
第２０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３０年３月１９日（月）１５：０３ ～１６：３０ 
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），高塚，葭原，関，鈴木雄治， 

田澤，今村，新美，田中，西埜，渡邉，種田，菖蒲川，中枝，大嶋， 
橋本，金子，小林，新熊，星井，長谷部，森田，山崎，吉原，本田，笠井， 
鈴木浩史（敬称略） 

欠席者：宮崎，笹本，豊島，八木原，福井，榛沢，川島，杉本，杉山 （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： 臨床研究法施行にむけて 

小委員会審議 
各小委員会に申請のあった 2 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，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。 
承認件数，人文学部 1 件。 
条件付承認件数，保健学科 1 件。 
再申請件数，保健学科 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 迅速審査】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2017-0363 小林 正治 条件付 
顎関節症患者における口腔関連ＱＯＬの評価と治療によ

る影響 

2017-0364 髙橋 功次朗 条件付 口唇閉鎖機能の定量化による新治療目標への臨床応用 

2017-0365 小林 正治 承認 外科的矯正治療に関する実態調査 

2017-0366 藤井 幸彦 条件付 
未破裂大型近位部内頚動脈瘤の治療法に関する全国実態

調査 

2017-0367 齋藤 昭彦 承認 
リアルタイム PCR法によるウイルス診断が小児の臨床現

場に与える影響 

2017-0368 高塚 尚和 承認 
Dual Energy イメージングによる血液のCT値とヘモグロ

ビン値との相関に関する基礎的検討 

2017-0369 寺井 崇二 承認 慢性肝疾患でのオートタキシンの測定意義の検討 



2017-0370 寺井 崇二 条件付 高圧酸素療法前後での腸内細菌叢の変化に関する研究 

2017-0371 寺井 崇二 条件付 
炎症性腸疾患患者における血清 IgA に関する後方視的研

究 

2017-0372 寺井 崇二 条件付 
小腸におけるカプセル内視鏡の消化管運動機能検査とし

ての有用性に関する後方視的研究 

2017-0373 寺井 崇二 承認 IgG4関連消化器疾患の長期予後の検討 

2017-0374 寺井 崇二 承認 
非切除悪性肝門部胆管狭窄に対する内視鏡的ステント留

置術の後方視的研究 

2017-0375 髙村 昌昭 承認 
肝硬変患者の腎機能悪化に関する臨床的因子の後向き観

察研究 

2017-0376 金澤 雅人 承認 進行性脳梗塞病型 BADの新規診断バイオマーカーの探索 

2017-0377 近藤 直樹 条件付 
関節リウマチ患者の肘関節破壊における非拘束型人工肘

関節置換術の術後画像評価および機能評価に関する検討 

2017-0378 福地 健郎 承認 
次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像

等データベースの基盤構築 

2017-0379 福地 健郎 承認 

次世代眼科医療を目指す、ICT/人工知能を活用した画像

等データベースの基盤構築 プロジェクト 1（眼底写真

の診断） 

2017-0380 福地 健郎 承認 
ヘッドマウント型視野計アイモ®を用いた両眼開放視野

と片眼遮蔽視野の比較 

2017-0381 福地 健郎 承認 
眼科研究における眼科一般検査の健常者データベースの

作成 

2017-0382 堀井 新 承認 
持続性知覚性姿勢誘発めまい(persistent postural 

perceptual dizziness：PPPD)診断のための問診票の確立 

2017-0383 堀井 新 承認 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 

2017-0384 柿田 明美 承認 
帯状疱疹後神経痛・帯状疱疹罹患と水痘帯状疱疹ウイル

ス（VZV）感染関連遺伝子・VZV潜伏感染の関連解析  

2017-0385 柿田 明美 承認 認知症のバイオマーカー研究 

2017-0386 成田 一衛 条件付 
多施設の糖尿病患者コホートを用いた Diabetic Kidney 

Diseaseの実態および発症・進展因子の解明 

2017-0387 青木 信将 条件付 
膠原病に対して免疫抑制療法中の患者におけるサイトメ

ガロウイルス感染のリスク因子の検討 

2017-0388 土田 正則 承認 

特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期

ピルフェニドン療法の術後急性増悪抑制効果に関する第

Ⅲ相試験『P III－PEOPLE study』（NEJ034） 

2017-0389 土田 正則 承認 
肺癌に対するサルベージ手術の有効性と安全性を検討す

る多施設共同後ろ向き臨床研究 



2017-0390 遠藤 直人 承認 
新潟市急患診療センターにおけるコンビニ受診の実態と

背景因子の調査 ―時間外診療の適正化を目指して― 

2017-0391 有泉 高志 条件付 
中高齢者原発性高悪性度悪性骨腫瘍の治療成績に対する

研究 -骨軟部肉腫治療研究会（JMOG）多施設共同研究- 

2017-0392 南野 徹 承認 
HPLC法による HbF，Hbバリアント保有患者の HbA1c測定

手順の確立 

2017-0393 南野 徹 承認 輸血後鉄過剰症の早期発見マーカーの検索 

2017-0394 西條 康夫 承認 

乳癌患者における味覚障害の実態調査ならびに味覚障害

と血清亜鉛濃度の関連性と亜鉛補充療法による効果の考

察 

2017-0395 菊地 利明 承認 
既治療進行非小細胞肺癌における FDG-PET/CT の抗 PD-1

抗体療法の効果予測に関する多施設共同臨床研究 

2017-0396 中村 和利 承認 健康診断受診者の骨密度の経年変化に関する研究 

2017-0397 若井 俊文 承認 
膵癌切除後肺転移の臨床病理組織学的特徴に関する後ろ

向き観察研究 

2017-0398 市川 寛 承認 

切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根治的化

学放射線療法と導入 Docetaxel+CDDP+5-FU 療法後の

Conversion Surgery を比較するランダム化第 III 相試

験 

2017-0399 布施 香子 承認 

同種造血幹細胞移植後の急性腸管 GVHD 発症のバイオマ

ーカーとしてのカルプロテクチン測定の有用性に関する

研究 

2017-0400 曽根 博仁 再申請 

ウェアラブル身体活動計による身体活動量モニタリング

と食事調査及び健康診断に基づく、働き盛りの中高年を

中心とした生活習慣病・心血管疾患の前向きコホート研

究 

2017-0401 加藤 公則 再申請 
ストレスチェックデータから得られたストレス状態と生

活習慣病の関係についての横断的及び縦断的解析 

2017-0247 望月 友晴 承認 
円板状半月板の適切な治療方針の確立（Retrospective 

study） 

2017-0299 馬場 洋 承認 
麻酔手技に関する解剖知識と技能の習熟および研究を目

的とした遺体解剖実習 

 


