
平成29年度　倫理委員会承認課題一覧

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

29-032 H30.2.2 田村　正明 透析室 当院、透析患者の自己効力感と関連する因子 平成30年2月13日～2月28日 当院の慢性維持透析患者　約30名（研究に協力の同意が得られた透析患者）

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。

29-030 H30.1.22 森田　慎一 消化器内科
新潟県内における重症急性膵炎診療ネットワーク
の構築と重症急性膵炎予後に関する前方視野的
観察研究

承認日（2018.2.6）～5年間

厚生労働省急性膵炎重症度基準（2008）で以下の条件を満たす患者
予後因子3点以上、または造影CT Grade2以上
除外基準
（1）本人・その代理人から、研究に参加しない旨の申し出があった患者。
（2）担当医が本研究の対象患者としいて不適当であると認めた患者。

○

29-029 H30.1.4 甲田　亮 腎臓内科 魚沼地域医療再編後の腹膜透析診療の現状 特に設けない
対象：2015年6月以降魚沼基幹病院で腹膜透析へ導入された患者の日常診
療実態について後方視的観察研究を行う。
後ろ向き観察研究であり本研究が患者の治療内容に介入することはない。

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

29-026 H30.1.9 加納　浩之 歯科口腔外科
抜歯による骨吸収抑制薬関連顎骨壊死発生のリス
ク評価

特に設けない
2012年4月から2016年12月に当院および共同研究施設でゾメタ®、ランマーク
®投与を開始し、同施設歯科、歯科口腔外科で投与開始前1年以内に抜歯を
施行した症例

29-025 H30.1.9 西山　勉 泌尿器科

膀胱癌の病理組織学的深達度診断と質的診断を
目的とした経尿道的膀胱腫瘍一塊切除術TURBO
（Transurethral resection of bladder tumor in one 
piece）の検討

特に設けない 未治療の表在性膀胱癌患者

29-024 H29.12.5 関　悟
リハビリテーショ
ン技術科

高次脳機能障害者への音声を用いた注意喚起 2017年4月1日～2020年3月31日

脳卒中を発症し、高次脳機能障害者で認知機能(注意障害・記憶障害)に障害
を抱える入院または外来患者、最大24名。また、対象者は主治医がドライビン
グシミュレーターを用いての実験の内容を理解した上で、主治医の見解から運
転再開が見込まれる患者のみに限定するものとする。

29-023 H29.12.5 森田　慎一 消化器内科
JIVROSG-0803 難治性腹水に対するシャント治療
の有効性を評価するランダム化比較試験

承認日～24ヶ月（2019年12月）

適格規準　1. 悪性腫瘍に起因した難治性腹水を有している。　2. 難治性腹水
貯留による症状を有し、穿刺排液以外の方法で症状改善が得られない。　3. 
患者本人から文書による同意が得られている。 　4. 腹水貯留に伴う症状と包
括的QOLが2回測定されている。  
除外規準　1. 悪性腫瘍でない症例。　2. PVS治療を受けたことのある症例。　
3. 難治性腹水が出現して4週以上を経過している症例。　4. 腹水の性状が、
明らかな血性、粘液性、感染性の症例。　5. 悪性腹膜中皮腫の症例。6. 腹水
貯留の原因が肝硬変による症例。　7. 臨床的に明らかな心不全、腎不全、出
血傾向を有する症例。 8. QOL評価が困難な症例。　9. 妊娠もしくは妊娠して
いる可能性がある症例。　10.担当医が本臨床試験の対象として不適当と判断
する症例。

29-022 H29.12.5 小杉　伸一
消化器外科・一
般外科

Distribution of lymph node metastasis in 
esophageal carcinoma(TIGER) study

承認後から2019年12月31日

【選択基準】（下記の全ての基準を満たす）　1）食道あるいは食道胃接合部の
原発性扁平上皮癌あるいは腺癌、2）切除可能（cT1-4a、N0-3、M0）、3）開胸
手術を受けることが可能な適切な身体機能（ASA 1-3）、4)開胸食道切除例
【除外基準】（下記のいずれかの基準を満たす可能性がある場合は研究から
除外）　1）食道や胃からのリンパ流を妨げる可能性のある胸部あるいは腹部
（上部消化管）手術の既往、2）上皮内癌や高度異形成例

