
倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

03-005 R3.6.10 森田　慎一 消化器内科

肝細胞がんに対する選択的ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ含浸ﾋﾞｰｽﾞの
肝動脈化学塞栓療法と選択的ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ/ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰ
ﾙ/ｾﾞ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
価する付随研究（JIVROSG‐2001）

承認日から2022年12月31日まで
2016年3月から2019年5月までに症例集積が行われたJIVROSG‐1302試験
で登録された200例の登録情報を利用する。

03-004 R3.5.24 米岡　有一郎 脳神経外科
A　juvenile　case of calvarium subperiosteal
hematoma

2020年9月から2020年11月の治療 12歳男児、脳神経外科外来にて、頭蓋骨膜下血腫の治療を行った。

03-003 R3.5.24 吉澤　優太 腎臓内科

シングルルーメンカテーテルとダブルルーメンカ
テーテルの維持血液透析患者におけるトラブル発
生率について前向き・多施設・非盲検・無作為化
比較試験

承認日から西暦2024年3月31日まで

（研究対象者）
20歳以上、90歳以下の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：700件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

〇

03-002 R3.5.24 栗林　俊輝
放射線技術
科

Smart　Aligner Systemを用いた患者位置精度向
上に関する研究

承認日から西暦2024年3月31日まで

（研究対象者）
20歳以上、90歳以下の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：700件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

〇

03-001 R3.5.24 鈴木　博 小児科
データベースを用いた国内発症　小児Coronavirus
Disease　2019（COVID－19）症例の臨床経過に関
する検討

承認日から西暦2024年3月31日まで

（研究対象者）
0歳以上、20歳未満の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：20件
他施設共同研究の場合の総数：1500－2000件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

〇

02-026 R3.2.16 目良　恒 整形外科
整形外科手術の術後早期に生じる血栓症の発症
頻度と危険因子の調査

承認日から西暦2022年3月31日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：3400件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）
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02-025 R3.2.16 寺島　健史 医療情報部
電子カルテ連携によるHER－SYS入力効率化の
実証研究

承認日から西暦2024年3月31日まで

（研究対象者）
患者および患者以外（ダミー化したCOVID－19患者の電子カルテ情報）
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：20件
他施設共同研究の場合の総数：200件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-024 R3.1.29 阿部　貴文
リハビリテー
ション技術科

脳卒中患者への体組成評価による入院中の経
過、退院後の予後調査

承認日から西暦2023年3月31日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：300件
（対照群の有無）
対照群あり

〇

02-023 R3.1.29 目良　恒 整形外科
人工膝関節全置換術（ＴＫＡ）の患者家族の生活
の変化に関するアンケート調査

承認日から西暦2022年3月31日まで

（研究対象者）
TKA施行時の患者年齢が65歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：70件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-021 R3.1.29 神保　絵里 東８病棟

認知行動理論に基づく精神看護過程に沿った認
知行動的アプローチを実践し、患者がセルフコント
ロール能力えお養う～急性期精神科病棟で実践
する～

承認日から西暦202１年3月31日まで

（研究対象者）
16歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：70件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-020 R2.12.25 田中　純太 総合診療科
電子カルテデータを利用した生活習慣が疾病発症
におよぼす影響の解明を目的とした魚沼圏域住
民を対象とした前向きコホート研究

承認日から西暦2025年3月31日まで

（研究対象者）
20歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：2件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-019 R2.12.25 遠藤　義幸 臨床工学科
腰椎椎弓根スクリュー挿入術におけるスクリュー
電気刺激誘発筋電図の有用性

承認日から西暦202１年11月1日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：56件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

〇
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02-018 R2.11.30 小嶋　絹子 小児科 新型コロナウイルス罹患と母乳研究 承認日から西暦2022年3月31日まで

（研究対象者）
20歳以上の患者
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数：200件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-017 R3.3.2 近藤　はるな
リハビリテー
ション技術科

大腿骨近位部骨折患者のサルコペニア対策及び
医療費削減を目的とした入院中の身体活動量の
目標設定

承認日から西暦2025年3月31日まで

（研究対象者）
65歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：20件
多施設共同研究の場合の総数：500件
（対照群の有無）
対照群あり

02-016 R2.10.27 鈴木　博 小児科 小児期発症1型糖尿病に関する疫学調査 承認日から西暦2025年3月31日まで

（研究対象者）
0歳以上、17歳以下の患者
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数：150件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-015 R2.10.27 鈴木　博 小児科
小児肺動脈性肺高血圧患者における診断前学校
心電図所見の検討：多施設共同研究

承認日から西暦2023年12月31日まで

（研究対象者）
6歳以上、18歳以下の患者
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数：225件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

〇

02-014 R2.10.27 高田　俊範
呼吸器・感染
症内科

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～人工知能（AI）
診断システムと新規バイオマーカーの開発～
（IBIS試験）

承認日から西暦2025年11月30日まで

（研究対象者）
登録時20歳以上
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数：1,000件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-013 R2.9.15 今井　遼太
リハビリテー
ション技術科

