
第４６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 ５月１８日（月）１５：００ ～１６：３８ 

場所：（審議方法） Zoomオンライン審議 

出席者：曽根(委員長)，葭原（副委員長），福地（副委員長），関（副委員長），齋藤，高塚，辻村，金澤， 

他田，牛木，今村，天野，新美，阿部剛，渡邉，金子，種田，菖蒲川，八木原，中枝， 

大坪，坂牧，渡部，申，島田，小林，林，松田，森田，山崎，吉原，大橋，庭野，板垣， 

鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：李，小西，杉山，榛沢，川島，星井 （敬称略） 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 4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 2件，看護部 2件 

［条件付承認件数］保健学科 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 

2020-0039 井上 誠 承認 摂食嚥下動作にかかる上肢ならびに頭頸部の運動解析 

2020-0040 佐々木 崇暢 承認 
嗅覚リハビリテーションの嗅覚障害に対する有用性およ

び認知機能への影響に関する検討 

2020-0041 林 良太 承認 
網羅的サイトカイン探索および in vitro モデルシステム

を用いた遺伝性皮膚疾患の治療 

2020-0042 大島 伸介 承認 
聴覚伝導路を用いた感覚代行トレーニングの有用性の検

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 

2020-0043 高木 律男 承認 口唇裂・口蓋裂児出生に関する実態調査 

2020-0044 大川 純平 承認 深層学習による画像認識技術を応用した舌評価法の開発 

2020-0045 金澤 勉 再申請 
授乳期の核医学検査施行が画像や検査結果に及ぼす影響

に関する研究 



2020-0046 堀井 新 承認 
末梢挿入型中心静脈カテーテルにおける先端位置・合併

症の左右差調査 

2020-0047 髙橋 邦行 承認 
中耳奇形の分類内訳と術後成績 (東北耳科研究会 多施

設共同研究) 

2020-0048 泉 修司 承認 
聴覚障害児に対する人工内耳植込術施行前後の効果的な

療育方法の開発等に資する研究 2 

2020-0049 穂苅 諭 承認 
睡眠時無呼吸症候群患者における間欠的低酸素血症が腎

機能におよぼす影響の検討 

2020-0050 渡部 聡 承認 

再発・進行非小細胞肺がんを対象とした複合免疫治療後

のドセタキセル、ラムシルマブ併用治療の臨床的意義を

明らかとする多施設共同前向き観察研究 

2020-0051 清水 逸平 承認 
老化関連代謝物質及びその制御機構の検討(回顧的観察

研究) 

2020-0052 寺井 崇二 承認 

大規模データベース構築から明らかにする急性下部消化

管出血患者のクリニカルアウトカムの実態とその関連因

子の解明：多施設共同後ろ向き研究 

2020-0053 寺井 崇二 承認 
特定健診結果を利用したディープラーニングによる各種

疾患発生率と必要医療費の予測 

2020-0054 寺井 崇二 承認 
直接作用型抗ウイルス薬治療によるC型肝炎ウイルス排

除後の発癌と静脈瘤発生の実態に関する多施設共同研究 

2020-0055 寺井 崇二 承認 
肝硬変患者での血中腸内細菌由来外膜小胞(OMV)の測

定、解析 

2020-0056 寺井 崇二 承認 
膵癌、肝細胞癌患者の臓器特異的エクソソーム解析によ

る癌の多様性の解析 

2020-0057 寺井 崇二 承認 
C 型肝炎ウイルス排除治療による肝硬変患者のアウトカ

ムに関する多施設共同観察研究 

2020-0058 寺井 崇二 承認 
ウイルス性肝炎の薬剤耐性が及ぼす病態変化に関する研

究（多施設共同） 

2020-0059 寺井 崇二 承認 
日本人 NAFLD および CKD の疫学に関する多施設共同

後ろ向き観察研究 

2020-0060 新田 正和 承認 
診療報酬改定前後での集中治療室・救命センターにおけ

る早期栄養療法に関する調査 

2020-0061 上村 夏生 承認 
当院救命センター・ICUに入室した超高齢患者の背景・

診療・転機の調査 

2020-0062 木村 慎二 条件付 
慢性疼痛診療システムの均てん化と痛みセンター診療デ

ータベースの活用による医療向上を目指す研究  

2020-0063 長﨑 啓祐 承認 小児の甲状腺中毒症の 原因鑑別における FT3/FT4 比



の有用性についての 多施設共同研究 

2020-0064 長崎 啓祐 承認 

若年者バセドウ病のチアマゾール単独治療、チアマゾー

ル+無機ヨウ素併用治療の有効性と安全性に関する多施

設共同観察研究（後ろ向きコホート研究） 

2020-0065 今井 千速 承認 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 

2020-0066 布施 香子 承認 
同種造血幹細胞移植の血管内皮障害に関する血清マーカ

ーの解析評価法の確立 

2020-0067 渡邊 慶 承認 日本語版 Scoliosis Research Society(SRS)-30の確立 

2020-0068 市川 寛 条件付 
食道癌手術後の異時性胃癌（胃管癌）に対する全国実態

調査 

2020-0069 柿田 明美 承認 
グリア細胞を標的とした新規 PET リガンドの開発にお

ける剖検脳組織を用いた評価 

2020-0070 柿田 明美 承認 
患者脳における脂質受容体発現及びスフィンゴ脂質の測

定 

2020-0071 松本 壮吉 承認 

尿検体を用いた肺 Mycobacterium avium complex 

(MAC)症を含む非結核性抗酸菌(NTM) 症の診断や予後

予測因子の探索 

2020-0072 伊藤 由美 承認 

新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター「生活習慣

しっかり改善コース」 観察研究・２ Life-style 

Intervention for Frailty with Emphasis on resistance 

exercise, protein  & vitamin D intake and caloric 

preservation. LIFE-2 study（NUHPM2002 「生活習

慣しっかり改善コース」研究 2） 

2020-0073 棗田 学 承認 
脈絡叢癌における TP53 変異検索及びドラッグスクリー

ニングによる最適治療の検討 

2020-0074 藤井 幸彦 承認 
小児水頭症に対する脳室腹腔（VP）シャントの治療効果

の評価 

2020-0075 南野 徹 条件付 

心筋生検にて診断された急性心筋炎の多施設共同前向き

観察研究  Multicenter obsERvational prospeCtive 

study of biopsy-pRoven acute mYocarditis

（MERCURY） 

 

 

 

 

 

 



【再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2019-0392 葭原 明弘 承認 
成人期における歯科保健行動の実態とその行動変容に関

連する要因の研究 

 

【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 

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

 


