
第３５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：令和 元年 ６月１７日（月）１４：５９ ～１６：３７ 

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），福地（副委員長），高塚，辻村，関，清水，鈴木雄治， 

長谷川，今村，白井，天野，阿部剛，渡邉，種田，菖蒲川，中枝，大嶋，坂牧， 

渡部，阿部忠朗，島田，杉本，小林，濱，松田，山崎，吉原，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：葭原（副委員長），八木原，川島，星井，森田，本田，目黒，板垣，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：ゲノム指針と医学系指針との整合について 

 

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)2 件。 

条件付承認件数，工学部 3 件，教育学部 1 件，教育学部(卒業研究)2 件，保健学科 2 件。 

再申請件数，教育学部 2 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 

2019-0078 棚橋 重仁 承認 
看護のヒューマンエラーに関する VR 課題解決型学習の

有用性 

2019-0079 竹中 彰治 再申請 
在宅介護における誤嚥性肺炎のリスクアセスメントに有

効な科学的評価法の開発 

2018-0270 加藤 公則 承認 
第三期特定保健指導のモデル実施『新潟モデル』の構築に

ついて−パイロットスタディ 

2018-0393 杉本 篤言 承認 
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 

2018-0433 清野 由美子 承認 
精神科における誤嚥性肺炎予防のための連携型摂食嚥下

障害ケアプログラムの開発 

2019-0103 佐藤 弘恵 承認 
限局性大腿骨骨皮質肥厚（beaking）を伴うステロイド骨

粗鬆症患者におけるロモソズマブの有効性の検討 

 



【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 

2019-0080 三上 俊彦 承認 
口腔扁平上皮癌における癌関連線維芽細胞の発現と予後

に対する臨床病理学的検討 

2019-0081 大島 勇人 承認 
眼裂および口裂周囲の表情筋の層構造と表情・加齢変化

との関係 

2019-0082 大島 勇人 承認 口底部静脈の走向様式と手術関連出血リスクの評価 

2019-0083 大島 勇人 承認 
解剖体頭部 CT による舌神経 3 次元的走行経路と筋間隙

との関係性の解明 

2019-0084 葭原 明弘 承認 障害児者歯科保健医療実態調査 

2019-0085 井上 誠 承認 歯科受診患者における口腔機能低下症の評価 

2019-0086 井上 誠 承認 結晶性油脂の嚥下機能への関与 

2019-0087 井上 誠 承認 要介護高齢者の摂食嚥下機能・食形態と健康維持の関係 

2019-0088 井上 誠 承認 摂食嚥下運動に関わる動作解析 

2019-0089 田中 慎吾 承認 
社会的環境における、脳内他者行動モデルの構築とそれ

に基づく戦略的行動選択の脳内メカニズムの解明 

2019-0090 小池 輝元 承認 
早期非小細胞肺癌に対する縮小切除(区域切除)の再発に

関する後ろ向き観察研究 

2019-0091 佐藤 征二郎 承認 
本邦の胸腺上皮性腫瘍の後方視的データベースと外国学

会のデータベースとの共同研究 

2019-0092 渡邊 慶 承認 脊髄硬膜•硬膜外動静脈瘻の鑑別診断と治療成績の解明 

2019-0093 山本 卓 承認 
持続的腎代替療法で生じた回路内血栓中の菌種及び菌数

とエンドトキシン濃度の関係 

2019-0094 福地 健郎 承認 
小児におけるスポットビジョンスクリーナーの再現性の

検証 

2019-0095 長﨑 啓祐 承認 
塩喪失型 21 水酸化酵素欠損症の低 Na 血症発症時期に

ついての検討 

2019-0096 長﨑 啓祐 承認 
ダウン症合併バセドウ病患者における抗甲状腺剤への治

療反応性および寛解率に関する多施設共同後方視的検討 

2019-0097 山田 剛史 条件付 
先天性腎尿路異常（CAKUT）の新規尿バイオマーカー同

定 

2019-0098 市川 寛 承認 

高齢（70 歳以上）の切除可能病期胸部食道扁平上皮がん

患者に対する高齢者アセスメントツールの前向き観察研

究 

2019-0099 亀山 仁史 承認 炎症性腸疾患患者における術後成績の検討 



2019-0100 高橋 昌 再申請 

他職種から見た被災地における薬剤師に期待する役割及

び「災害時の医療」に対する学部学生の学習ニーズに関

するアンケート調査研究 

2019-0101 堀井 新 承認 頭頸部癌における Crb3 の免疫組織化学的検討 

2019-0102 阿部 理一郎 条件付 
薬剤性過敏症症候群後に慢性炎症性疾患を発症した患者

の調査 

2019-0104 林 正周 承認 
多発性筋炎/皮膚筋炎合併間質性肺炎の予後予測因子の

同定 

2019-0105 寺井 崇二 承認 
健診における FIB-4 index を用いた肝線維化スクリーニ

ングの有用性の検討 

2019-0106 寺井 崇二 承認 
門脈圧亢進症に対する侵襲的治療における偶発症に関す

る多施設調査 

2019-0107 寺井 崇二 承認 
C 型肝炎ウイルス排除治療による肝硬変患者のアウトカ

ムに関する多施設共同観察研究 

2019-0108 寺井 崇二 承認 
C 型肝炎（HCV）排除治療による潜在性肝性脳症への影

響の評価および小腸内細菌異常増殖(SIBO)の評価 

2019-0109 寺井 崇二 再申請 
十二指腸・小腸腫瘍の臨床像・病理組織像・細菌叢の解

析 

2019-0110 寺井 崇二 承認 
NST（Nutrition Support Team）における消化器疾患関

する後方視的研究 

2019-0111 寺井 崇二 承認 
ウイルス肝炎治療後の肝予備能の回復に関する後方視的

研究 

2019-0112 寺井 崇二 承認 
消化器疾患における薬剤耐性菌の発生状況の後方視的研

究 

2019-0113 寺井 崇二 承認 
サルコペニアに伴う消化器疾患の併発の関連の後方視的

研究  

2019-0114 寺井 崇二 再申請 
慢性B型肝炎における核酸アナログ製剤による長期成績

と他臓器への影響 

2019-0115 寺井 崇二 承認 
高齢者における FIB-4 index と肝硬度の乖離に関する検

討 

 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2018-0272 寺井 崇二 承認 
阿賀野市地域住民を対象とする NAFLD への早期アプロ

ーチを目的とした前向き観察研究 



2018-0415 杉本 篤言 保留 
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 

2019-0009 小池 輝元 承認 

微小肺病変に対する切除支援気管支鏡下肺マッピング

（VALMAP）法を用いた肺縮小手術後の患者における予

後調査 

2019-0022 小屋 俊之 保留 
好酸球性副鼻腔炎合併重症喘息症例に対する生物学的製

剤の治療効果の検討 

2019-0033 山名 一寿 承認 

未治療日本人転移性腎細胞癌患者を対象としたニボルマ

ブ・イピリムマブ併用療法の 有効性と安全性に関する後

方視的観察研究(J-CARDINAL STUDY) 

 