慢性心不全患者のフレイル実態調査 承認日から西暦2023年3月31日まで

（研究対象者）
65歳以上で心不全治療のため入院加療を必要とした心不全患者のうち、入院中に理学療法
処方のあった者（除外基準あり）
（目標参加者数）
90名
（多施設共同研究の総数）
5,000名
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02-012 R2.9.15 高田　俊範
呼吸器・感染
症内科

他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

承認日から西暦2025年11月30日まで

（研究対象者）
登録時20歳以上の患者
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数：2,700件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-011 R2.8.18 近藤　はるな
リハビリテー
ション技術科

人工膝関節全置換術の術前患者期待度・術後患
者満足度に関するアンケート調査

承認日から西暦2021年3月31日まで

（研究対象者）
50歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：60件
（対照群の有無）
対照群なし（単群）

02-010 R2.6.30 小嶋　絹子
地域周産期
母子医療セン
ター

2019～2020シーズン新潟県におけるRSV感染症
の流行状況」に関する多施設共同研究

承認日から西暦2020年9月30日まで

（研究対象者）
0歳以上　15歳以下の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院：20件
多施設共同研究の場合の件数：150件 〇

02-009 R2.6.29 渡部　達範 麻酔科
フレイルと術後嚥下機能の関連についての検討
～前向き観察研究～

承認日から西暦2022年3月31日まで

（研究対象者）
20歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院　：200件

02-007 R2.6.2 樋口　浩美 看護部
妊娠糖尿病既往のある女性の生活管理の実態―
その後の妊娠で妊娠糖尿病が再発しなかった要
因―

承認日から西暦2021年3月31日まで

（研究対象者）
20歳以上、49歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院　：4件
多施設共同研究の場合の総数：10件

02-006 R2.6.2 今井　遼太
リハビリテー
ション技術科

重症患者における初回離床時の脳酸素化反応と
バイタルサインとの関連性

承認日から西暦2024年12月31日まで

（研究対象者）
18歳以上の患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院　：50件
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02-005 R2.5.13 高田　俊範
呼吸器・感染
症内科

COVID-19に関するレジストリ研究 承認日から西暦2023年1月31日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者年齢）
設定なし
（予定対象者数）設定なし

〇

02-004 R2.4.7 小原　伸雅
内分泌・代謝
内科

妊娠糖尿病妊婦にむけた食生活適応尺度の開発 承認日から西暦2020年12月31日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者年齢）
年齢：20歳以上、100歳以下
（予定対象者数）魚沼基幹病院：50件
多施設共同研究の場合の総数：310件

02-003 R2.4.7 小杉　伸一
消化器外科・
一般外科

腸閉塞手術患者における尿中ヒト腸型脂肪酸結
合蛋白（I－FABP）濃度に関する他施設臨床研究

承認日から西暦2022年3月31日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者数）
魚沼基幹病院　：50件
多施設共同研究の場合の総数：30件

02-001 R2.4.7 相澤　直孝 耳鼻咽喉科 新潟県頭頚部悪性腫瘍登録 承認日から西暦2025年3月31日まで

（研究対象者）
患者
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数　：3000件

〇

01-028 R2.3.3 生越　章 整形外科
日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に
関する研究

承認日から西暦2025年3月31日まで
患者　運動器疾患に対して日本整形外科学会員が所属する施設で実施された手術（別紙１
記載）を受けた症例

01-027 R2.3.3 小嶋　絹子
地域周産期
母子医療セン
ター

選択的帝王切開術における臍帯遅延結紮の有効性と
安全性について

承認日から202１年３月まで

研究の対象；当院において、正期産、単胎の帝王切開出生した児。低出生体重児は除外す
る。
介入群：2018年12月〜2020年3月出生で、研究課題名「胎盤循環を維持した新生児蘇生法
の検討」で代諾者（児の養育者）から同意を得て臍帯遅延結紮を行った児
比較群：2015年8月〜2016年４月出生した児

〇

01-026 R2.3.3 鈴木　博 小児科
早期乳児のウイルス感染症原因微生物検出PCRセッ
トの確立

承認日から2021年3月31日まで

（研究対象者年齢）
年齢：４ヶ月未満の乳児・新生児
（予定対象者数）
多施設共同研究の場合の総数　：　　　40件
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01-025 R2.2.4 目崎　恵
医療安全管
理室

