
第３２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３１年 ３月１８日（月）１５：０３ ～１６：１８ 

場所：医学部 大会議室（共同研究棟５階） 

出席者：中村（副委員長），窪田（副委員長），葭原（副委員長），高塚，辻村，松田康伸， 

田澤，今村，阿部，渡邉，種田，八木原，大嶋，渡部，杉本，濱，星井，森田， 

山崎，笠井，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：曽根(委員長)，関，豊島，鈴木雄治，白井，天野，菖蒲川，中枝，橋本， 

沼野，亀山，川島，松田英伸，吉原，本田，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：ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律について 

 

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，保健学科 2件。 

条件付承認件数，保健学科 1件，看護部 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。 

 

【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 

2018-0390 小野 高裕 承認 
インターバル速歩の継続が顎口腔機能に与える影響の評

価 

2018-0391 橘 輝 承認 
日常生活バイオフィードバックを用いた弁証法的行動療

法スキル指導の効果研究 

2018-0392 近藤 直樹 再申請 

関節リウマチ患者に対するサリルマブ皮下製剤と抗リウ

マチ薬の併用投与による臨床効果に与える影響に関する

検討 

2018-0393 杉本 篤言 再申請 
脳磁図(MEG)による自閉スペクトラム症の反復常同性と

その制御機構の解明 

 

 

 



【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 

2018-0394 早崎 治明 承認 小児の口腔周囲軟組織の形態学的・機能学的研究 

2018-0395 佐藤 直子 承認 
食事介助における、被介助者の頭部体幹及び口腔の運動

と視線の動き 

2018-0396 長谷部 大地 承認 
新潟県における睡眠時無呼吸症の歯科的治療の実態に関

するアンケート調査 

2018-0397 高木 律男 取り下げ 
三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス ―歯科・口腔外

科領域感染症― 

2018-0398 髙村 昌昭 承認 
利尿剤抵抗性の腹水患者における集学的治療の現状に関

する多施設共同研究 

2018-0399 寺井 崇二 承認 クローン病患者における治療経過に関する後方視的研究 

2018-0400 寺井 崇二 承認 
慢性肝疾患症例における肝硬度の経時変化、ならびに肝

硬度と肝発癌・門脈圧亢進症との関連についての検討 

2018-0401 寺井 崇二 承認 
高齢肝癌症例における分子標的治療薬の効果と忍容性に

関する検討 

2018-0402 寺井 崇二 承認 
食道アカラシアおよびその類縁疾患に対する POEM の

有効性、安全性に関する多施設での後ろ向きの検討 

2018-0403 寺井 崇二 承認 シネMRIによる小腸運動機能評価 -多施設共同研究- 

2018-0404 寺井 崇二 承認 肝疾患を背景とした門脈血栓に対する治療戦略の検討 

2018-0405 寺井 崇二 承認 
AI（人工知能）による食道疾患内視鏡画像の自動診断シ

ステム作成 

2018-0406 寺井 崇二 承認 
慢性膵炎に対する内視鏡的ステント留置術に関する後方

視的研究 

2018-0407 寺井 崇二 承認 切除不能局所進行膵癌の治療に関する後方視的研究 

2018-0408 南野 徹 承認 
日本における成人先天性心疾患患者の通院状況に関する

調査（多施設共同後ろ向き観察研究） 

2018-0409 池内 健 承認 
アルツハイマー病全国研究（J-ADNI）で採取された既存

バイオサンプルを活用した研究 

2018-0410 岡本 竹司 承認 
破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフ

ト内挿術の治療選択に関する全国多施設観察研究  

2018-0411 杉本 愛 承認 
完全型心内膜床欠損症及びファロー四徴症合併症例に対

する本邦の治療成績と周術期危険因子の検討 

2018-0412 渡部 聡 承認 
胸部腫瘍に対する分子標的治療薬の有効性に関わるバイ

オマーカー探索研究 

2018-0413 小屋 俊之 承認 難治性喘息症例に対する生物学的製剤および気管支温熱



形成術の治療効果の検討 

2018-0414 渡部 聡 承認 

EGFR チロシンキナーゼ阻害薬と免疫チェックポイン

ト阻害薬の投与順・投与間隔と間質性肺疾患発症リスク

の関連を検討する多施設共同後ろ向き観察研究- NEJ 

040 - 

2018-0415 杉本 篤言 再申請 
脳磁図(MEG)測定による自閉スペクトラム症の視線認

知・社会認知特性の解明 

2018-0416 冨田 善彦 承認 

日本人転移性腎細胞癌患者を対象とした、免疫チェック

ポイント阻害剤治療中止後の分子標的薬の有効性、安全

性関する後ろ向き観察研究（AFTER I-O試験） 

2018-0417 中村 和利 承認 
加齢性疾患・生活習慣病等のコホート研究（村上コホー

ト研究）追跡調査 

2018-0418 近藤 直樹 承認 乾癬性関節炎にたいする臨床像と治療状況に関する検討 

2018-0419 普久原 朝海 承認 寛骨臼骨折の長期治療成績 

2018-0420 矢野 真人 承認 
ヒトの血漿および細胞上清における Enigmatic RNA 発

現の検討 

2018-0421 堀井 新 承認 

先天性および若年性の視覚聴覚二重障害に対する一体的

診療体制に関する研究 ～視覚聴覚二重障害 実態把握

のための全国調査（二次調査）～ 

2018-0422 吉村 宣彦 承認 

低管電圧 Computed Tomography Venography（CTV）

を用いて下肢静脈超音波検査と比較した下肢深部静脈血

栓症の診断能に関する後方視的研究 

2018-0423 吉村 宣彦 承認 
Dual energy CT による Lung perfused blood volume 

(PBV)の経時的検討 

2018-0424 牛木 隆志 承認 
重症 GVHD 治療に向けた CD25 中和抗体代替ペプチド

製剤の開発 

2018-0425 中田 光 承認 
自己免疫性肺胞蛋白症の血清診断キットの施設間精度管

理の検討 

2018-0426 今井 千速 承認 

急性リンパ性白血病における分子遺伝学的検査の意義と

実行可能性を検証するための多施設共同前向き観察研究

（ALL-18） 

2018-0427 齋藤 昭彦 承認 
国内におけるパレコウイルス A3 感染症の前方視的疫学

調査 

2018-0428 齋藤 昭彦 承認 
2018 年秋における小児の喘息発作増加とエンテロウイ

ルス D68感染症の流行 

2018-0429 金子 詩子 承認 
小児期発症全身性エリテマトーデスに対するシクロフォ

スファミドの長期的副作用調査 



2018-0430 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）にお

けるバイオマーカー探索研究 

 


