
第１１回 新潟大学人を対象とする研究等倫理審査委員会 議事要旨 
 

日時：平成２９年６月１９日（月）１５：００ ～１８：２４ 
場所：医学部 大会議室（共同研究棟５階） 
出席者：曽根（委員長）中村（副委員長），窪田（副委員長），宮崎（副委員長），高塚，葭原， 

関，笹本，豊島，鈴木雄治，田澤，今村，新美，田中，西埜，渡邉，種田， 
八木原，中枝，大嶋，橋本，金子，小林，伊藤，星井，森田，山崎，吉原， 
本田，鈴木浩史（敬称略） 

欠席者：杉本，杉山，菖蒲川，福井，榛沢，川島，長谷部 （敬称略） 
 
ミニレクチャー 

委員会の冒頭において，次の内容で倫理審査委員向けの教育研修を行った。 
講師：鈴木浩史委員 
演目：臨床研究法について  

小委員会報告 
各小委員会に申請のあった 5 月分の研究課題のうち，小委員会が審査した研究課題につ

いて，各所属委員から説明と報告があり，審議の結果，次のとおり判定された。 
条件付承認件数，工学部 1 件。 
通常審査，教育学部 1 件。 

なお，条件付承認の確認は各小委員会で行い，その結果をもって承認することとした。 
 
【新規申請 本審査】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2017-0033 南野 徹 承認 
植え込み型デバイス患者の院外活動量の評価方法に関

する研究 

2017-0034 小杉 伸一 承認 消化器外科手術後の包括的嚥下機能評価に関する研究 

2017-0035 寺井 崇二 承認 
サルコペニア症例におけるケストース投与前後での腸

内細菌叢に関する研究 

2017-0036 南野 徹 承認 
新規 sIL-2レセプター測定試薬の性能および臨床的有用

性の評価 

2017-0037 南野 徹 承認 
血液凝固線溶関連分子マーカー測定試薬の網羅的性能

評価 

2017-0038 渡邊 慶 再申請 
パーキンソン病患者に対する骨粗鬆症薬物治療による

新規脆弱性骨折予防効果に関する研究 

2017-0039 南野 徹 承認 
2 型糖尿病患者における SGLT2 阻害薬投与前後での全身

性代謝産物の変化を確認するための観察研究 



2017-0040 馬場 洋 承認 
周術期の不安や痛みに対する抑肝散の効果を調査する

ための前向き無作為化比較試験  

2017-0047 中田 光 承認 
自己免疫性肺胞蛋白症に対する GM-CSF吸入薬（SK-1401）

吸入治療後の長期経過の調査 

2017-0049 若井 俊文 取り下げ 
固形癌における次世代シークエンサーを用いた遺伝子

変異検査 

2017-0066 中田 光 承認 
自己免疫性肺胞蛋白症の血清診断キットの有用性に関

する検討 

 
 
【新規申請 迅速審査】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2017-0041 寺井 崇二 承認 

慢性膵炎による難治性疼痛に対する内科的インターベン

ション治療と外科治療の比較解析 -多施設共同前向き

実態調査- 

2017-0042 南野 徹 承認 

心血管イベントを発生した冠動脈起始異常症例における

Clinical Profileおよび治療後の予後についての後方研

究 

2017-0043 赤澤 宏平 承認 
食習慣は非特異的腰痛に影響を及ぼすか－質問紙法によ

る－ 

2017-0044 南野 徹 承認 
心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の

出血と血栓リスクに関する前向き観察研究 

2017-0045 松本 吉史 承認 
局所進行膵臓癌に対する S-1 併用化学放射線療法につ

いての後ろ向き観察研究 

2017-0048 柿田 明美 承認 
アルツハイマー病脳における細胞間相互作用の細胞性化

学的変化の解析 

2017-0050 中村 和利 承認 
中越地震被災地域である小千谷市における高齢者の認知

機能低下の関連要因の検討（追跡調査） 

2017-0051 南野 徹 承認 
カテーテルアブレーション症例前例登録プロジェクト

（J-ABレジストリ） 

2017-0052 中野 麻恵 承認 
大腸癌肝転移における抗酸化ストレス蛋白質発現の臨床

的意義と抗癌剤耐性機序の解明 

2017-0053 佐藤 征二郎 承認 悪性胸膜中皮腫の前方視的データベース研究 

2017-0054 蒲澤 佳子 承認 

大規模コホートによる慢性腎臓病の生活習慣リスク因子

の解明～魚沼コホート研究(NUHPM1301)における附随研

究～ 



2017-0055 伊藤 明子 承認 ロドデノール誘発性脱色素斑に関する調査研究 

2017-0056 柿田 明美 承認 アルツハイマー病の病態におけるタウ C末端断片の役割  

2017-0057 橋本 哲 承認 
内 視 鏡 的粘 膜 下層 剥離 術 後 狭窄 予 防に 対す る

triamcinolone局注療法の有用性の検討 

2017-0058 山本 卓 承認 
慢性腎臓病患者、透析患者の血中ポリリン酸と透析アミ

ロイドーシス、骨ミネラル代謝との関連調査 

2017-0059 山本 卓 承認 
透析患者の感染症、抗菌薬治療による血中尿毒症物質濃

度と腸内細菌叢の変化 

2017-0060 太田 篤 条件付 
肺癌に対する体幹部定位放射線治療治療成績に関する後

方視的検討 

2017-0061 河内 泉 承認 特発性炎症性筋疾患における臨床・免疫病理学的解析 

2017-0062 河内 泉 承認 
多発性硬化症・視神経脊髄炎とその類縁疾患における神

経変性機構の解析 

2017-0063 寺井 崇二 承認 
ヒト骨髄由来間葉系幹細胞を慢性肝疾患患者の血清を加

えた培地で培養した際の発現物質の変化について 

2017-0064 寺井 崇二 承認 MRエラストグラフィーによる肝硬度測定 

2017-0065 松田 英伸 承認 内眼炎疾患に対する統計と臨床成績の検討 

2017-0067 髙村 昌昭 承認 

治験において E6011 を投与された原発性胆汁性胆管炎患

者を対象とした進行性多巣性白質脳症（PML）に関する予

後調査（E6011/FT1） 

2017-0068 鈴木 直人 承認 
抗がん剤の規格最適化方式および採用規格の違いによる

薬価削減効果の調査 

2017-0069 石川 博補 条件付 
早期 DNA損傷修復機構に基づく胆管生検試料における確

証的な良悪性判定評価法の確立 

2017-0070 赤澤 宏平 承認 
ドレーン挿入患者における術後感染症の発生を早期に検

知するための機械学習 

2017-0071 諏訪間 加奈 承認 
「うおぬま地方の健康調査」脳血管疾患を含む生活習慣

病と歯と口腔の健康に関する研究 

 
 
【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2016-0061 南野 徹 承認 炎症性心血管疾患における PET-CTの有用性の検討 

 