アルコール製剤皮膚消毒により発赤が出る患者への
対応

承認日から2020年12月31日まで
アルコール製剤皮膚消毒により発赤が出る患者
予定対象者数　 100　件

〇

01-024 R2.2.4 甲田　亮 腎臓内科
IgM陽性形質細胞浸潤が主体の尿細管間質性腎炎患
者の免疫組織学的解析と臨床的特徴の検討

承認日から2022年3月31日まで

IgM陽性形質細胞浸潤が主体の尿細管間質性腎炎患者
予定対象者数
魚沼基幹病院：3件
多施設共同研究の場合の総数：30件

〇

01-023 R2.2.4 橋本　毅久 呼吸器外科
肺癌に対するサルベージ手術の有効性および安全性
を検討する前方視的データベース研究

承認日から2025年12月31日まで
肺癌に対するサルベージ手術を実施した症例
多施設共同研究総数 ： 30 件

01-022 R2.2.4 藤田　裕 整形外科
大腿骨頸部骨折術後の歩行再獲得率-後ろ向き観察
研究-

承認日から2024年3月31日まで
魚沼基幹病院で大腿骨頸部骨折に対して、人工骨頭挿入術を行った症例
予定対象者数　150件

〇

01-021 R1.12.3 渡部　達範 麻酔科
神経刺激を用いた内側広筋枝の走行の検討～前向き
観察研究～

承認後〜2021年3月31日
新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院で全身麻酔下に施行される膝手術を受ける
患者
目標症例数とその設定根拠：50例

01-020 R1.12.3 生越　章 整形外科
全身MRIの臨床的有用性の検討－後ろ向き観察研究
―

承認後　～　2024年3月31日

魚沼基幹病院において全身MRI検査を施行した症例
年齢0歳以上上限なし。性別限定なし。
2015年6月から2022年3月31日まで当院で全身MRI検査を受けた患者。
目標参加者数：200名。

〇

01-019 R1.10.8 貝瀬　眞由美 薬剤部
Ｂ型肝炎ウイルス再活性化対策に関する取り組みの
評価

平成28年1月1日～令和3年3月31日
当院で採用している抗がん剤、分子標的薬、免疫抑制剤、ステロイド製剤を対象薬とし、初
回投与された症例

〇

01-018 R1.9.3 目良　恒 整形外科
組織特異的遺伝子を指標とした組織再生・修復部位
の評価

承認後　～　2021年3月 当院にて人工関節置換術を中心とする下肢関節手術を施行する患者

01-017 R1.8.6 森田　慎一 消化器内科
有痛性悪性骨腫瘍の疼痛緩和に対する経皮的骨形成
術の有効性を評価するランダム化比較試験

承認後180ヶ月
予定期間：2009年6月1日～開始され
ており、2024年5月31日

試験治療群：PVP、対照治療群：薬物治療の強化

01-016 R1.8.6 小澤　鉄太郎 神経内科
シヌクレイノパチー前駆症状に関与する口腔微生物神
経毒の定量的検討

承認後3年間 新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院神経内科に通院あるいは入院中の患者。

01-015 R1.8.6 生越　章 整形外科 寛骨臼骨折の長期治療成績
症例登録期間は 2024年12月31日ま
でとし、研究期間は承認日より15 年
間

18歳以上，100歳以下。多施設共同研究の場合の総数300件を予定 〇

01-012 R1.7.2 相澤　直孝 耳鼻咽喉科 錐体尖部病変に対する新しいアプローチの検証 特に設けない
錐体尖部にまで進展した先天性中耳真珠腫に対し、術前コンピュータシミュレーション、術中
3Dモデル参照を行い、手術を行った特定の1例

〇
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倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

01-011 R1.7.2 坪谷　隆介 精神科
精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果
に関する研究

承認日　～　2027年3月31日 研究期間中に統合失調症またはうつ病の診断にて魚沼基幹病院精神科を受診した方 〇

01-010 R1.7.2 加嶋　克則 産婦人科
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性
腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究

承認日　～　2027年12月31日
当該年度において、臨床診断、切除標本や生検により病理診断され、治療された子宮頸
癌、子宮体癌、卵巣・卵管悪性腫瘍、卵巣・卵管境界悪性腫瘍、腹膜癌、外陰癌、腟癌、子
宮肉腫、子宮腺肉腫、絨毛性疾患症例

〇

01-009 R1.7.8 原　昇 泌尿器科 新潟県における検診発見前立腺癌の実態調査 承認日　～　2022年12月31日
対象期間となる1年間で新潟県内の泌尿器科施設（別紙記載の研究共同機関）において新
たに前立腺がんと診断された症例のすべて

〇

01-008 R1.6.4 矢吹　剛 薬剤部
パロノセトロンからグラニセトロン3mgへ変更したことに
よる嘔気・悪心・嘔吐の発現状況調査

承認日　～　令和3年3月
魚沼基幹病院において、該当レジメン下で、制吐薬をパロノセトロンで治療した症例、グラニ
セトロン3mgで治療した症例

〇

01-007 R1.6.4 寺口　敦 薬剤部
膵外分泌機能検査PFD試験の検査前使用薬剤確認票
作成による休薬状況の調査

承認日　～　令和3年3月 魚沼基幹病院においてPFD試験が施行された症例を対象 〇

01-005 R1.5.14 山田　宜和 薬剤部
グラニセトロン注射薬を3㎎から1㎎に切り替えた患者
における制吐効果の影響調査

承認日　～　令和3年3月
魚沼基幹病院において、同一レジメン下でグラニセトロン注射薬を3㎎から1㎎に切り替えた
症例を対象

〇

01-004 R1.5.14 関口　陽子 薬剤部
「アラグリオ顆粒剤分包1.5g」を使用した経尿道的膀胱
腫瘍切除術施行患者における薬剤の使用状況と副作
用発生状況の調査

