
 

 

 

第２６６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７月２４日（水）１８：００～１９：２３ 

場 所  医学部長室 

 

Ⅰ 確認事項 

１ 第２６５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）難治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 助教 相澤 知美 ※審査結果：条件付承認） 

２）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 田中 幹二 ※審査結果：条件付承認） 

３）希釈式自己血輸血施行中の低侵襲循環動態モニターに関する研究 

（麻酔科 小笠原 千尋 ※審査結果：条件付承認） 

４）バイオマーカーによる悪性腫瘍放射線治療患者のストレス評価 

（医療生命科学領域 真里谷 靖 ※審査結果：再審査） 

５）バイオマーカーによる浪江町民のストレス評価 

（医療生命科学領域 真里谷 靖 ※審査結果：再審査） 

６）高齢者の視点からとらえる生涯にわたって生活に必要な知識・技能に関する研究 

（健康支援科学領域 教授 木立 るり子 ※審査結果：条件付承認） 

７）三次元動作解析装置を用いた健常成人の後方歩行の分析 

（健康支援科学領域 牧野 美里 ※審査結果：再審査） 

８）非弁膜症性心房細動患者における抗血栓療法の施行実態調査 

（不整脈先進治療学講座 佐々木 真吾 ※審査結果：承認） 

９）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ※課題名非公表 

（救急・災害医学講座 花田 裕之 ※審査結果：条件付承認） 

10）有痛性乳癌骨転移ゾレドロン酸単剤投与群とゾレドロン酸・ストロンチウム-89 併用

療法群の無作為比較臨床試験 

（消化器外科学講座 教授 袴田 健一 ※審査結果：条件付承認） 

11）【再審査】既治療進行非小細胞肺癌に対する Abraxane（アブラキサン）単剤化学療法

の第Ⅱ相試験 

（循環呼吸腎臓内科学講座 當麻 景章 ※審査結果：承認） 

12）放射線療法による悪性腫瘍患者の皮膚反応の客観的評価 

（健康支援科学領域 北島 麻衣子 ※審査結果：条件付承認） 

13）手術不能腎細胞癌に対するチロシンキナーゼ阻害薬を用いたネオアジュバント療法の

検討 

（泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果：条件付承認） 

14）青森県におけるヘリコバクター・ピロリ除菌治療不成功者への治療法の確立 

（消化器血液内科学講座 教授 福田 眞作 ※審査結果：条件付承認） 

15）中等重症前立腺肥大症患者に対するナフトピジル、ナフトピジル+デュタステリド併用

療法の治療効果比較検討 

（泌尿器科学講座 助教 今井 篤 ※審査結果：条件付承認） 

16）麻酔導入が非侵襲的連続的ヘモグロビン測定の測定精度に与える影響についての検討 



 

 

（麻酔科 斎藤 淳一 ※審査結果：条件付承認） 

17）ロボット支援下手術が及ぼす眼動脈血流への影響 

（麻酔科 工藤 隆司 ※審査結果：条件付承認） 

18）抗癌剤治療に伴う副作用と QOL・身体負担についての臨床研究 

（泌尿器科 講師 畠山 真吾 ※審査結果：条件付承認） 

19）蛍光標識グルコースを用いた泌尿器癌診断法の開発 

（泌尿器科 講師 畠山 真吾 ※審査結果：条件付承認） 

20）リンパ浮腫発症リスクを持つ患者の予防的セルフケア行動の知識と実施状況に関する

研究 

（健康支援科学領域 教授 野戸 結花 ※審査結果：条件付承認） 

21）簡易式体幹筋力測定器の信頼性，再現性の検討  

（整形外科 医員 佐々木 英嗣 ※審査結果：条件付承認） 

22）呼気ガス測定による，アルコール含有製剤点滴後のアルコール残存量評価法の確立 

（薬剤部 小田桐 奈央 ※審査結果：再審査） 

23）高齢者の口腔内乾燥度と栄養状態の関係について 

（健康支援科学領域 教授 木立 るり子 ※審査結果：再審査） 

24）低用量ＢＣＧ膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に関するランダム

化比較試験 

（泌尿器科学講座 准教授 古家 琢也 ※審査結果：条件付承認） 

25）臓器提供経験施設における看護職員の役割認識と価値観 

（健康支援科学領域 川崎 くみ子 ※審査結果：再審査） 

26）膝蓋骨トラッキングの定量的解析法の確立 

（整形外科学講座 藤田 有紀 ※審査結果：条件付承認） 

27）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ※課題名非公表 

 （心臓血管病先進治療学講座 樋熊 拓未 ※審査結果：条件付承認） 

28）【再審査】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

※課題名非公表（神経科精神科 菅原 典夫 ※審査結果：承認） 

29）血縁者間同種骨髄移植における移植骨髄液採取 

（小児科 助教 佐々木 伸也 ※審査結果：承認） 

30）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ※課題名非公表 

（消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 科長 袴田 健一 ※審査結果：承認） 

31）【申請内容変更】精神疾患に罹患した患者の口腔衛生に関する研究  

（神経科精神科 菅原 典夫 ※審査結果：承認） 

32）ヘリコバクター・ピロリ除菌の普及と胃がんのリスク別健診の推進 

（消化器血液内科学講座 教授 福田 眞作 ※審査結果：承認） 

33）熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査 

（救急・災害医学講座 矢口 慎也 ※審査結果：承認） 

34）【申請内容変更】人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）

の耐摩擦性に関する多施設共同研究 

（整形外科 山本 祐司 ※審査結果：承認） 

35）【申請内容変更】妊婦の飲酒実態と飲酒行動要因の分析 

（看護学領域 山内 瑶子 ※審査結果：承認） 

36）【申請内容変更】EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に対するゲフィチ

ニブ単独療法とゲフィチニブ/カルボプラチン/ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ相比較

試験 

（循環器内科，呼吸器内科，腎臓内科 當麻 景章 ※審査結果：承認） 

37）【申請内容変更】前立腺癌に対する内分泌療法（アンドロゲン除去療法）の脂質代謝



 

