
第２４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 ７月２３日（月）１５：００ ～１７：４０ 

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），葭原（副委員長），関， 

松田康伸，豊島，鈴木雄治，今村，天野，阿部，渡邉，種田，八木原， 

大嶋，橋本，渡部，沼野，亀山，川島，小林，濱，星井，松田英伸，森田， 

山崎，吉原，本田，笠井，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：高塚，辻村，田澤，白井，菖蒲川，中枝，杉本，小西，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： 第 57 回医学系大学倫理委員会連絡会議 報告 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 6 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，教育学部(卒業研究)11 件，保健学科 1 件。 

条件付承認件数，工学部 2 件，教育学部(人文社会科学系)3 件，保健学科 4 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 

2018-0107 小野 高裕 承認 

“噛む”を測ることによるヘルスプロモーションシステ

ムの開発 －咀嚼計を用いた咀嚼行動変容に関するラン

ダム化比較試験－ 

2018-0108 寺井 崇二 対象外 潰瘍性大腸炎患者に対するサラシアの有効性の検討 

2018-0109 高橋 奈央 承認 気管支喘息の上咽頭細菌叢の網羅的解析 

2018-0110 土田 正則 再申請 
心房細動合併左肺癌に対する左肺癌手術と左心耳切除術

の同時手術の安全性を検討する第Ⅰ相試験 

2018-0122 寺井 崇二 承認 
Zenker 憩室に対する内視鏡的憩室隔壁切開術-多施設共

同研究- 

2018-0126 星名 哲 再申請 
ヒト疾患特異的 iPS 細胞の作成とそれを用いた疾患解析

に関する研究 

 



【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 

2018-0096 菖蒲川 由郷 承認 ミャンマーとマレーシアにおける高齢者社会疫学調査 

2018-0111 野杁 由一郎 承認 
難治性根尖性歯周炎における細菌学的原因の探究とマイ

クロエキスカの有効性の評価 

2018-0112 早崎 治明 承認 
CT 画像による正中埋伏過剰歯の三次元的画像解析に関

する研究 

2018-0113 小野 和宏 承認 
分野固有性と汎用性の関係に着目した知識・スキルの形

成と評価 

2018-0114 小林 正治 承認 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 

2018-0115 小川 信 条件付 
大学病院インプラント治療部開設後 10 年間の臨床統計

的検討 

2018-0116 小野 和宏 承認 
矯正治療患者に対する歯垢染色後の口腔内写真を用いた

口腔衛生指導の有効性 

2018-0117 阿部 理一郎 条件付 DPP4阻害薬関連類天庖瘡の実態調査 

2018-0118 大石 誠 承認 
フラボプロテイン自家蛍光反応を用いた新たな神経活動

イメージングの確立への臨床研究 

2018-0119 上村 昌寛 条件付 
抗血栓薬服用患者における cnm陽性 S. mutans感染と脳

内出血発症との関連を検証する多施設共同観察研究 

2018-0120 棗田 学 承認 
原発性悪性脳腫瘍患者に対する標準治療成績を調査する

コホート研究 

2018-0121 榎本 隆之 承認 

我が国における子宮および卵巣原発の悪性黒色腫の現状

に関する調査研究 （関西臨床腫瘍研究会 悪性黒色腫研

究 KCOG-G1701s） 

2018-0123 寺井 崇二 承認 

病理組織学的深達度 MM/SM1 食道扁平上皮癌に対する 

内視鏡的切除の治療成績に関する多施設共同後ろ向き研

究 

2018-0124 堀井 新 承認 慢性めまいの診断アルゴリズムの作成 

2018-0125 金子 詩子 承認 

小児リウマチ性疾患の登録（レジストリ）研究 PRICURE 

（ Pediatric Rheumatology International 

Collaboration Unit Registry） 

2018-0127 斎藤 紘丈 承認 
頭頸部癌への化学放射線治療に伴う口腔咽頭カンジダ症

に関する後方視的研究 

2018-0128 牛木 隆志 承認 
新生児および生後 4 ヶ月以内乳児における不規則抗体保

有状況の調査・解析 

2018-0129 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の検討 



2018-0130 馬場 洋 承認 
フェンタニル持続投与中の血中濃度に対する心拍出量の

影響の検討   

2018-0131 中村 和利 承認 

中越地震被災地域住民の心理的苦痛とその後の要介護認

定および認知症発症との関連を解明する後ろ向きコホー

ト研究 

2018-0132 齋藤 和英 承認 
血中サイトメガロウイルス DNA定量試薬「cobas CMV」の

評価検討 

2018-0133 佐藤 征二郎 承認 
気腫性変化が肺癌手術成績に与える影響を検討する後方

視的観察研究 

2018-0134 南野 徹 再申請 
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン測定試薬の性能お

よび臨床的有用性の評価 

2018-0135 齋藤 玲子 承認 
小児 RS ウイルス感染症の分子疫学調査および臨床経過

解析調査 

2018-0136 亀山 仁史 承認 
消化器外科疾患入院患者における栄養評価と退院後転帰

の関連 

2018-0137 若井 俊文 承認 
消化器・腹部・乳腺内分泌疾患における既存臨床情報や

生体試料を用いた観察研究と公的データベース登録事業 

2018-0138 曽根 博仁 再申請 
レセプトデータベースを使用したバリデーションスタデ

ィー 

2018-0139 榎本 隆之 承認 

妊娠初期の感染性疾患スクリーニングが母子の長期健康

保持増進に及ぼす影響に関する多施設共同前向き観察研

究 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2017-0354 南野 徹 条件付 
非弁膜症性心房細動患者の全身代謝に対するリーバロキ

サバンの影響を検討するための前後比較研究 

2018-0075 米澤 大輔 承認 
感染微生物およびその病原因子の各種免疫細胞に対する

作用解析 

2018-0079 南野 徹 承認 

慢 性 血 栓 塞 栓 性 肺 高 血 圧 症 （ CTEPH ： chronic 

thromboembolic pulmonary hypertension）に対する肺動

脈バルーン形成術（BPA：Balloon pulmonary angioplasty）

の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 

 