承認日　～　令和3年3月
魚沼基幹病院において「アラグリオ顆粒剤分包1.5g」を使用して経尿道的膀胱腫瘍切除術を
施行した患者

〇

01-003 R1.6.4 目良　恒 整形外科 人工関節置換術患者の周術期疼痛管理に関する研究 承認日　～　2021年4月31日
人工膝関節施行患者：年齢制限なし。性別限定なし。2016年1月から当院で人工膝関節置
換手術を受けた患者。

〇

01-002 H31.4.2 八木　一芳
診療部長（消
化器内科）

消化器内視鏡に関する疾患、治療手技データベース
構築

2020 年 3月～2024 年 12月 31日
消化器内視鏡検査・治療を受けた全ての方 （年齢・性別は問わない。入院外来の別は問わ
ない。）

○(未成年の場
合は親権者又
は未成年後見
人が拒否可能）

30-063 H31.3.11 八木　一芳
診療部長（消
化器内科）

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査
2019 年 4 月 1 日から 2021 年 6 月 
30 日の任意の 1 週間

選択基準（前向き偶発症調査および重症事例調査ともに共通） 年齢・性別は問わない．入
院外来の別は問わない． 
本研究の参加について拒否しない者

〇

30-061 H31.3.5 小杉　伸一
消化器外科・
一般外科

腹腔鏡下胆嚢摘出術における蛍光胆道造影の有用性
の検証

承認日～2024年3月末、100症例 腹腔鏡下胆嚢摘出術が可能と判断された胆嚢疾患を有する患者

30-060 H31.3.5 関　義信 血液内科

国内の小児血友病A患者を対象とした遺伝子組換え
血液凝固第VIII因子Fc融合タンパク質（rFVIIIFc）製剤
の有用性を検討する多施設観察研究
Fc Adolescent and Children Treatment study (FACTs)

2017年6月～2022年12月 日本の実臨床に基づいた小児の血友病患者（血友病A）
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倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

30-059 H31.2.5 星　静香 人工透析室
PD外来における看護師の課題の明確化と今後の教育
計画、PD外来運用方法の検討

承認日～5年間（2024.2）
魚沼基幹病院透析室勤務の看護師の中で、オプトアウトによる参加拒否の申し出が無かっ
た例を対象とする。

〇

30-058 H31.2.6 田村　正明 人工透析室
慢性維持血液透析患者のサルコペニア実態調査と
BDHQとの関連から今後の課題を検証

承認日～5年間（2024.2）
魚沼基幹病院の血液透析。オプトアウトによる試験周知を行い、参加への異議の無かった
例を対象とする。

〇

30-056 H31.2.5 飯野　則昭 腎臓内科
保存期腎不全患者、血液透析患者、腹膜透析患者を
対象とした腎臓リハビリテーションのQOL、運動能力向
上、腎機能に与える影響についての検討

承認日～5年間（2024.2）
魚沼基幹病院に通院中の保存期腎不全患者、血液透析患者、腹膜透析患者で心臓リハビ
リテーションの実施基準を満たす症例のうち、オプトアウトによる試験周知を行い、参加への
異議の無かった例を対象とする。

〇

30-055 H31.2.5 飯野　則昭 腎臓内科
腎代替療法（血液透析・腹膜透析）を受けている患者
を対象とした、サルコペニア発症と相関する因子の同
定とサルコペニアが予後に及ぼす影響に関する検討

承認日～5年間（2024.2）
魚沼基幹病院の維持透析患者（血液透析・腹膜透析）で65歳以上。オプトアウトによる試験
周知を行い、参加への異議の無かった例を対象とする。

〇

30-054 H31.2.5 飯野　則昭 腎臓内科
腎生検データベースを用いた腎疾患患者の腎機能お
よび死亡に関する前方視的研究

承認日～5年間（2024.2）

魚沼基幹病院で腎生検を行った全例で以下の①②に該当するもの
① 2015年6月〜研究許可日に腎生検を施行した症例：「わが国の腎臓病患者における腎生
検データベース構築ならびに総合データベース構築に関する研究」（新潟大学医学部倫理
委員会受付番号1152）への参加に同意を得ているもの
② 研究承認日〜2022年に腎生検を施行する症例：本研究への参加に同意を得たもの
除外基準：①②に該当しないもの。

30-053 H31.2.5 飯野　則昭 腎臓内科 腎生検施行症例の予後についての後方視的研究 承認日～5年間（2024.2）

魚沼基幹病院で腎生検を行った全例で以下の①②に該当するもの
2015年6月〜2022年までの間に腎生検を施行した全例で以下の①ー③に該当するもの
① 本研究の趣旨を理解できること
② 腎生検時に採取した残余試料を研究期間内保管し、研究目的に使用すること。
③ オプトアウトによる研究参加拒否の求めがないもの。

