
第３７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 ８月１９日（月）１５：０１ ～１７：３３ 

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，目黒，長谷川，今村， 

白井，天野，阿部剛，渡邉，種田，中枝，大嶋，坂牧，渡部，阿部忠朗，島田，杉本， 

濱，森田，山崎，吉原，庭野，板垣，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：葭原，清水，鈴木雄治，菖蒲川，八木原，川島，小林，星井，松田，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： 申請時に間違いやすいポイント 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 8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 1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)3件，保健学科 1件。 

再申請件数，教育学部(卒業研究)3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 

2019-0160 横野 知江 承認 
網膜硝子体手術後の腹臥位における顔面体圧分散と身体

的苦痛軽減を目的とした枕の検討 

2019-0161 定方 美恵子 承認 
分娩時の緊急判断が必要な状況における状況認識―決定

―行動に資する問題解決型教育プログラムの効果 

2019-0162 横野 知江 承認 
油とり紙状アロマシートを用いたアロマセラピーの睡眠

への有効性の検証 

2019-0163 坂井 さゆり 承認 
にしかん健康プロジェクト「あなたにあった、歩き方（運

動）講座」の有効性の検討 

2019-0164 榛沢 和彦 再申請 
脳・血管疾患の簡易スクリーニング機器（頸動脈 HITS検

査）の検診への応用に関する研究 

2019-0165 野々村 頼子 承認 耳鳴りに対する認知行動療法 



 

【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 

2019-0166 早崎 治明 条件付 
全国歯科大学・歯学部附属病院小児歯科外来における経

口抗菌薬の使用実態調査 

2019-0167 林 孝文 承認 
口腔腫瘍学会共同研究委員会ワーキンググループ 口腔

癌深達度（DOI）の画像評価 

2019-0168 冨田 善彦 承認 
早期前立腺がんに対する監視療法：国際共同比較研究

（PRIAS-JAPAN） 

2019-0169 冨田 善彦 承認 
超高リスク前立腺癌に対する前立腺高線量率組織内照射

療法の治療成績に関する観察研究 

2019-0170 冨田 善彦 承認 新潟県における検診発見前立腺癌の実態調査 

2019-0171 堀井 新 承認 聴器癌の治療成績に関する新潟県多施設後ろ向き研究 

2019-0172 堀井 新 承認 
再発転移頭頸部癌に対するニボルマブ療法に関する後ろ

向き研究 

2019-0173 堀井 新 承認 
頭頸部癌における水酸化酵素 PLOD2 の免疫組織化学的

検討 

2019-0174 山崎 恵介 承認 
多列面検出器型 CT による頭頸部癌化学放射線治療後の

嚥下障害機序の解明に関する後ろ向き観察研究 

2019-0175 堀井 新 取り下げ 
慢性めまいに対する認知行動療法の有効性についての検

討 

2019-0176 金澤 勉 承認 3D FLAIR imageの画質評価に関する研究 

2019-0177 今井 教雄 承認 
人工股関節全置換術術中支援簡易デバイスの体格におけ

る限界の検証 

2019-0178 松田 英伸 承認 急性網膜壊死の統計と検討 

2019-0179 伊藤 由美 承認 
蛋白尿が遷延する妊娠高血圧腎症の臨床病理学的特徴と

腎予後の比較 

2019-0180 成田 一衛 承認 クレアチニン測定試薬の網羅的性能評価 

2019-0181 成田 一衛 承認 

[和文] 日本ネフローゼ症候群バイオマーカー研究 [英

文] Japan bioMARkers In NEphrotic syndrome study 

(J-MARINE study) 

2019-0182 藤井 幸彦 承認 
当科における脳動脈瘤に対する血管内治療の成績、再発

様式の後方視的検討 

2019-0183 藤井 幸彦 承認 Onyx塞栓術を用いた脳動静脈奇形治療成績の検討 

2019-0184 藤井 幸彦 承認 脳神経外科における外視鏡手術の有効性，適応の検討 



2019-0185 藤井 幸彦 承認 

悪性神経膠腫に対する標準治療後再発時におけるベバシ

ズマブ療法の有効性、予後、脳血管障害を含む合併症の

検討 

2019-0186 藤井 幸彦 承認 嚢胞形成プロラクチン産生下垂体腺腫の治療成績 

2019-0187 藤井 幸彦 承認 もやもや病における脳梗塞、脳出血合併の検討 

2019-0188 山田 剛史 承認 
腎生検組織を用いた慢性腎疾患の病態解明および進行機

序の検討 

2019-0189 長﨑 啓祐 承認 

ダウン症合併バセドウ病患者と非合併バセドウ病患者で

の fT4正常化までの期間についての多施設共同後方視的

検討 

2019-0190 沼野 藤人 承認 

本邦に於けるフォンタン術後臨床事故の現状把握と治

療・管理法の確立を目指した前向き多施設コホート研究 

[フォンタン・レジストリー] 

2019-0191 中田 光 承認 
自己免疫性肺胞蛋白症の胸部高分解能 CT 画像のパター

ン認識による解析 

2019-0192 寺井 崇二 承認 
入院時支援加算対象者における管理栄養士介入について

の検討 

2019-0193 寺井 崇二 再申請 クローン病患者のシネMRIの解析 -多施設共同研究- 

2019-0194 寺井 崇二 承認 
RH-PAT と体成分分析、オステオポンチンを用いた

NAFLDのリスク評価の試み 

2019-0195 茂呂 寛 承認 臨床検体を用いた新規β-D-グルカン測定法の性能評価 

2019-0196 味岡 洋一 承認 
pT1(SM)大腸癌における腫瘍内、腫瘍外リンパ管および

静脈浸潤とリンパ節転移の関連性についての検討 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2018-0392 近藤 直樹 条件付 

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 

2018-0415 杉本 篤言 条件付 
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 

2019-0114 寺井 崇二 承認 
慢性 B 型肝炎における各種核酸アナログ製剤投与による

他臓器への影響 

2019-0126 天野 達郎 承認 異なる糖質飲料摂取が運動後の体液回復に及ぼす影響 

 


