
第 60 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３年７月１９日（月）１５：００～１６：５７ 

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），関（副委員長），辻村，金澤， 

牛木，今村，白井，天野，阿部剛，渡邉，金子，種田，菖蒲川，八木原， 

中枝，穗苅，坂牧，渡部，申，島田，依田，小林，林，森田，山崎，吉原，大橋， 

庭野，板垣，並川，寺島，鈴木浩史（倫理担当）（敬称略） 

欠席者：葭原（副委員長），齋藤，高塚，李，他田，小西，杉山，榛沢，星井 （敬称略） 

 

ミニレクチャー 

ミニレクチャーとして，その他（審議事項）で新指針における対応を検討した。 

 

利益相反報告 

利益相反マネジメント委員会へ自己申告された 5 月分の臨床研究に係る研究課題について，

一覧表による審査結果の報告があり，すべて「問題なし」の判定を受けたことが報告された。 

 

小委員会審議 

各小委員会に申請のあった 7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)1 件，人文学部 1 件 

［条件付承認件数］工学部 1 件，教育学部 3 件，保健学科 4 件 

［再申請件数］人文学部 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 

2021-0069 前田 義信 条件付 
緩和ケアで活用できるランプシェードを介した呼

吸フィードバックシステムの開発への予備的実験 

2021-0080 村山 敏夫 条件付 
母子間の身体接触を伴うベビーヨガが母親のメン

タルヘルスに与える影響 

2021-0081 田中 恒彦 承認 

社交不安者に対する情動刺激を用いた視覚探索課

題による注意機能の測定および注意バイアス修正

介入による注意機能と社交不安症状への影響の検

討 

2021-0082 長澤 麻沙子 条件付 
デジタルシミュレーションマシンを用いた支台歯

形成技能習得法の検索 



2021-0016 岸本 直隆 条件付 
歯科治療時の偶発症対応に関するオンラインシミ

ュレーションの教育効果 

 

【本審査 再申請】 

受付番号 
研究責任者 

氏名 
審査結果 研究課題名 

2021-0013 今井 教雄 条件付 

人工股関節全置換術後の疼痛管理 ―経静脈患者

管理鎮痛とアセトアミノフェン静注のランダム化

比較試験― 

 

 

【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 

2021-0083 永田 昌毅 条件付 再生骨の骨梁に関する画像解析 

2021-0084 瀬尾 憲司 条件付 
顎裂部腸骨移植術後の鎮痛薬使用状況に関する後方視的

研究 

2021-0085 髙村 真貴 条件付 
口腔癌の術前画像診断における頸部リンパ節転移の検出

力の比較 

2021-0086 山崎 恵介 条件付 

唾液腺癌に対する免疫チェックポイント阻害剤および後

治療の有効性と安全性に関する後方視的検討 -多施設共

同研究- 

2021-0087 渡邊 慶 条件付 
Meyerding 分類 1 度腰椎変性すべり症に対する除圧術と

椎体間固定術の費用対効果に関する検討―5年追跡― 

2021-0088 中田 光 承認 東北地方一般住民における非結核性抗酸菌感染率の解析 

2021-0089 林 良太  条件付 イミキモド外用による乾癬様皮疹の解析 

2021-0090 渡部 聡 対象外 

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）にお

けるバイオマーカー探索研究 

2021-0091 長谷川 仁 条件付 

Spinal extradural arteriovenous fistula の分類と各

疾患群における臨床症状、血管構築、治療成績の検討：

全国調査 

2021-0092 寺井 崇二 再申請 
Toxicity Predictorを用いた処方率から予測できる薬物

性肝障害の発症予測に関する研究 

2021-0093 今野 卓哉 条件付 
パーキンソン病患者に生じる疼痛に関し，KING’S PD PAIN 

SCALE（KPPS）を用いた疼痛の評価に関する研究 



2021-0094 寺井 崇二 承認 
超高齢化社会における内視鏡鎮静時の最適な鎮静深度管

理法の開発 

2021-0095 八木 琢也 条件付 
Texture analysis を用いた MRI で T2WI 高信号を呈する

子宮筋腫と子宮平滑筋肉腫との鑑別能の検討。 

2021-0096 阿部 理一郎 承認 非 HIV 患者における免疫再構築症候群の後方視的検討 

2021-0097 三島 健人 条件付 
4D flow MRIと CFD(Computational Fluid Dynamics)によ

る左房縫縮後の左房内血流解析 

2021-0098 若井 俊文 再申請 

Operative Management of Early Gallbladder cancer 

(OMEGA) – an analysis of management and outcomes in 

gallbladder cancer surgery 

2021-0099 武井 延之 再申請 

ヒト iPS細胞由来神経細胞の分化成熟法の開発と神経疾

患特異的 iPS細胞を用いたシナプス機能障害性神経疾患

の病態解析 

2021-0100 大槻 総 条件付 
完全皮下植え込み型除細動器 (sub-cutaneous ICD : 

S-ICD)における oversensingの予測因子の検討 

2021-0101 中野 智成 再申請 
JROSG13-1 試験における JROSG99-1 試験データを用いた

比較解析 

2021-0102 棗田 学 条件付 膠芽腫病勢診断マーカーの開発 

2021-0103 若井 俊文 条件付 乳癌パンフレットの効果に関する研究 

2021-0104 中田 光 条件付 
15年間にわたる 1自己免疫性肺胞蛋白症患者の胸部高分

解能 CT 三次元画像の推移の研究 

2021-0105 棗田 学 対象外 

「JCOG1910：高齢者初発膠芽腫に対するテモゾロミド併

用寡分割放射線治療に関するランダム化比較第 III 相試

験」の附随研究 

2021-0106 大竹 将貴 条件付 
うつ病患者に対するマルチデバイス感性計測システムを

用いた快感情・不快感情の測定 

2021-0107 中野 雅人 条件付 直腸切除後の縫合不全対策に対する患者アンケート調査 

2021-0108 寺井 崇二 再申請 
肝細胞癌に対して、化学療法を施行した患者の血清中エ

クソソーム解析と検討 

 

 

 

【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 

2021-0015 児玉 泰光 条件付 
下顎埋伏智歯抜歯における不安に対する抑肝散の効果の

検討 



2021-0023 今井 教雄 条件付 
弾性包帯による術中下肢圧迫を行った際の人工股関節全

置換術後血栓予防効果 

2021-0036 今村 勝 条件付 
免疫不全（原発性、続発性）における各種ウイルス等 PCR

検査の有用性に関する研究 

2021-0045 泉 修司 条件付 
成人言語習得後失聴者の人工内耳装用後の聞こえの満足

度調査 

2021-0059 中野 永 承認 

非小細胞肺がん細胞の脳転移に対するサイバーナイフを

用いた定位照射における照射時間が与える放射線生物学

的影響を評価するシミュレーション研究 

2021-0061 寺井 崇二 承認 

肝細胞がんに対する選択的エピルビシン含浸ビーズの肝

動脈化学塞栓療法と選択的エピルビシン/リピオドール/

ゼラチン塞栓剤の肝動脈化学塞栓療法の局所治癒割合に

関するランダム化比較試験の患者データを用いた ALBIグ

レードによる肝予備能変化を評価する附随研究

(JIVROSG-2001) 

2021-0062 中田 光 条件付 シロリムス口内炎の発症機序と経過に関する観察研究 

 