〇

30-052 H31.2.5 飯野　則昭 腎臓内科 腎生検データベースの構築 承認日～5年間（2024.2）

魚沼基幹病院で腎生検を行った全例で以下の①②に該当するもの
2015年6月〜2022年までの間に腎生検を施行した全例で以下の①ー③に該当するもの
① 本研究の趣旨を理解できること
② 腎生検時に採取した残余試料を研究期間内保管し、研究目的に使用すること。
③ オプトアウトによる研究参加拒否の求めがないもの。

〇

30-050 H31.3.5 生越　章 整形外科
がんとロコモティブシンドロームに関する後方視的実態
調査

 2015年6月～2025年5月
・ 当院において診療されている悪性腫瘍患者を対象とする
・ 患者年齢　性別　原疾患　整形外科受診の有無　整形外科受診の要因　整形外科診療の
内容（診断、投薬、リハビリ、手術）

〇

30-048 H31.2.5 西山　勉 泌尿器科
通常治療後増悪する腎癌と尿路上皮癌以外の泌尿器
科癌に対する癌組織の高頻度マイクロサテライト不安
定性（MSI-High）発現とペムブロリズマブの効果

2019年2月～2024年3月
（登録期間2年、追跡期間3年）

対象患者： 通常治療後増悪する腎癌と尿路上皮癌以外の泌尿器科癌

目標症例数： 20名

30-047 H31.1.8 橋本　毅久 呼吸器外科
左上肺静脈心嚢内結紮による断端血栓形成予防の有
効性と安全性に関する多施設共同ランダム化比較第
二相試験

承認後～2022年1月31日

1) 左上葉肺悪性腫瘍患者（原発性肺癌または転移性肺癌）。2) 左上葉切除術が行われる
患者。アプローチ方法は開胸か胸腔鏡下かは問わない。3) 登録日の年齢が20歳以上85歳
未満。4) ECOG performance status（PS）が0-1。5) 良悪性を問わず、以下の手術歴がな
い。

30-046 H31.1.8 山口　征吾
救命救急セン
ター

魚沼基幹病院に救急搬送された雪による外傷症例に
関する研究

承認後～2022年5月末 当院救急外来を受診したもの
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倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

30-045 H31.1.8 田中　純太 総合診療科 「魚沼動脈硬化研究（URASA研究）」
対象者の参加年度（2014年度－2015
年度（2016年3月））から20年後

30-044 H31.1.8 田中　純太 総合診療科 「うおぬま地方の健康調査（魚沼コホート研究）」

各対象者の参加年度（南魚沼市の対
象者は2012～2013年度、魚沼市の対
象者は2014年度）から20年後（2032
～2034年度）

30-043 H31.1.8 田中　純太 総合診療科 「湯の街ゆざわの健康調査（湯沢コホート研究）」
対象者の参加年度（2015年度）から
20年後（2035年度）

30-042 H31.1.8 小杉　伸一
消化器外科・
一般外科

消化器・腹部・乳腺内分泌疾患における既存臨床情報
や生体試料を用いた観察研究と公的データベース登
録事業

承認後～2023年3月31日
新潟大学医歯学総合病院消化器外科・乳腺内分泌外科，及びその関連施設にて消化器・
腹部疾患や乳腺内分泌疾患等に対する診療が行われた患者．年齢は問わない．

30-041 H31.1.8 平野　徹 整形外科
側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築
に関する研究

承認後～2022年12月末 毎年、前年 1 月～12 月末の 1 年間の間に側方進入椎体間固定術（LIF）を行った 症例 〇

30-039 H30.12.4 西山　勉 泌尿器科

筋層非浸潤性膀胱癌に対して初回経尿道的膀胱腫瘍
切除術（TUR-BT）後の再度経尿道的膀胱部切除術
（2nd TUR）への5-アミノレブリン酸（5-ALA、アラグリ
オ）の有用性の検討

2019年1月～2021年12月
非筋層浸潤性膀胱癌患者
目標症例数： 200名

〇

30-038 H30.12.4 須田　剛士 消化器内科
コカ・コーラによる胆管ステント開存期間延長の試み
（パイロットスタディ）

承認日　～　2021年3月31日
悪性腫瘍による総胆管狭窄・閉塞に対して胆管ステントが挿入され、患者本人から書面によ
る同意が得られる症例
単一施設で3-5例を対象としたパイロットスタディ

30-036 H30.12.4 喜多　学之 麻酔科
選択的帝王切開術の麻酔管理における硬膜外麻酔の
有効性

承認後～2021年12月31日 魚沼基幹病院で選択的帝王切開を予定された患者

30-033 H30.11.6 須田　剛士 消化器内科 肝切除後胆管狭窄に対する磁石圧迫吻合法の適応 承認日　～　2021年3月31日 肝細胞癌に対する肝右葉切除後に左肝管の良性胆管閉塞を来した特定の一例 〇

