矢口 慎也 ※審査結果：承認） 

30）地域愛着と親性、育児観に関する研究 

（健康支援科学領域 准教授 古川 照美 ※審査結果：承認） 

31）【申請内容変更】慢性閉塞性肺疾患患者のセルフモニタリングによる運動療法支援プ

ログラムの開発 

（健康支援科学領域 講師 漆坂 真弓 ※審査結果：承認） 

32）【申請内容変更】共焦点レーザー顕微鏡(Confocal laser scanning microscopy:CLSM)

を利用した尿細胞診における良・悪性判定の補助的手法に関する研究 

（病理部 臨床検査技師 刀稱 亀代志 ※審査結果：承認） 

 

２ 臨床研究等終了報告書について 

 土田委員から，当日回覧資料のとおり，臨床研究等終了報告書が６件，提出された旨報

告があった。 



 

 

〔終了報告書〕 

 ・内分泌代謝内科学講座 准教授 玉澤 直樹（２件） 

 ・地域医療学講座 准教授 中村 典雄（１件） 

 ・消化器内科，血液内科，膠原病内科 助教 櫻庭 裕丈（１件） 

 ・健康支援科学領域 教授 齋藤 久美子（１件） 

 ・保健学専攻 大学院生 松嶋 弥生（１件） 

 

３ 倫理委員会の付議を必要としない疫学研究について 

 土田委員から，当日回覧資料のとおり，倫理委員会の付議を必要としない疫学研究の申

し出が２件あり，委員長の判断により答申し，それを受けて保健学研究科長から承認され

た旨報告があった。 

・健康支援科学領域 教授 齋藤 久美子（１件） 

・健康支援科学領域 准教授 古川 照美（１件） 

 

４ 第４６回医学系大学倫理委員会連絡会議について 

 土田委員から，当日回覧及び事前配布資料２のとおり，第 46 回医学系大学倫理委員会連 

絡会議について報告がある旨説明があったが，会議出席者の鬼島委員長が欠席のため，次 

回の委員会での報告事項へ変更することとなった。 

 

５ 研究倫理研修セミナーについて 

 石村倫理委員会事務担当から，当日回覧及び当日配布２に基づき研究倫理研修セミナー

について報告があった。 

 

Ⅲ 議題 

１ 倫理審査申請 

１）家族性アルツハイマー病(FDA)の髄液各 Abeta 種の定量 

（神経内科 講師 瓦林 毅） 

 

 申請者の瓦林講師から，申請内容等について説明及び質疑応答等が行われ，その後審査

の結果，再審査とすることとした。 

 

２ その他 

なし 