1 / 3 



平成29年度　倫理委員会承認課題一覧

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

29-021 H29.12.5 佐藤　洋
消化器外科・一
般外科

インドシアニングリーンを用いた吻合予定部血液還
流評価

許可日～平成30年12月31日 吻合を伴う大腸癌手術を施行する症例

29-020 H29.12.5 山田　竜 臨床工学科
当院における在宅人工呼吸器管理に対する臨床工
学技士の介入の現状

2015年6月～2017年8月
2015年6月から2017年8月まで当院に入院し。検査、投薬治療、手術した在宅
人工呼吸症例

29-019 H29.10.3 関　義信 血液内科
慢性骨髄増殖性疾患に伴う後天性フォンビルブラ
ンド症候群の観察研究

倫理審査委員会の承認日～2020
年3月31日

慢性骨髄増殖性疾患、特に本態性血小板血症症例

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

29-017 H29.8.1 須田　剛士 消化器内科
重症急性膵炎患者におけるWalled-off necrosis合
併のリスク因子に関する研究

2017年8月15日～2019年6月30日
2014年4月1日より2017年3月31日の間に、新潟大学医師学総合病院消化器
内科、または共同研究機関で診療した重症急性膵炎患者

○

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

29-015 H29.8.1 森田　慎一 消化器内科
腹腔内膿瘍に対する各種画像modality用いたドレ
ナージ術の検討

2017年8月15日～2017年10月
2015年6月から2017年3月までに新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病
院で腹腔内膿瘍ドレナージを行った症例の診療録

○

29-013 H29.8.1 甲田　亮 腎臓内科
腎専門医不在地域の腎疾患診療状況に関する実
態調査

2017年8月15日～2018年3月31日

2016年5月以降新潟県立十日町病院の腎臓外来紹介患者に対して行われた
日常診療の内容。また、新潟県立十日町病院の入院・外来で腎機能評価をさ
れた腎臓内科外来紹介患者以外の診療内容と、魚沼基幹病院腎臓内科で
2015年6月以降腎臓内科外来・入院で診療された患者の日常診療内容を参照
する。

○

29-012 H29.7.4 八木　一芳 消化器内科
除菌後発見胃癌の癌発生背景粘膜およびその内
視鏡像の検討

2017年6月1日～2020年5月31日 新潟県立吉田病院で申請者が診断治療した症例の病理標本

29-011 H29.7.4 小杉　伸一
消化器外科・一
般外科

消化器外科手術後の包括的嚥下機能評価に関す
る研究

2017年7月11日～2019年3月31日 消化器外科手術予定者

29-010 H29.7.4 山口　征吾 救命救急ｾﾝﾀｰ
熱中症に関する委員会による熱中症の実態調査・
熱中症患者の医学的情報の即日登録による疫学
調査

2017年7月11日～2019年8月31日 医師が熱中症と診断した当院の救急外来を受診した患者 ○

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
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29-008 H29.6.6 相澤　直孝 耳鼻咽喉科
お子様せんべいを用いた摂食嚥下機能評価の検
討

2017年7月1日～2018年6月31日

摂食嚥下障害がある、もしくは疑われる症例で、耳鼻咽喉科嚥下外来を受診
し摂食嚥下機能評価を行った全症例を対象とする。ただし、研究の説明を行っ
たものの協力を拒否した症例については対象から除外する。また、意識障害
や認知機能障害が著明で米菓を摂取するのが困難な症例や、摂食嚥下機能
障害が著しく米菓摂取で肺炎や窒息を生じる可能性が高いと判断される症例
も除外する。

○

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

29-006 H29.6.6 依田　拓也 整形外科 有限要素モデルを用いた橈骨遠位端骨折の解析 2017年3月～2018年3月 新潟大学医歯学総合病院・魚沼基幹病院を受診した橈骨遠位端骨折の患者

29-005 H29.4.11 庄司　なおみ 看護部　NICU
「NICUにおけるきょうだい面会」が家族形成にもたら
す影響に対する母親の認識

2017年4月～2018年2月 当院NICUできょうだい面会を実施した家族９組のうち同意が得られた母親

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

29-002 H29.4.11 須田　剛士 消化器内科
非アルコール性脂肪肝疾患における膵外分泌機能
不全型病型の同定と膵消化酵素補充の有用性評
価

2017年6月1日～2020年5月31日
腹部超音波検査上脂肪肝を呈し、せん断弾性波速度を用いた肝硬度が１．４
１ｍ/sec以上の症例
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