30-032 H30.11.6 白旗　正幸 整形外科
整形外科・皮膚科開業医の少ない地域の総合病院に
おける動物咬傷の発生状況について

特に設けない
130名程度

2015年6月1日より2019年3月31日まで、救急外来を含めて当院全ての科の外来を受診し
た、ヒトを含めた動物の歯牙による咬傷の患者

〇

30-031 H30.11.6 高田　俊範
魚沼地域医
療教育セン
ター

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

解析終了予定　2021年3月31日
H30年10月（倫理委員会承認後）からH31年1月31日までに魚沼基幹病院に来院した成人気
管支喘息患者を対象とする（H31年、H32年冬期の実施期間は後日設定予定）

〇

30-030 H30.11.6 西山　勉 泌尿器科
尿路上皮癌の病理組織学的 luminal/basalサブタイプ
解析とその臨床的意義の検討

2018年10月～2021年12月
尿路上皮癌（筋層浸潤性膀胱癌、非筋層浸潤性膀胱癌、上部尿路上皮癌（腎盂癌、尿管
癌））患者

〇

魚沼基幹病院において、脳血管疾患（脳卒中）、心疾患（虚血性心疾患、不整脈、慢性心不
全など循環器疾患全般）、動脈硬化性疾患（大血管・末梢血管疾患など）、悪性新生物の罹
患とともに、肥満、高血圧や代謝性疾患（糖尿病、耐糖能異常症、脂質異常症、高尿酸血症
など）、慢性腎臓病を含む腎疾患、消化器疾患（消化性潰瘍、胃十二指腸炎など）、肝胆膵
疾患（脂肪肝、ウィルス性肝炎、胆石症、膵炎など）、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患、気管
支喘息など）、血液疾患（貧血）、骨粗しょう症、骨折、股関節症、膝関節症、精神神経疾患
（うつ病、認知症、脳血管障害後遺症など）、歯科疾患（齲歯、歯周病など）、眼科疾患で外
来受診もしくは入院した、研究参加者の診療カルテ、検査所見(血液、尿、心電図、画像な
ど)、治療内容（投薬、手術、処置など）を確認する。
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承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

30-029 H30.10.16 鈴木　博 小児科
リアルタイムPCR法・デジタルPCR法を用いたウイルス
の迅速診断の臨床応用

承認日～2022年3月31日
当院小児科に受診したウイルスによる重症感染症が疑われた児や生後3か月未満の発熱を
呈した児、原因ウイルスの同定が診療方針の決定において有益であると主治医により判断
された児が対象

30-025 H30.10.2 小杉　伸一
消化器外科・
一般外科

術後癒着性小腸閉塞に対する水溶性造影剤の診断的
治療に関する研究

承認日～2021年4月
2016年5月1日以降、魚沼基幹病院で術後癒着性小腸閉塞に対し保存的治療を受けた患者
さん

〇

30-023 H30.10.2 小原　伸雅
内分泌・代謝
内科

副腎皮質機能低下症が認知機能に及ぼす影響の検
討

2018年12月～2021年11月 新たに副腎皮質機能低下症と診断された患者

30-021 H30.8.7 星　隆洋 消化器内科
早期胃癌および表在型食道癌に対する内視鏡的粘膜
下層剥離術時の至適鎮静・鎮痛法に関する基礎的検
討

2018年9月1日～2021年8月31日 早期胃癌および表在型食道癌の治療としてESDが実施される全症例

30-020 H30.8.7 鈴木　博 小児科
新潟県における腸重積症の疫学調査並びに積極的
サーベイランスの実施

倫理審査委員会承認日から2023年9
月

2017年9月から2022年9月に新潟県内で発症した1歳未満の腸重積症患者
〇

30-015 H30.7.3 白旗　正幸 整形外科
魚沼基幹病院における各種運動器疾患の発生状況の
解析

承認日より5年間 2015年6月1日より2020年5月31日まで当院整形外科を受診した全患者（推定4000名/年） 〇

30-013 H30.8.7 須田　剛士 消化器内科
超音波ガイド下中心静脈穿刺の安全対策整備に向け
た基礎的検討

承認日　～　2021年3月31日
対象：何らかの医学的理由で中心静脈穿刺を必要とし、実施医の同意が得られた症例。

〇

30-010 H30.6.5 平野　徹 整形外科 脊柱靭帯骨化症と骨代謝に関する研究
承認後から2年間もしくは100例を予
定

当院整形外科および関連病院において診療している頸椎後縦靭帯骨化症患者。

30-008 H30.6.5 相澤　直孝 耳鼻咽喉科 白色雑音を用いた聴覚時間分解能の測定 平成30年6月1日～平成33年5月31日 難聴があり、語音聴力検査を行う全症例を対象とする。 〇

30-006 H30.5.8 米岡　有一郎 脳神経外科
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究
事業（Japan Neurosurgical Database：JND）参加

