
第４５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 ４月２０日（月） 

場所： メール審議 

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） 

 

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 

2020-0001 齋藤 あや 再申請 
「日米小児科学会予防接種プロジェクト作成教材を用い

た標準化教育の効果」 

2020-0002 曽根 博仁 承認 
食物繊維を増強した玄米煎餅による血糖上昇抑制効果の

研究 

2020-0003 加藤 公則 条件付 
AI(artificial intelligence、人工知能)による健診結果の予

測能及び特定保健指導法への有用性の検証 

2020-0004 坂井 幸子 承認 
超音波エラストグラフィを用いた舌の圧力変化に伴う口

腔周囲筋の力学的挙動の解明 

 

 

【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 

2020-0005 真柄 仁 承認 
回復期病棟患者における包括的口腔嚥下機能評価，管理

とその予後の検討 

2020-0006 竹中 彰治 承認 
CRP 値と血清抗体価を用いた肺炎リスクアセスメント

の有効性の探索 



2020-0007 田沼 順一 承認 頭頸部腫瘍における細胞分化バイオマーカーの開発 

2020-0008 南野 徹 再申請 心房における老化シグナルの検討(回顧的観察研究) 

2020-0009 三島 健人 承認 
心血管疾患における細胞老化の病的意義の検討 (前向

き観察研究) 

2020-0010 南野 徹 承認 
JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とそ

の解析 

2020-0011 土田 正則 承認 
肺葉切除高リスク臨床病期 IA 期非小細胞肺癌に対する

区域切除と楔状切除のランダム化比較試験(JCOG1909) 

2020-0012 横山 純二 承認 
薬剤性小腸粘膜傷害の臨床的特徴の検討 －後向き観察

研究－ 

2020-0013 寺井 崇二 承認 
サルコペニア症例における体組成と腸内細菌叢に関する

研究 

2020-0014 寺井 崇二 承認 
慢性肝疾患における亜鉛欠乏症の臨床的意義と補充療法

の有効性の評価 

2020-0015 金澤 雅人 承認 
脳主幹動脈閉塞を判断するための Neurological Triage

に関する検討 

2020-0016 鈴木 芳樹 承認 学生の健康白書 2020 

2020-0017 大嶋 康義 承認 
睡眠関連呼吸障害疑い症例に潜在する遅発型ポンペ病確

定診断観察研究 

2020-0018 小屋 俊之 承認 
慢性閉塞性肺疾患（COPD）の増悪認知ツール構築に関

する研究 

2020-0019 柿田 明美 再申請 
Expression of a human endogenous retrovirus (HERV-

K) in Guam ALS/PDC brains 

2020-0020 成田 一衛 承認 

DISCOVER CKD 試験 プロスペクティブ及びレトロ

スペクティブなデータ収集によって早期治療開始、治療

パターン、治療の有効性、患者の転帰及び患者の QOLを

評価するための CKD 患者を対象としたリアルワールド

データを収集する観察研究 

2020-0021 成田 一衛 承認 乳酸脱水素酵素測定試薬の網羅的性能評価 

2020-0022 大橋 正幸 承認 腎癌脊椎転移に対する手術治療後の生命予後因子の検討 

2020-0023 大橋 正幸 再申請 
思春期特発性側弯症患者の骨密度・骨代謝・生活習慣と

側弯度および椎体変形の関連 

2020-0024 寺島 浩子 承認 
強度近視黄斑円孔網膜剥離に対する inverted ILM flap 

techniqueを用いた硝子体手術の有用性についての研究 

2020-0025 棗田 学 承認 

ポドプラニン及び血小板活性受容体CLEC-2と頭蓋内血

栓塞栓性疾患及び脳神経外科疾患の周術期合併症との関

連について 



2020-0026 長谷川 仁 承認 

VertebroBasilar Dolichoectasia(VBD)の自然歴および

外科的治療の成績に関する多施設共同登録研究(略称 

VertebroBasilar Dolichoectasia Registry)  

2020-0027 鈴木 倫明 承認 
脳血管障害に対するコンピューターシミュレーションを

用いた血流解析 

2020-0028 長谷川 仁 承認 脳動静脈奇形における体細胞変異の意義の解明 

2020-0029 木村 陽介 承認 
新潟県内の成人気管支喘息患者と主治医に対するアンケ

ート調査 

2020-0030 蒲澤 佳子 承認 
新興感染症流行時におけるメンタルヘルスに関するコホ

ート調査～とくに COVID-19感染症について～ 

2020-0031 山田 貴穂 承認 

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊娠転帰および母児の長

期予後に関する登録データベース構築による多施設前向

き研究 （Diabetes and Pregnancy Outcome for Mother 

and Baby Study） －糖尿病および“妊娠中の明らかな

糖尿病（Overt diabetes in pregnancy）”合併妊娠の妊娠

転帰調査（DREAMBee study [ DM/OvertDM-PO]） 

2020-0032 関根 正幸 承認 
口腔における HPV 感染状況とワクチンの HPV 感染予

防効果に関する調査 

 

【迅速審査 再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2019-0362 山本 知裕 承認 
小児における理想的な気管挿管チューブ挿入長につい

て、声帯から気管分岐部までの距離を指標とした検討 

2019-0379 柿田 明美 承認 
てんかん脳における細胞間相互作用に関る分子変化の解

析 

 

【追加審議】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2020-0033 齋藤 昭彦 承認 小学校における新型コロナウイルス感染症の調査 

 


