
平成28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

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）

28-033 H29.3.7 松澤　岳晃
消化器・一般外
科

StageⅡ/Ⅲ及びCROSS1/2の閉塞性大腸癌に対す
るBridge to Surgery(BTS)大腸ステントの長期予後
に関する多施設共同無作為化臨床試験

2019年2月～2022年2月 CROSS1/2の閉塞性大腸癌患者

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。

28-031 H29.1.10 廣野　暁 循環器内科
非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対
象とした前向き観察研究

2017年１月～2020年9月 非弁膜症性心房細動（NVAF）を有する後期高齢患者（75歳以上）

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）

28-029 H28.12.6 森田　慎一 消化器内科
高齢者に対するEUS検査時の鎮静における
dexmedetomidineの有効性・安全性の評価

2015年6月1日～2017年5月31日
2015年6月から2016年10月までに新潟大学地域医療教育センター魚沼基
幹病院で超音波内視鏡検査を行った患者の診療録

○

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。

28-027 H28.11.1 須田　剛士 消化器内科
肝硬度（Shear Wave Elastography:SWE）の整合性
検定

2016年12月21日～2017年2月7日
既に当院でSWEが測定され、組織学的な線維化ステージF0-F1、F2-F3、
あるいはF4と診断された症例

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

28-025 H28.11.1 鈴木　博 小児科
小児におけるエンテロウイルスとヒトパレコウイルス
感染症の臨床的、免疫的特徴の検討

承認後～2017年3月31日
魚沼基幹病院に入院し、血清、髄液、鼻咽頭ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、
便、体液などを検体としてリアルタイムＰＣＲ法を行い、ＥＶ感染症またはＨ
ＰｅＶ感染症と診断された児

○

28-024 H28.10.4 関　義信 血液内科
後天性血友病Ａにおける凝血学的および免疫学的
機序の解明

承認日～2020年3月31日

後天性血友病Ａ患者（疑いも含む）（２０才以上）
疑いについては①出血性素因の家族歴及び既往症なし②ＡＰＴＴの延長あ
り、かつＰＴの延長なし、血小板数減少や機能低下なし③出血症状ありを
すべて満たす症例　予定症例数　１００例

28-023 H28.10.4 相澤　直孝 耳鼻咽喉科
咽喉頭異常感症における胃食道逆流とうつ・不安
障害の関連について

2016年9月～2019年3月 咽喉頭異常感を１ヶ月以上自覚し当科を受診した２５～７５歳の症例 ○
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28-022 H28.10.4 小嶋　絹子
地域周産期母
子医療センター

早産児呼吸器感染症に対するﾌﾟﾛﾊﾞｲｵﾃｨｸｽの効果
解明　－早産児の腸内細菌叢・鼻腔細菌叢との関
連－

2016年10月1日～2020年3月31日
在胎３４週０日から３６週６日、かつ出生時体重１７００g以上の早産児。第
一子（双胎の場合は第二子を含む）のみとする。

28-021 H28.10.4 川口　弦 放射線治療科
頭部定位放射線照射における自動骨照合システム
Smart Aligner　の位置決め精度評価

特に設けない
頭部固定具（シェル）を装着した上で安静にしていることが可能なボラン
ティア。

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。

28-019 H28.9.6 長谷川　真
地域救命救急セ
ンター

重症患者のせん妄モニタリングに対するクオリ
ティー・インプルーブメント
～看護師への教育介入前後でのせん妄モニタリン
グ制度の比較～

2016年9月1日～2016年11月31日
平成28年9月1日から11月31日の期間中に救命救急センター重症ベッド入
院した人工呼吸器装着患者のうち、病院外心停止・重度意識障害・脳神経
疾患・小児患者・死亡退院事例を除外した患者

28-018 H28.9.6 星井　達彦 泌尿器科
自然災害時の、カテーテルによる排尿管理を行って
いる患者に対する支援体制システムの確立

2016年9月～2017年8月 外来通院中のカテーテルによる排尿管理を行っている患者

28-017 H28.9.6 森田　慎一 消化器内科
高齢者に対するERCP時の鎮静における
dexmedetomidineの有効性評価

許可日～2016年11月
2015年6月から2016年3月までにERCP関連検査・治療を行った患者の診
療録

○

28-016 H28.9.6 菊地　佑 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

28-014 H28.8.2 高田　俊範
呼吸器・感染症
内科

新潟県内の成人気管支喘息患者と主治医、薬剤師
に対するアンケート調査

2016年9月～10月 成人気管支喘息患者

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

28-012 H28.7.12 西山　勉 泌尿器科
腎腫瘍に対するICG蛍光造影法を用いた腹腔鏡下
腎部分切除術の切除範囲の決定

2016年9月～2021年8月 腎腫瘍で腹腔鏡下腎部分切除術を受ける患者

28-011 H28.7.12 西山　勉 泌尿器科
骨盤リンパ節郭清術に対するICG（インドシアニング
リーン）蛍光造影法を用いたセンチネルリンパ節ナ
ビゲーション手術

2016年9月～2021年8月 前立腺癌・膀胱癌で前立腺全摘術または膀胱全摘術を行う患者
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28-010 H28.7.12 小澤　鉄太郎 神経内科
シヌクレイノパチー患者における腸内細菌バイオ
マーカーの解析

2016年4月～2019年3月
シヌクレイノパチー患者およびコントロール群としてそのほかの神経変性
疾患、脳梗塞、末梢神経障害などの患者

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

28-006 H28.7.12 西山　勉 泌尿器科

前立腺画像報告データシステム（Prostate Imaging
Reporting and Data System（PI-RADS　v2））を用い
たmulti-parametric prostate MRI （mpMRI）の前立
腺全摘出標本との比較検討

2016年6月～2019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

28-005 H28.4.26 関　義信 血液内科 日本におけるゴーシェ病の実態調査 承認日～2018年12月31日
ゴーシェ病の疑いと判断された患者もしくは血小板数が12万／μL以下の
患者

28-004 H28.4.26 星　隆洋 消化器内科
難治性食道狭窄に対するRadical incision and
cutting（RIC）法の有用性、安全性の検討

2016年4月10日～2019年4月9日 食道狭窄に対してEBDを行い、十分な効果が得られなかった難治例

28-003 H28.4.26 星　隆洋 消化器内科
内視鏡検査・治療におけるプロポフォールによる鎮
静

2016年4月10日～2019年4月9日
内視鏡治療時にミダゾラムやデクスメデトミジンでは十分で安全な鎮静が
得られない症例、あるいは得られないと予測される症例

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

28-001 H28.4.26 西山　勉 泌尿器科
前立腺神経内分泌癌、小細胞癌に対するシスプラ
チン、エトポシドによる化学療法

特に設けない 前立腺神経内分泌癌、小細胞癌患者２名
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