手術症例で120例程度
非手術入院症例で200例程度

日本脳神経外科学会会員が所属する脳神経外科施設（日本全国で2,700以上，当
院もこれに含まれる）に研究期間中に入院した全症例で、研究への参加を希望し
ない旨の申し出があった症例を除く（目標症例数  年間約３０万件）。

〇

30-003 H30.4.3 関 義 信 血液内科
様々な基礎疾患に合併するDIC患者における凝固線
溶マーカーの動態研究 倫理申請承認後～2022年7月末日

対象：血液疾患治療のため試験参加施設に入院する患者の中で、主治医の判断
で診療上の必要により凝固検査が実施された患者で、新DIC診断基準でDICある
いはその疑いがあると判定された患者。

〇

30-002 H30.4.3 関 義 信 血液内科
国内外の先天性および後天性の血友病を含む出血性
疾患の研究調査

平成30年4月1日～平成33年3月31日 国内外の先天性および後天性の血友病を含む出血性疾患の症例 〇

10 / 14 



倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

30-001 H30.5.8 貝瀬　眞由美 薬剤部
悪性リンパ腫化学療法におけるペグフィルグラスチム
一次予防的投与後G.3以上の好中球減少を来した症
例の背景調査

平成27年6月～令和5年3月
魚沼基幹病院において悪性リンパ腫と診断され、CHOPあるいはTCOP療法を施
行された症例

29-031 H30.1.30 加嶋　克則 産婦人科
日本産科婦人科学会婦人科服蕩委員会   婦人科悪
性腫療登録事業及び登録情報に基づく研究

承認日～2025年2月
（5年更新）

当該年度において、臨床診断、切除標本や生検により病理診断された子宮頸癌、子宮体
癌、卵巣悪性腫瘍、卵巣境界悪性腫瘍、外陰癌、腟癌、子宮肉腫、子宮腺肉腫、および絨
毛性疾患の症例。
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倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

29-028 H30.1.9 米岡　有一郎 脳神経外科
平成29年度レセプト等情報を用いた脳卒中救急疫学
調査への参加

特に設けない 平成28年5月-平成29年4月分の請求電子レセプトデータ

29-018 H29.9.5 目良　恒 整形外科 人工関節置換術患者の患者登録および治療成績評価 特に設けない 人工関節置換術（股関節・膝関節・肩関節）施行患者

29-016 H29.8.1 山口　征吾
救命救急ｾﾝ
ﾀｰ

死亡時画像診断（Ａｉ）の活用とその取扱いについて 2017年9月～2022年3月 病理解剖症例

29-009 H29.7.4 高田　俊範
呼吸器・感染
症内科

慢性Ⅱ型呼吸不全に対して抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ抗体が及ぼす
影響の検討

2017年7月11日～2021年3月31日
慢性Ⅱ型呼吸不全を認める症例
％VCが80％以下で、呼吸筋障害の可能性がある症例

〇

29-007 H29.6.6 目良　恒 整形外科 当院整形外科膝関節診療の実施状況 承認後～2022年3月末
魚沼基幹病院整形外科受診患者のうち30～80歳代の膝関連疾患の周術期およ
び外来通院患者

29-003 H29.4.11 森田　慎一 消化器内科
日本インターベンショナルラジオロジー学会（以下IVR
学会）における症例登録データベース事業

2013年7月～2025年2月
(5年更新）

IVR学会員が日本国内で実施したIVR手技全症例 〇

28-034 H29.3.7 関　義信 血液内科
発熱性好中球減少症（FN）でのPresepsin（PSP）の動
態に関する研究

特に設けない 造血器腫瘍治療中のFN患者（菌血症患者も含める）

28-032 H29.3.7 加嶋　克則 産婦人科
母親の不安・抑うつと母子間のアタッチメントに関する
周産期メンタルヘルス研究

2017年2月1日～2021年3月31日 当院を受診した妊婦で、出産予定日が確定したもの。

28-030 H28.12.6 山口　征吾
地域救命救
急ｾﾝﾀｰ

魚沼基幹病院に救急搬送された雪による外傷症例に
関する研究

2016年12月～2021年5月末
雪による外傷で救急車にて当院へ救急搬送されてきたすべての症例（協力を拒否
した症例は除く）

28-028 H28.12.6 平野　徹 整形外科
脊椎後縦靱帯骨化症の手術成績に関する前向き多施
設研究

承認後～2022年3月31日
当院整形外科および関連病院において脊椎OPLLに対して除圧術、固定術を行う
症例。

28-026 H28.11.1 橋本　毅久 呼吸器外科
ICG（ｲﾝﾄﾞｼｱﾆﾝｸﾞﾘｰﾝ）併用赤外線蛍光胸腔鏡システ
ムを用いた区域間切離面描出による肺区域切除術

2016年12月～2021年11月 　肺区域切除術を行う患者

28-020 H28.9.6 須田　剛士 消化器内科
　Ｂ型肝炎ウイルス再活性化対策システムの構築と詳
細条件設定の試み

2016年1月1日～2025年3月31日
当院で抗癌剤・分子標的薬・その他、免疫抑制を惹起する可能性のある薬剤を用
いて治療されている症例。ステロイドに関しては、PSL換算で一日20mg/body以
上、２週間以上の投与されている症例。
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倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

