
第５１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１０月１９日（月）１５：００～１６：４１ 

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），関（副委員長），辻村，金澤，他田，牛木， 

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

鈴木浩史 （敬称略） 

欠席者：齋藤，高塚，小西，杉山，大坪，板垣 （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： 2020年度第 3回 ヒトゲノム研究倫理について考える会 報告 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 10 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，教育学部(卒業研究)5件，人文学部(卒業研究)11件 

［条件付承認件数］工学部 5件，人文学部(卒業研究)6件，保健学科 2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 

2020-0260 杉本 篤言 再申請 
インターネット・ゲーム障害患者に対するグループセラ

ピーの効果についての検討 

2020-0289 阿部 理一郎 承認 
シングルセル解析を用いた重症薬疹の病態解明及び発症

予測、重症度予測マーカーの検索 

 

【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 

2020-0261 高木 律男 承認 
HIV初期感染症またはAIDS診断前に口腔症状の見られ

た症例の検討 

2020-0262 笠原 隆 承認 
日本における限局性前立腺がんに対するヨウ素 125密封

小線源永久挿入療法の長期予後に関する継続予後調査研



究 

2020-0263 笠原 隆 承認 

日本における限局性前立腺がんに対するヨウ素 125密封

小線源永久挿入療法の長期予後に関する継続予後調査研

究 付随研究：非通院患者の予後に関する郵送調査 

2020-0264 林 正周 承認 

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラ

クティブ MDD診断システムを用いた診断標準化に基づ

く疫学データの創出―AI 診断システムと新規バイオマ

ーカーの開発― 

2020-0265 渡部 聡 承認 

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または

進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズ

マブ併用療法の多施設共同前向き観察研究 J-TAIL-2：

Japanese-Treatment with Atezolizumab In Lung 

Cancer-2 

2020-0266 佐藤 弘恵 承認 

地域在住高齢者の慢性腎臓病とサルコペニア・フレイル

および生命予後に対する食事の影響について：魚沼・湯

沢コホート研究 

2020-0267 寺井 崇二 承認 
好酸球関連消化管疾患における治療法確立にむけての研

究 

2020-0268 岡田 正康 承認 
下垂体部腫瘍おける治療ターゲットに関する後方視的探

索研究 

2020-0269 長谷川 仁 承認 

特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会データ

ベースを用いた観察研究  Japanese Society of 

Neuroendovascular Therapy Data Base (JSNET-DB) 

− パルスライダー、W-EBデバイス − PulseRider and 

W-EB registry 

2020-0270 植木 智志 承認 先天眼瞼下垂に合併する屈折異常の後方視的研究 

2020-0271 堀井 新 承認 

持続性知覚性姿勢誘発めまい（Persistent Postural 

Perceptual Dizziness, PPPD）の治療経過についての検

討 

2020-0272 木村 慎二 条件付 慢性疼痛患者レジストリの構築と登録に関する研究 

2020-0273 成田 一衛 承認 
腎生検で診断の得られた希少 6腎疾患の臨床像と病理学

的特徴の検討に関する研究 

2020-0274 成田 一衛 承認 

成人期発症のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはス

テロイド依存性) 患者における免疫多様性解析に関する

研究 

2020-0275 福地 健郎 承認 
新潟県における過去 10 年の緑内障による視覚障害者認

定状況の統計的検討 



2020-0276 長崎 啓祐 承認 
ペルオキシソーム病・ライソゾーム病で蓄積する異常脂

質の構造と代謝に関する解析 

2020-0277 長崎 啓祐 承認 

注入時の刺激低減を目的とした成長ホルモン製剤の新処

方液剤が低身長児の服薬アドヒアランスに及ぼす影響に

関する探索的検討 

2020-0278 柴崎 康彦 承認 臍帯血移植における幹細胞輸注方法に関する研究 

2020-0279 長崎 啓祐 承認 
21 水酸化酵素欠損症の治療における尿中プレグナント

リオールの有用性についての多施設共同前向き研究 

2020-0280 中村 和利 再申請 サルコペニアとうつに関する疫学研究 

2020-0281 橋尻 洸陽 承認 
周産期のうつ病や自殺予防のためのオンライン診療シス

テムの構築 

2020-0282 小川 信 条件付 
ヒストグラムを用いた培養自家骨膜細胞の骨代謝活性の

数理的画像解析 

2020-0283 新田 正和 承認 

敗血症・敗血症性ショックにおける早期離床やABCDEF

バンドルなどの ICUケアの実践と Post Intensive Care 

Syndrome(PICS)の関連を明らかにする多施設前向き観

察研究 

2020-0284 坂田 純 承認 
十二指腸乳頭部癌に対する根治切除後の成績，及び再発

症例の検討 

2020-0285 茂呂 寛 承認 非結核性抗酸菌症の予後予測因子について 

2020-0286 尾崎 和幸 承認 
経皮的冠動脈形成術を施行された患者の虚血・出血イベ

ント発生予測因子の後方視的研究 

2020-0287 藤木 伸也 承認 
心不全患者における未診断骨粗鬆症の有病率を明らかに

するための前向き観察研究研究 

2020-0288 八木原 伸江 対象外 

慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症における clonal 

hematopoiesis of indeterminate potentialの原因遺伝子

の体細胞変異の探索 

 

【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 

2019-0418 田中 恒彦 承認 
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 

2020-0179 海津 元樹 承認 甲状腺癌内照射治療の遡及的研究 

2020-0188 柏村 健 承認 
下大静脈フィルター長期留置患者の予後を調査するため

の後ろ向き観察研究 

 


