
第２７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１０月１５日（月）１５：００ ～１７：４９ 

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），高塚，辻村， 

関，松田康伸，鈴木雄治，今村，白井，天野，阿部，種田，菖蒲川，八木原，中枝， 

大嶋，橋本，渡部，沼野，杉本，川島，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：豊島，渡邉，亀山，小林，田澤，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：CReP試験について 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 9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)6件，保健学科 3件(本委員会承認の１件を含む)。 

条件付承認件数，工学部 6件，人文学部 4件，保健学科 3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。 

また，前回の本委員会で条件付承認とされた保健学科の 1件は，本委員会で条件の充足を確

認し承認した。 

 

【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 

2018-0220 田中 恒彦 再申請 

社交不安に対するポジティブ刺激を用いた注意バイアス

修正が表情画像の回避傾向及び快・不快評定に与える影

響 

2018-0221 真柄 仁 承認 顎口腔運動がもたらす摂食嚥下関連神経筋機構の変調 

2018-0222 荒井 良明 承認 
歯科衛生士によるインプラント手術前専門的機械歯面清

掃の一過性菌血症予防効果 

2018-0223 小山 哲秀 承認 法医学分野における認知症バイオマーカー有用性の検討 

2018-0224 小山 哲秀 承認 組織透明化技術を用いた死因究明法の開発 

2018-0225 曽根 博仁 承認 
湿熱処理玄米米粉米菓摂取による血流依存性血管拡張反

応値変動推移試験 



2018-0226 曽根 博仁 承認 
湿熱処理玄米米粉米菓摂取による血中脂質変動に関する

試験 

 

【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 

2018-0227 早崎 治明 条件付 
早期の乳歯脱落が顎顔面の成長や口腔機能の発達へ与え

る影響に関する研究 

2018-0228 田沼 順一 承認 
口腔疾患の発症・進展機構を解明するための病理組織学

的および分子生物学的検索 

2018-0229 柴崎 康彦 承認 同種造血細胞移植前の骨格筋量が移植成績に与える影響 

2018-0230 柴崎 康彦 承認 
AML/MDS への免疫チェックポイント阻害薬の応用に

向けた腫瘍免疫評価法の確立_多施設共同研究 

2018-0231 横山 純二 承認 
難治性潰瘍性大腸炎の臨床的特徴と適切な治療法の検討 

－後向き観察研究－ 

2018-0232 寺井 崇二 承認 
水利尿薬反応例におけるループ利尿薬の肝・腎機能に与

える影響に関する多施設共同研究 

2018-0233 寺井 崇二 再申請 肝疾患における腸内細菌叢の役割に関する研究 

2018-0234 日比野 浩 承認 
「ダイヤモンド電極による経口分子標的薬の血中濃度測

定」 

2018-0235 福井 直樹 承認 
精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に

関する研究 

2018-0236 渡部 聡 再申請 
EGFR変異陽性肺がんのオシメルチニブ感受性規定因子

を明らかにする前向き観察研究 

2018-0237 渡部 聡 承認 
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾ

リズマブの多施設共同前向き観察研究：（J-TAIL） 

2018-0238 丸山 弘樹 承認 
ファブリー病患者の治療による血漿 lyso-Gb3・アナログ

の変化 

2018-0239 福地 健郎 承認 視神経炎症例の視機能予後の後方視的研究 

2018-0240 菊池 文平 承認 
脳血管内治療に関する診断参考レベル構築のための医療

被ばく実態調査 

2018-0241 中川 雄真 承認 
薬害 HIV 感染被害者が内包する心的課題の抽出と心理

職の介入手法の検討 

2018-0242 小山 哲秀 承認 安定同位体に着目したヒト地域推定ツール有用性の検討 

2018-0243 森山 雅人 承認 
血液凝固線溶検査における検体取り扱い条件が検査値に

与える影響の網羅的評価 

2018-0244 長﨑 啓祐 承認 副腎皮質機能低下症における副腎クリーゼ発症の前向き



観察研究 

2018-0245 今井 千速 承認 
20 歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学

研究 

2018-0246 山本 卓 承認 ウレミックトキシンと認知機能の関連調査 

2018-0247 茂呂 寛 承認 
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）感染症に関す

る臨床的及び微生物学的研究 

2018-0248 茂呂 寛 承認 
痰中の液性因子を測定するための新たな喀痰溶解法の開

発および喀痰中プレセプシン測定方法の確立 

2018-0249 堀井 新 承認 
頭頸部癌に対するセツキシマブ併用放射線療法症例の治

療効果に関する後方視的研究 

2018-0250 山崎 恵介 承認 
頭頸部癌化学放射線療法症例のサルコペニアに関する後

方視的研究 

2018-0251 齋藤 亮彦 承認 
慢性腎臓病（CKD）患者における抗メガリン自己抗体保

有の実態調査と腎予後に関する前向きコホート研究 

2018-0252 木村 陽介 承認 
当院喘息症例における呼吸機能の経年的変化の後方視的

研究 

2018-0253 金澤 勉 再申請 子宮卵管造影における患者被曝線量調査 

2018-0254 冨田 善彦 承認 泌尿器癌オルガノイドの培養研究 

2018-0255 冨田 善彦 承認 腎細胞癌の治療効果と免疫組織化学的因子の検討 

2018-0256 榎本 隆之 条件付 

卵巣明細胞癌の初回再発・再燃例に対する Gemcitabine 

+ Cisplatin + Bevacizumab併用(GPB)療法の臨床第 II

相試験(KCOG-G1601 trial) 

2018-0257 榎本 隆之 承認 

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会： 婦人科悪性腫

瘍に対する妊孕性温存治療に関する小委員会 「本邦に

おける若年子宮体がん妊孕性温存治療についての調査研

究」 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2018-0080 南野 徹 承認 
分岐部/入口部病変における plaque debulking後の DCB

の効果の検討 

2018-0084 望月 友晴 条件付 
初回外傷性膝蓋骨脱臼の適切な治療指針確立

（Prospective study） 

2018-0143 土田 正則 承認 
左上肺静脈心嚢内結紮による断端血栓形成予防の有効性

と安全性に関する多施設共同ランダム化比較第二相試験 



2018-0159 橘 輝 条件付 
新潟大学の学生に対するKessler6を用いたタブレットに

よるメンタルヘルス検診に関する検討 

2018-0182 小泉 健 条件付 肺炎入院症例のＡＤＬ低下要因の検討（症例対象研究） 

2018-0184 小屋 俊之 承認 
我が国のCOPD患者における歩数と身体活動への関連因

子特定のための非介入横断調査：STEP COPD 

 