28-016 H28.9.6 湯川　尊行 精神科
　精神症状評価尺度および心理検査の臨床的有用性
に関する研究

2016年8月12日～2024年3月31日
総合失調症、気分障害、不安症、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症をもつ患
者、健常者

〇

28-015 H28.8.2 坂上　悠太 眼科
血液透析前後の除水量あたりの脈絡膜厚変化率及び
脈絡膜内部構造変化に関する前向き研究

承認後～2021年3月 血液透析が新規導入される症例及び維持透析がなされている症例

28-013 H28.7.12 山口　征吾
地域救命救
急センター

「日本外傷データバンク」登録について 特に設けない 交通外傷、転落外傷などの集中治療を要する外傷の症例

28-009 H28.7.12 飯野　則昭 腎臓内科
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白症状を
呈する糖尿病性腎症患者に対するLDLアフェレーシス
療法（第２項先進医療技術【先進医療A】）

特に設けない 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白症状を呈する糖尿病性腎症患者

28-008 H28.7.12 西山　勉 泌尿器科
進行性前立腺癌治療経過に伴う内分泌活性動態の解
明

2016年5月～2021年4月 進行前立腺癌患者

28-007 H28.7.12 西山　勉 泌尿器科

進行前立腺癌・精嚢浸潤、膀胱浸潤または少数転移
（oligometastases）患者に対する根治目的の集学的療
法：アンドロゲン抑制療法をベースとした根治目的のド
セタキセル療法併用前立腺全摘除術または局所放射
線療法

2016年6月～2022年5月 進行前立腺癌・精嚢浸潤、膀胱浸潤または少数転移患者

28-002 H28.4.26 高田　俊範
呼吸器・感染
症内科

ポリミキシンB吸着カラムを用いた急性呼吸不全の治
療効果の検討

承認日から2025年3月31日 急性呼吸不全と診断され、PMX-DHP療法を施行された症例
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倫理委員会承認課題一覧（令和3年6月現在）

承認番号 承認日 申請者名 所属 課題名 研究期間 対象者 オプトアウト

27-029 H28.3.1 森田　慎一 消化器内科

肝細胞癌に対する選択的ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ含浸ビーズの肝動
脈化学塞栓療法と選択的ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ/ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰﾙ/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

2016年3月～
登録期間2020.2月末まで
試験期間2020.8月末まで

組織学的あるいは臨床的に肝細胞がんと診断され、肝動脈化学塞栓療法による
治療が適当であると判断される患者
（計画に定める適格基準を全て満たし、除外基準に一つも該当しない者）

27-028 H28.3.1 須田　剛士 消化器内科 魚沼基幹病院・消化器内科の予後調査 2016年3月3日～
消化器内科を受診した担癌症例、あるいは入院加療した症例の中で、死亡、ある
いは当院で経過観察継続中であることが確認されない症例

27-024 H28.2.5 高田　俊範
呼吸器・感染
症内科

びまん性肺疾患の血清中サイトカインプロファイルの
検討

承認日から2024年3月31日まで
膠原病に伴う間質性肺疾患、びまん性肺疾患等と診断された患者で、間質性肺疾
患の診断は、問診、身体所見、呼吸器機能検査、胸部単純レントゲン及び高分解
機能ＣＴで間質性肺疾患に矛盾しない印影が認められる者。

27-022 H28.1.12 須田　剛士 消化器内科 肝細胞癌多段階発癌に関与する遺伝子の同定 2016年1月19日～
Ｃ型肝炎ウイルス感染を背景として肝細胞癌が発癌した特定の１例（73歳女性）
※腺腫瘍過形成～中低分化腺癌に至る各段階の結節が同時性に多発する稀な
症例

27-016 H27.11.10 西山　勉 泌尿器科
去勢抵抗性前立腺癌患者のエンザルタミド治療後再
燃に対するドセタキセル治療によるエンザルタミド治療
感受性回復効果の検討

2016年1月～2020年12月 去勢抵抗性前立腺癌患者20名

27-014 H27.10.6 山口　征吾
地域救急救
命センター

当院の脳死臓器提供施設への認定について 2015年10月13日～ －

27-009 H27.9.9 平野　徹 整形外科
低侵襲手術用ケージ内へ補填される移植骨の補助と
してのコラーゲン使用人工骨の検討

承認後～2022年3月31日
成人脊柱変形に対し、新潟大学医歯学総合病院と関連病院において手術適応と
され、2～3椎間の前側方アプローチを予定する患者

27-002 H27.9.9 西山　勉 泌尿器科
進行前立腺癌治療経過に伴う前立腺癌細胞性状変化
の解明

2015年10月～2020年12月
進行前立腺癌の診断で、当院で精査加療を行っている患者（6ヶ月から1年に1回
の頻度で検査）
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