
日本産科婦人科学会周産期委員会

周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 

研究実施計画書 変更点（第 3 版→第 4 版）（2022年 9月 1 日） 

P 番号 行目 修正 変更内容 

表紙 17 変更 研究責任者「三重大学 池田 智明」→ 

「日本産科婦人科学会 周産期委員会 委員長 杉山 隆」 

表紙 20 変更 研究責任者連絡先 

表紙 33 追記 「2022年 9月 1 日 第 4 版」 

2 20 変更 2020 年 4 月より、データの収集方法を CD の郵送からインターネットを介し

た Web 登録に変更を予定している。 

↓ 

登録は、UMIN インターネット医学研究コーディネーティングセンターによる

オンラインシステム（PERINAT データベース）を利用する。オンラインシス

テムには以下の（1）～（3）の 3 種類の登録方法があり、施設毎に選択する。 

（1）UMIN-INDICE システムより PERINAT データベースに Web ブラウザか

ら直接入力する方法 

（2）電子カルテ上の産科部門システムで入力し、CSV ファイルを出力。これ

を PERINAT へファイルをアップロードする方法 

3）日産婦公式の FileMaker でオフライン入力し、CSV ファイルを出力。

これを PERINAT へファイルをアップロードする方法 

2 31～ 変更・

追加・

移動・

削除 

2 １)①＜収集するデータ項目＞ 
＜変更＞

ファイルメーカー入力→オンライン登録

●基本情報：経妊回数・経産回数→妊娠回数・分娩回数

●分娩：器械処置→頸管熟化拡張処置、心拍レベル分類→胎児心拍数波形レ

ベル分類、心拍パターン→基線心拍パターン細変動

●産科合併症：縫縮術施行→頸管縫縮術、重症悪阻→重症妊娠悪阻、前期破

水→早産期前期破水、DIC→産科 DIC、分娩遷延→遷延分娩

●母処置：除去処置→血腫除去

●母体感染症：HBｓ抗原→HBｓキャリア、HCV 抗体→HCV キャリア

●母体使用薬剤：抗 D グロブリン→抗 D ヒト免疫グロブリン

＜追加＞

●分娩：無痛分娩、帝王切開の適応、帝王切開の麻酔

●産科合併症：産科危機的出血、周産期心筋症

●母処置：バルーンタンポナーデ、動脈塞栓術、compression suture、死戦

期帝王切開

●母体の産科既往症：自然早産、頸部非切処置、頸部切除術、HDP、GDM、

over DM



●母体基礎疾患：子宮腺筋症・内膜症、子宮頸部異形成、深部静脈血栓症、

悪性腫瘍、子宮筋腫核出術

●母体感染症：劇症型 A 群溶連菌感染症、麻疹

●母体使用薬剤：インドメサシン、ウリナスタチン、インスリン

●胎児治療：胎児鏡下レーザー手術、胸腔シャント術

＜移動＞

歯周病（産科合併症→母体基礎疾患） 
＜削除＞

●分娩：麻酔

●母体の産科既往症：頸管手術

●母体使用薬剤：膣内イソジン消毒、UTI
5 4 変更 2 １）②データセットの回収 

削除：「・・・登録産科施設に対して回収用 CD-ROM を送付し（略）」 
↓

追加：「（略）UMIN の PERINAT データベースへ登録・集積される。」

5 25 変更 2 １）④データの二次利用について＜削除対象となり得る項目＞ 
経妊回数・経産回数→妊娠・分娩回数

6 10 変更 ６ 個人情報等の取扱い 

＜追記＞ 

UMIN インターネット医学研究コーディネーティングセンターにより, 症例

データの収集と管理が行われている。セキュリティ保護体制として、情報シ

ステムにおける対策は ID とパスワードを用いた個人認証、128bits SSL及び

VPN による暗号化、二重のファイアウォール設置、不正アクセス・侵入の監視

システムを、物理的な機器の監視として、指紋認証を用いた入退室管理と監

視カメラの設置を行っている。 

＜修正＞ 

① 情報単体で特性の個人を識別することができるもの（略）については、デ

ータ登録時に各施設において項目を削除することによって匿名化する

（略）

6 35 変更 ８ 試料・情報 

保管場所：UMIN インターネット医学研究コーディネーティングセンターが管

理するサーバー 

保管責任者；周産期委員会委員長 杉山 隆  

本研究で得られた情報における UMIN 上の保管期間は研究終了後 10 年間と

し、研究終了の際には復元ができないよう消去・廃棄する。ただし、研究終