 

に与える長期的影響を検討する多施設共同試験 

（泌尿器科 講師 畠山 真吾 ※審査結果：承認） 

38）【申請内容変更】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 

（循環器内科，呼吸器内科，腎臓内科 森本 武史 ※審査結果：承認） 

39）急性心筋梗塞発症６ヶ月後の心機能評価における高感度心筋トロポニンＴ測定の有用

性 

（循環呼吸腎臓内科学講座 富田 泰史 ※審査結果：承認） 

40）津軽地域における急性期脳卒中患者の疫学ならびに予後因子に関する検討 

（循環呼吸腎臓内科学講座 富田 泰史 ※審査結果：承認） 

41）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ※課題名非公表 

（消化器外科，乳腺外科，甲状腺外科 科長 袴田 健一 ※審査結果：条件付承認） 

42）【申請内容変更】保存療法中 Stanford B 型大動脈解離患者におけるスタチン内服効果

（STANP trial） 

（胸部心臓血管外科学講座 大徳 和之 ※審査結果：承認） 

43）全国泌尿器癌登録 

（泌尿器科 米山 高弘 ※審査結果：承認） 

44）心臓突然死の一次予防目的に施行した心臓再同期療法後に生じる致死性不整脈の臨床

像と予測因子の検討 

（循環呼吸腎臓内科学講座 石田 祐司 ※審査結果：承認） 

45）当院におけるナースコールに関する実態調査 

（看護部 福士 真一 ※審査結果：承認） 

 

２ 臨床研究等終了報告書について 

 委員長から，当日回覧資料のとおり，臨床研究等終了報告書が３件提出された旨報告が

あった。 

〔終了報告書〕 

 ・社会医学講座 教授 中路 重之 

 ・心臓血管病先進治療学講座 准教授 樋熊 拓未 

 ・周産母子センター 看護師 中西 有紀恵 

 

３ 倫理委員会の付議を必要としない疫学研究について 

 委員長から，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６件あり，委員長の判断により答申し，それを受けて医学研究科長，医学部附属病院

長から承認された旨報告があった。 

 ・救急・災害医学講座 助教 矢口 慎也 

 ・循環呼吸腎臓内科学講座 講師 富田 泰史（２件） 

 ・泌尿器科 講師 米山 高弘 

 ・循環呼吸腎臓内科学講座 大学院生 石田 祐司 

 ・看護部 看護師 福士 真一 

 

４ 第４６回医学系大学倫理委員会連絡会議について 

委員長から，当日配布資料４のとおり，７月１９日（金），７月２０日（土）に開催さ

れた第４６回医学系大学倫理委員会連絡会議について報告があった。 

 

Ⅲ 議題 

１ 倫理審査申請 



 

 

１）【申請内容変更】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） 

 

 申請者の伊藤教授から，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，申請書類の一部訂正を求め承認することとした。 

 

２）顆粒球輸血に用いる顆粒球採取 

（小児科 助教 佐々木 伸也） 

 

 申請者の佐々木助教から，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，申請書類の一部訂正を求め承認することとした。 

 

３）難治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 助教 相澤 知美） 

 

 申請者代理の敦賀助手から，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，申請書類の一部訂正を求め承認することとした。 

 

４）骨形成不全症に対するパミドロン酸二ナトリウムの使用について 

（小児科 助手 敦賀 和志） 

 

 申請者代理の山本助教，花田助手から，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，申請書類の一部訂正を求め承認することとした。 

 

５）浪江町初期被ばく検査実施による不安軽減への寄与に関する調査 

（健康支援科学領域 助教 高間木 静香） 

 

 申請者の高間木助教から，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，承認することとした。 

 

２ その他 

 １）倫理審査申請書類の見直しについて 

委員長から，事前配布資料７に基づき，前回の委員会で見直しが検討された倫理審査申

請書項目７について，より慎重な見直しを行う旨発言があり，了承された。 

また，当日配布資料３のとおり，臨床試験管理センターの設置に伴い，倫理審査申請書

１枚目の研究内容チェック欄について，「薬事法に基づく医師主導による治験」の項目を

削除する旨提案があり，了承された。 

 

倫理審査申請書類等の見直しについては，再点検を行い，修正等があれば次回以降の委

員会にて委員の承諾を得ることとした（委員長承諾済み）。 

 

 ２）平成２５年９月～１２月までの開催日程について 

委員長から，事前配布資料８に基づき，平成２５年９月～１２月までの開催日程につい

て説明があり，了承された。 

 

 ３）医学展におけるお願いについて 

委員長から，当日配布資料２のとおり，平成２５年度医学展実行委員会より，総合文化



 

 

祭での臓器展示に関して当委員会への検討と理解を求める旨について書面が提出された旨

報告があった。 

 

次回開催 9 月 25 日（水）18：00～ 


