
第４４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 ２年 ３月１６日（月）１５：０３ ～１６：４４ 

場所： 歯学部 大会議室 

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，今村，白井， 

天野，渡邉，種田，中枝，大嶋，坂牧，渡部，阿部忠朗，島田，杉本，川島， 

小林，濱，松田，森田，山崎，吉原，大橋，庭野，板垣，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：葭原（副委員長），目黒，清水，鈴木雄治，小西，杉山，阿部剛，菖蒲川，八木原， 

星井 （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：「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の見直しについて 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 3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。 

［条件付承認件数］工学部 1件，保健学科 3件，看護部 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 

2019-0418 田中 恒彦 再申請 
傍観者を対象にしたデート DV 支援プログラムの効果検

証 

2019-0419 山岸 達矢 保留 VR(Virtual Reality:仮想現実)を用いた慢性耳鳴治療 

2019-0420 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』の検証 

2019-0421 藤井 幸彦 承認 
水頭症に対する phase-contrast MRI による治療効果判

定法確立の探索的試験 

2019-0422 榛沢 和彦 条件付 
段ボールベッドの使用による関節可動域の改善に関する

研究 

2019-0425 坂上 馨 条件付 
外科的矯正治療後患者の舌に対する新規筋機能療法の検

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 

2019-0423 川瀬 知之 再申請 多血小板濃縮材料の生物活性に関する研究 

2019-0424 加藤 祐介 条件付 
超音波切削器を用いた顎矯正手術における Serrated 

aggressive knifeチップの有用性 

2019-0426 小松 康高 承認 
全身性疾患への影響を考慮した新たな歯周病重症度検査

項目の策定 

2019-0427 本多 忠幸 承認 院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 

2019-0428 本多 忠幸 承認 
日本航空医療学会ドクターヘリ・レジストリーへの症例

登録事業 

2019-0429 本多 忠幸 承認 
日本航空医療学会ドクターヘリインシデント・アクシデ

ント登録と要因分析に関する研究 

2019-0430 本田 博之 承認 気道閉塞圧 P0.1による呼吸管理最適化 

2019-0431 長谷川 仁 条件付 

硬膜動静脈瘻に対する Onyx 液体塞栓システムを用いた

経動脈塞栓術に関する多施設共同登録研究（Onyx dAVF 

TAE Registry） 

2019-0432 長谷川 仁 承認 

日本国内の脳神経血管内治療に関する登録研究 4 

Japanese Registry of Neuroendovascular Therapy 4 

(JR-NET4) 

2019-0433 寺島 浩子 承認 
黄斑疾患に対し中心窩を除いた黄斑全体の内境界膜剥離

（FSIP）を施行した症例の術後視機能の研究 

2019-0434 大湊 絢 承認 眼窩腫瘍各疾患の頻度・傾向および治療についての研究 

2019-0435 大湊 絢 承認 
眼瞼後葉再建法としての遊離瞼板結膜移植術の有用性に

ついての研究 

2019-0436 柴崎 康彦 承認 
急性骨髄性白血病に対する HLA 半合致移植後のドナー

リンパ球輸注 

2019-0437 柴崎 康彦 承認 
非血縁者間末梢血幹細胞移植における Anti-thymocyte 

globulin (ATG)の意義 

2019-0438 柴崎 康彦 承認 移植後ムーコル感染症に関する後方視的研究 

2019-0439 笠原 隆 承認 
日本の高リスク転移性ホルモン療法感受性前立腺癌患者

の臨床転帰を観察するレジストリ試験 

2019-0440 渡部 聡 承認 

EGFR 遺伝子変異を有する未治療進行非小細胞肺癌に

対するゲフィチニブ単独療法とゲフィチニブ/カルボプ

ラチン/ペメトレキセド併用療法との第Ⅲ相比較試験

（NEJ009）の追跡調査研究  

2019-0441 南野 徹 条件付 心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適



な治療法の開発のための心不全レジストリ 

2019-0442 和泉 大輔 条件付 抗ミトコンドリアM2抗体検査例の後ろ向き心電図調査 

2019-0443 金澤 雅人 承認 
多系統萎縮症(MSA)の診断に寄与する自律神経症状に関

する検討 

2019-0444 石原 智彦 条件付 筋萎縮性側索硬化症（ALS）の臨床経過調査 

2019-0445 渡邊 裕美 承認 
地域コホート尿を用いた認知症発症予測バイオマーカー

研究 

2019-0446 金澤 勉 承認 

放射線医療技術学叢書(38)「アーチファクト・アトラス

（CT,MRI,SPECT,PET）の執筆に関する多施設共同研

究 

2019-0447 山崎 恵介 承認 
咽喉頭がんに対する経口的切除術の有効性・安全性に関

する後方視的多施設共同研究 

2019-0448 山崎 恵介 承認 新潟県における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施 

2019-0449 鈴木 直人 条件付 
唾液採取によるがん化学療法患者の口腔内炎症性メディ

エーター産生と口腔粘膜炎の関連性に関する検討 

2019-0450 今井 千速 承認 
急性リンパ性白血病患者における CD123 発現の後方視

的研 

2019-0451 寺井 崇二 承認 
肝細胞癌の予後の変遷から見る非 B 非 C 肝癌の今後の

課題 

2019-0452 寺井 崇二 承認 
消化器領域における免疫関連有害事象(irAE)の後方視的

解析 

2019-0453 寺井 崇二 承認 

C 型肝炎ウイルスに対する直接作用型抗ウイルス薬治療

不成功例へのソホスブビル/ベルパタスビル配合錠によ

る再治療の有効性及び安全性に関する検討 

2019-0454 坂田 純 承認 潜在性胆嚢癌に対する外科手術の意義 

 

【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2019-0323 榛沢 和彦 条件付 
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 

 