了前に研究延長がなされた場合には継続して保管する場合もあり得るが、そ

の際には新たな研究計画書により保管の妥当性について受審する。 

6 49 変更 ９ 研究機関の長への報告内容及び方法 

各種書類は研究責任者及び担当者が作成し、電子媒体及び文書にて、分野等

の研究室において研究終了後 5 年間保管する。 



※齟齬により訂正

6 

7 

26、43 

54 

変更 日本産科婦人科学会倫理委員会 臨床研究審査小委員会 

↓ 

日本産科婦人科学会 臨床研究審査委員会 

以上 



（承認の経緯）本会臨床研究審査小委員会に研究計画書第 1 版を申請し、第 2版（2018年 1 月

23 日）にて承認（2018年 5 月 10 日） 

研究実施計画書 変更点（第 2 版→第 3 版）（2019年 12月 12 日） 

P 番号 行目 修正 変更内容 

表紙 17 変更 研究責任者「浜松医科大学 金山 尚裕」→「三重大学 池田 智明」 

表紙 21 変更 研究責任者連絡先 

表紙 38 追記 「2019年 12月 12 日 第 3 版」 

1 21 追記 2020 年 4 月より、データの収集方法を CD の郵送からインターネットを介し

た Web 登録に変更を予定している。 

1 23～25 変更 「各施設には、年初めに当該年登録用のファイルメーカーデータベース、入

力マニュアル（資料１）および研究対象者への通知・公開用のポスター案（資

料２）を郵送し、登録を開始する。なお、ファイルメーカーソフトは各施設

で購入する。」→「入力マニュアル（資料１）および研究対象者への公開・通

知文書案（資料２）は本会周産期登録ウェブサイトに掲載する。」 

4 37 変更 研究期間：「承認日～2027年 3 月 31日」→「承認日～2027 年 12月 31日」 

5 2～6 変更 研究対象者への通知・公開：「本研究対象者への通知・公開は、登録参加施設

および日本産科婦人科学会の両者がともに行うものとし、前者は個々の参加

施設が研究対象者への通知・公開用のポスター案（資料２）により、後者は

当該研究の実施内容ならびに登録参加施設を日本産科婦人科学会のホームペ

ージ（URL：http://www.jsog.or.jp/）において公開する。」→「本研究対象

者への通知・公開は、登録参加施設および日本産科婦人科学会の両者がとも

に行うものとし、前者は個々の参加施設が研究対象者への公開・通知文書案

（資料２）により、後者は当該研究の実施内容ならびに登録参加施設を日本

産科婦人科学会のホームページ（URL：http://www.jsog.or.jp/）において公

開する。現在の登録参加施設は学会 HP より公開している。 

（http://www.jsog.or.jp/facility_program/search_facility.php）」 

5 49～50 変更 研究機関の長への報告内容及び方法：「事務局宛」→「倫理委員会 臨床研究

審査小委員会宛」 

5 

6 

52 

18 

変更 「登録加盟施設」→「登録参加施設」

以上 
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 19 
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 23 
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 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
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2018 年 1 月 23 日 第 2 版 31 
2019 年 12 月 12 日 第 3 版 32 
2022 年 9 月 1 日 第 4 版 33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

本臨床研究は、ヘルシンキ宣言、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」 42 
および本研究実施計画書を遵守して実施する。 43 

 44 
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１ 研究の目的及び意義 1 
日本産科婦人科学会会員が所属する施設で、当該年度において母体・胎児・分娩周辺の関連医学情 2 

