
第３８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 ９月 ９日（月）１５：０２ ～１７：１５ 

場所：医療人育成センター２階 セミナー室２ 

出席者：曽根(委員長)，福地（副委員長），葭原（副委員長），高塚，関，目黒，鈴木雄治，清水， 

長谷川，今村，白井，天野，阿部剛，渡邉，種田，中枝，大嶋，坂牧，渡部，島田， 

川島，濱，星井，松田，森田，吉原，庭野，板垣，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：中村，辻村，菖蒲川，八木原，阿部忠朗，杉本，小林，山崎，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： 多施設共同非介入研究における倫理審査集約化に関するガイドライン（案） 

 

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)3件，保健学科(卒業研究)4件，看護部 1件。 

条件付承認件数，工学部 5件，教育学部 4件，教育学部(卒業研究)5件，保健学科 6件。 

再申請件数，教育学部(卒業研究)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 

2019-0215 関 奈緒 承認 

学童を核とした非医薬的公衆衛生対策のインフルエンザ

制御効果の検証 ～研究 2 大規模介入研究に向けたパ

イロットスタディ～ 

2019-0216 小野 高裕 承認 咀嚼時の情動変化が脳血流量に与える影響の検討 

2019-0217 若井 俊文 承認 

BRCA1/2 生殖細胞系列遺伝子変異陽性者に対するリス

ク低減乳房切除術及び乳房再建手術の安全性等に関する

観察研究 

2019-0218 榛沢 和彦 承認 
新潟県中越地震 DVT（deep vein thrombosis）フォロー

アップ検診に関する研究 

 

 



【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 

2019-0219 林 孝文 承認 画像診断による口腔癌の深達度計測 

2019-0220 野杁 由一郎 承認 ピロリ菌の感染機序の解析に関する医・歯連携研究 

2019-0221 大橋 正幸 承認 
地域在住高齢者フレイルの実態調査―基本チェックリス

トによる 5年間の追跡調査結果の解析— 

2019-0222 榎本 隆之 承認 
思春期・若年がん患者等を対象とした日本がん・生殖医

療登録システムによる治療成績解析 

2019-0223 柴崎 康彦 承認 
急性骨髄性白血病の疾患分類ごとのWT1-mRNA値の評

価、および治療経過における推移の解析 

2019-0224 寺井 崇二 承認 
胃癌に対する噴門側胃切除術・食道残胃吻合（半周噴門

形成術）再建法の有効性についての検討 

2019-0225 寺井 崇二 承認 
非ウイルス性肝硬変患者における肥満およびサルコペニ

アの予後に対する影響の解析 

2019-0226 寺井 崇二 承認 
呼気中水素・メタン分析装置およびナンバーコネクショ

ンテストを用いた潜在性肝性脳症の早期診断法の確立 

2019-0227 寺井 崇二 承認 
肝性脳症患者におけるリファキシミンの安全性に関する

多施設共同研究 

2019-0228 寺井 崇二 承認 
新潟大学消化器内科関連病院ネットワークによる膵臓癌

病態解析 

2019-0229 寺井 崇二 条件付 
超音波エラストグラフィーを用いた門脈圧変化と、小腸

内細菌叢への影響の検討 

2019-0230 南野 徹 承認 
PET を用いた加齢関連疾患における褐色脂肪機能の検

討(回顧的観察研究) 

2019-0231 茂呂 寛 承認 HIV陽性者の健康と生活に関する全国調査 

2019-0232 茂呂 寛 条件付 
セファゾリン供給不足が感染症診療に及ぼす影響につい

て 

2019-0233 渡部 聡 承認 
進行期肺癌の治療におけるサルコペニアの影響を検討す

る前向き観察研究 

2019-0234 小屋 俊之 承認 

日本における閉塞性肺疾患のフェノタイプ及びエンドタ

イプを評価することを目的とした前向きコホート研究

（the TRAIT study） 

2019-0235 木村 陽介 承認 
生物学的製剤で治療中の重症気管支喘息症例における呼

吸機能の経年的変化の検討 

2019-0236 若井 俊文 承認 
十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予後に

関する研究 



2019-0237 山崎 恵介 承認 

唾液腺導管癌に対する新しい個別化薬物治療に関する後

方視観察研究-historical control との比較による有用性

の検討、および、治療効果予測因子についての探索的研

究- 

2019-0238 長﨑 啓祐 承認 
小児の adrenarche における 11−oxy androgens の関与

の検討 

2019-0239 春日 健作 承認 
脳脊髄液および血液バイオマーカーによる認知症疾患診

断法の確立 

2019-0240 春日 健作 承認 
プリオン病及びプリオン病疑い患者における現行診断基

準の感度・特異度の検討 

2019-0241 伊藤 浩介 承認 インターネットでの共感覚の調査 

2019-0242 藤井 幸彦 再申請 
脳神経外科手術における３次元融合画像を用いた手術支

援に関する研究 

2019-0243 木下 義晶 承認 
中間位・高位鎖肛における長期術後排便・排尿機能の評

価 

2019-0244 蒲澤 佳子 承認 

グローバルコンソーシアム参加による慢性腎臓病の標準

化対策・リスク因子の解明～魚沼 CKD コホート研究の

CKD Prognosis Consortium への参加～NUHPM1901 

2019-0245 田中 慎吾 承認 
社会的環境における、脳内他者行動モデルに基づいた戦

略的行動選択のモデル解析 

2019-0246 鈴木 直人 承認 
過剰使用に関わる薬物の実際と薬物治療を受ける患者の

薬物に対する意識調査 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2019-0079 竹中 彰治 承認 
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 

2019-0100 高橋 昌 承認 

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 

2019-0119 村山 敏夫 承認 
高齢者における疾患・障害リスク推定に向けた下肢運動

機能評価 

2019-0148 河内 泉 承認 

フィンゴリモド（FTY720）0.5 mg を服用した多発性硬

化症患者における JC ウイルスに対する免疫応答を検討

する 18 ヵ月，多施設共同，2 コホート，前向き観察研究 

 


