
第５０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 ９月１４日（月）１４：５８～１７：０８ 

場所：（審議方法） Zoom オンライン審議 

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

今村，新美，天野，阿部剛，渡邉，金子，種田，中枝，大坪，渡部，申，島田，榛沢，依田，

小林，林，星井，松田，森田，山崎，吉原，大橋,庭野，板垣，鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：関（副委員長），小西，杉山，菖蒲川，八木原，坂牧 （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：人を対象とする生命科学・医学系研究に関する指針（案）修正案 

 

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 1 件，保健学科 2 件 

［条件付承認件数］工学部 6 件，教育学部(卒業研究)3 件，人文学部 1 件， 

人文学部(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 

2020-0212 棚橋 重仁 再申請 看護教育に関する VR 体験型学習教材の開発 

2020-0213 白井 述 承認 
野菜飲料を用いたトレーニングが子どもの野菜摂取行動

に及ぼす影響の調査 

2020-0214 米澤 大輔 承認 
全部床義歯または両側遊離端義歯新製時の栄養指導が高

齢者の栄養状態と咀嚼能力に与える影響 

2020-0215 北澤 勝 再申請 
コントロール困難糖尿病患者に対するフリースタイルリ

ブレプロ使用による血糖コントロール改善の検討 

2020-0216 榛沢 和彦 再申請 
A.A.TH®︎繊維製品 着用による血流改善効果に関する研

究 

2020-0217 西島 浩二 条件付 
胎児骨系統疾患に対する胎児 CT 検査の有効性・安全性

に関する研究 

2020-0228 土田 正則 承認 
胸部薄切 CT 所見に基づく早期肺癌に対する経過観察の

単群検証的試験（JCOG1906） 



 

【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 

2020-0218 荒井 良明 承認 インプラント治療の術後経過に関する検討 

2020-0219 松田 敬一郎 再申請 
小児開心術における胸横筋膜面ブロックと腹直筋鞘ブロ

ックの組み合わせの有用性の後方視的検討 

2020-0220 上村 夏生 承認 救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査 

2020-0221 菖蒲川 由郷 承認 
高齢者のインターネット利用と検索行動の実態把握と新

型コロナウィルス感染症流行の前後の変化の把握 

2020-0222 菖蒲川 由郷 条件付 十日町いきいき健康調査（郵送による追跡調査） 

2020-0223 冨田 善彦 承認 
新潟大学医歯学総合病院におけるロボット支援前立腺全

摘除術の長期治療成績に関する観察研究 

2020-0224 冨田 善彦 承認 
早期前立腺がんにおける根治術後 PSA 再発における病

理学的および分子生物学的予測因子探索研究 

2020-0225 冨田 善彦 承認 
腎細胞癌治療における GSK-3 阻害の抗腫瘍免疫増強の

試み 

2020-0226 金子 詩子 承認 
我が国の若年全身性エリテマトーデス患者の現状と妊娠

転帰を含む長期･短期予後に関する前向きコホート研究 

2020-0227 佐藤 征二郎 承認 
気腫性変化が肺腺癌手術成績に与える影響を検討する後

方視的観察研究 

2020-0229 坂田 純 承認 原発性十二指腸癌の治療方針・予後に関する研究 

2020-0230 金子 佳賢 承認 
腎疾患患者における病態シグナルの解析と臨床的意義に

関する研究 

2020-0231 山本 卓 条件付 
リクセルによる透析アミロイドーシス関節症状の改善と

バイオマーカーの関連 

2020-0232 榎本 隆之 承認 
婦人科腫瘍における画像検査の有用性の検討 -病理所

見に照らし合わせた各種画像検査の比較- 

2020-0233 磯部 真倫 条件付 
online faculty development の実践報告とその効果およ

びモデルの構築 

2020-0234 榎本 隆之 承認 卵巣癌における SLFN11 発現の臨床的意義の解明 

2020-0235 柏村 健 条件付 
認知症合併心臓病患者におけるカテーテル検査時の周術

期合併症を調査するための後ろ向き観察研究 

2020-0236 柏村 健 承認 
AI(人工知能)による心筋生検標本画像を用いた診断およ

びリバースリモデリング予測システムの確立 

2020-0237 尾崎 和幸 条件付 
【データベース研究】心臓リハビリテーション実態調査

へ向けた多施設共同研究 



2020-0238 大槻 総 承認 
Electrical storm における ICD/CRT-D 遠隔モニタリン

グの有用性について 

2020-0239 柴崎 康彦 承認 
HLA 半合致血縁ドナーからの同種造血細胞移植におけ

る免疫抑制法の違いが予後に及ぼす影響 

2020-0240 古賀 寛 条件付 新潟市の学童の骨折発生に関する縦断的疫学調査 

2020-0241 佐々木 崇暢 承認 
鼻副鼻腔乳頭腫および扁平上皮癌における HPV 感染と

治療成績の関連性についての検討 

2020-0242 堀井 新 承認 
視覚刺激が持続性知覚性姿勢誘発めまい患者の重心動揺

に与える影響についての検討 

2020-0243 山崎 恵介 承認 新潟市における頭頸部がん健診のこころみ 

2020-0244 金澤 勉 承認 子宮卵管造影における患者被曝線量調査 

2020-0245 長谷川 仁 承認 
急性期虚血性脳卒中に対する機械的血栓回収療法の効果

と安全性に関する多施設共同登録研究 

2020-0246 鈴木 倫明 承認 

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に脳卒中を発

症した患者の臨床的特徴を明らかにする研究 -今後拡

大が予測される COVID-19 への対策の模索- 

2020-0247 宮田 昌幸 承認 鼻に移植された肋軟骨の弯曲の頻度の調査 

2020-0248 河内 泉 承認 
免疫性神経疾患を持つ患者における妊娠中の薬剤使用に

よる児への影響に関する検討 

2020-0249 河内 泉 承認 
免疫性神経疾患を持つ女性患者における妊娠アウトカム

と疾患活動に関する研究 

2020-0250 林 正周 承認 
多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前

向き観察研究  

2020-0251 渡部 聡 承認 

肺大細胞神経内分泌がん (LCNEC) におけるアテゾリ

ズマブと化学療法併用療法の多施設共同非介入前向き観

察研究(NEJ044) 

 

【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 

2020-0134 高橋 剛史 承認 
甲状腺切除を伴う咽喉頭がん手術時の副甲状腺機能温存

における近赤外線装置の安全性と有効性の研究 

2020-0142 上村 顕也 承認 肝腫瘍に対する放射線治療の安全性と有効性の検証 

2020-0148 藤原 和哉 承認 
新潟市の糖尿病治療中断者の現状把握ならびに受診勧告

事業の有効性の検討 

 


