
第４１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１２月１６日（月）１５：００ ～１７：３０ 

場所： 病院大会議室 病院(病棟)１２階 

出席者：曽根(委員長)，葭原（副委員長），中村（副委員長），福地（副委員長），高塚，辻村， 

関，清水，今村，天野，阿部剛，渡邉，種田，八木原，中枝，大嶋，坂牧， 

渡部，阿部忠朗，島田，杉本，川島，小林，濱，森田，山崎，吉原，大橋， 

庭野，板垣，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：目黒，白井，菖蒲川，星井，松田，鈴木雄治，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：第 60 回医学系大学倫理委員会連絡会議 国際シンポジウム報告 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 12 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 3 件，教育学部(卒業研究)4 件，人文学部 7 件。 

条件付承認件数，工学部 5 件，教育学部 2 件，教育学部(卒業研究)3 件， 

保健学科 1 件。 

対象外件数，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 

2019-0318 天野 達郎 再申請 カフェイン摂取が運動時の体温調節反応に及ぼす影響 

2019-0319 内山 美枝子 承認 

人工気候室を用いた環境条件における頭部状態の検証 

―抗がん剤脱毛時のウィッグ装着時の頭皮悪化を予測で

きるケア開発にむけてー 

2019-0320 柴田 佐都子 承認 障がいをもつ方のための口腔保健支援プログラムの開発 

2019-0321 正道 隆介 条件付 
頭頸部癌化学放射線療法症例への運動介入による骨格筋

量減少抑制についての検討 

2019-0322 堀井 新 承認 
うつや不安を伴う慢性めまいに対する認知行動療法の効

果の検討 

2019-0323 榛沢 和彦 再申請 
弾性ストッキング着用による高次脳機能への影響に関す

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 

2019-0324 藤井 規孝 承認 
歯学部学生および研修歯科医の臨床能力評価に関する研

究 

2019-0325 小林 正治 条件付 

「社会参加」を促進する地域づくりの課題と主観的・客

観的意義 －口腔がん患者の口腔機能障害と社会参加の

課題－ 

2019-0326 小野 高裕 承認 

ウェアラブルデバイスを用いて“噛む”を行動変容する

ことによる食生活の適正化  －咀嚼行動が食後血糖上

昇に及ぼす急性効果の検討－ 

2019-0327 阿部 達也 承認 病理組織を用いた口腔粘膜疾患の成立機序の解析 

2019-0328 柴田 佐都子 承認 
口腔保健福祉学教育プログラムにおける歯科衛生士臨床

能力評価 

2019-0329 柴田 佐都子 承認 
口腔保健福祉学教育プログラムにおける e-portfolioを用

いた歯科衛生士臨床実習実態調査 

2019-0330 山崎 恵介 承認 副甲状腺自家蛍光の研究 

2019-0331 藤井 幸彦 承認 
遠位橈骨動脈穿刺による脳血管撮影の安全性・有効性の

後方視的検討 

2019-0332 金澤 勉 承認 外傷全身 CT 撮影における患者被曝線量調査 

2019-0333 加藤 公則 承認 

壮年期就労者を対象とした生活習慣病予防のための動機

付け支援の技術開発に関する研究 ～保健指導機関統合

データベースにおける検討～ 

2019-0334 曽根 博仁 条件付 
本態性高 Na 血症の発症に関与する脳室周囲器官に対

する特異的抗体解析と発生機序の解明  

2019-0335 福地 健郎 承認 視神経低形成症例の MRI 所見の解析 

2019-0336 川島 寛之 承認 
本邦における四肢／体幹部脱分化脂肪肉腫の治療成績

(Japanese Musculoskeletal Oncology Group 共同研究) 

2019-0337 川島 寛之 承認 日本における大腿骨骨頭軟骨芽細胞腫の外科的治療 

2019-0338 川島 寛之 承認 
骨盤発生悪性骨軟部腫瘍に対する治療実態調査 -手術療

法と粒子線治療の適応基準作成に向けた基礎調査- 

2019-0339 庄司 圭介 条件付 
生後早期に外科的治療を必要とする児の細菌叢形成にお

ける、プロバイオティクスの効果 

2019-0340 齋藤 昭彦 再申請 ベトナムにおける小児百日咳の研究 

2019-0341 齋藤 昭彦 承認 
早期乳児のウイルス感染症原因微生物検出 PCR セット

の確立 



2019-0342 齋藤 玲子 承認 

「学校等欠席者･感染症情報システム」を用いたインフル

エンザ流行マップの配布とその有用性に関するアンケー

ト調査 

2019-0343 菖蒲川 由郷 承認 
十日町市の医療と介護の現状の見える化及び分析とこれ

から求められる地域包括ケアの検討 

2019-0344 依田 拓也 承認 動的荷重に対するヒト手首の力学応答に関する研究 

2019-0345 若井 俊文 承認 
Vater 乳頭部癌に対する術後補助療法の治療成績に関す

る後方視的観察研究 

2019-0346 若井 俊文 承認 
局所進行胆道癌に対する Conversion surgery の治療成

績と予後因子解析 

2019-0347 若井 俊文 承認 
日本肝胆膵外科学会 肝臓外科プロジェクト 09 下大

静脈腫瘍栓(Vv3)合併肝細胞癌の手術成績の検討 

2019-0348 長﨑 啓祐 承認 先天性代謝異常症患者を対象とした健康関連 QOL 調査 

2019-0349 長﨑 啓祐 承認 簡便で包括的な性分化疾患評価システムの考案 

2019-0350 南野 徹 条件付 

経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動

患者の塞栓予防の有効性と安全性に関する多施設レジス

トリー研究―J-LAAO― 

2019-0351 冨田 善彦 条件付 ヒト免疫細胞による癌細胞傷害性に関する研究 

2019-0352 山本 卓 条件付 PMMA 膜による蛋白質吸着特性の網羅的解析 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2019-0262 若井 俊文 承認 
ロボット支援下胃癌手術導入初期における安全性評価の

ための観察研究 

2019-0276 冨田 善彦 承認 

早期前立腺癌に対する PSA 監視療法における  [-

2]proPSA の有用性の検討 -Prostate Cancer Research 

International: Active Surveillance (PRIAS)での国際共

同比較-（PRIAS-JAPAN 付随研究） 

2019-0301 今井 教雄 承認 超音波を用いた骨盤傾斜計測ツールの精度検証 

2019-0305 渡部 聡 承認 

プラチナ製剤/ペメトレキセド/ペムブロリズマブ併用療

法の実地診療における薬剤性肺障害の発現頻度を含めた

安全性調査 

 