報を規定の登録フォームにコンピュータ入力し、収集する。収集されたデータを各年毎に解析・集計するこ 3 
とにより、我が国の周産期領域における疫学的、医学的傾向を把握し、さらに原データを個票単位で蓄 4 
積・集積を行い、本会会員の求めに応じて二次利用を可能とする総合データベースを構築することに本研 5 
究の目的及び意義がある。 6 
 7 
２ 研究の方法及び期間 8 
１）研究の方法 9 
①データ入力・収集 10 
日本産科婦人科学会会員が所属する施設で、本事業の趣旨に賛同する施設から登録希望申請を受ける。 11 

登録参加に際しては、病院名、所在地、連絡方法（電話、FAX、E-mail）、研究（登録）代表医師名、登録 12 
業務担当医師名、標榜診療科名、年間分娩数、周産期センターか否か（総合／地域の別を含む）、データ 13 
保存場所、対応表保存場所を明記した申請書を記載し、日本産科婦人科学会周産期委員会に申請する。 14 
研究（登録）代表医師は日本産科婦人科学会会員であることが必要である。申請された施設に関して、周 15 
産期委員会登録小委員会において登録可否を審議の上、登録施設として適当である旨判断された施設 16 
について周産期委員会で承認された後、周産期登録事業参加施設として登録される。 17 
登録加盟施設は、当該年度において妊娠 22 週以降に分娩に至った全症例について、母体情報、胎児情 18 
報および分娩周辺の関連医学情報を規定の登録フォームにコンピュータ入力し、収集する。 19 
 登録は、UMIN インターネット医学研究コーディネーティングセンターによるオンラインシステム20 
（PERINAT データベース）を利用する。オンラインシステムには以下の（1）～（3）の 3 種類の登録方法21 
があり、施設毎に選択する。 22 
 （1）UMIN-INDICE システムより PERINAT データベースに Web ブラウザから直接入力する方法 23 
 （2）電子カルテ上の産科部門システムで入力し、CSV ファイルを出力。これを PERINAT へファイル24 
をアップロードする方法 25 
 （3）日産婦公式の FileMaker でオフライン入力し、CSV ファイルを出力。これを PERINAT へファイ26 
ルをアップロードする方法 27 

入力マニュアル（資料１）および研究対象者への公開・通知文書案（資料２）は本会周産期登録ウェブサ28 
イトに掲載する。 29 
 30 
＜収集するデータ項目（オンライン登録）＞（資料３） 31 
●基本情報 32 
入院理由（陣痛発来・PROM・管理目的・手術・その他 より選択） 33 
不妊治療（なし・あり（排卵誘発剤・AIH・IVF-ET（媒精・顕微受精・不明）・その他（胚盤胞移植・卵子提供）34 
より選択） 35 
母体紹介（なし・あり（外来紹介・帰省分娩・搬送あり（緊急・非緊急）・病診連携（セミオープン）より選択） 36 
妊娠回数             分娩回数（うち早産回数・帝王切開回数）      自然流産回数          37 
人工妊娠中絶回数       母身長           非妊時体重         分娩時体重 38 
喫煙（なし・妊娠前あり（妊娠中無し）・妊娠中あり より選択） 39 
妊娠中飲酒（なし・機会飲酒のみ・（ほぼ）毎日 より選択）    パートナー（喫煙あり・飲酒あり より選択） 40 
 41 
●分娩 42 
分娩日（年・月・日・時・分）               妊娠週数（週・日）   分娩時年齢 43 
分娩方法（自然経腟・鉗子・吸引・予定帝切・緊急帝切（通常）・緊急帝切（超） より選択） 44 
分娩胎位（頭位・骨盤位・その他 より選択）   無痛分娩         TOLAC 45 
帝王切開の適応（胎児機能不全・既往帝王切開・胎位異常・分娩停止・子宮手術後・その他 より選択） 46 
帝王切開の麻酔（脊髄クモ膜下麻酔・硬膜外麻酔・全身麻酔・その他 より選択） 47 
子宮切開法（横切開・縦切開・その他 より選択） 48 
分娩時出血量 49 
誘導・陣痛促進分娩（なし・オキシトシン・PGF2α・その他 より選択） 50 
頸管熟化拡張処置（なし・メトロ（≦40ｍｌ）・メトロ（>40ｍｌ）・吸湿性頸管拡張剤・PGE2 内服・PGE2 腟剤・51 
その他 より選択） 52 
胎児心拍数波形レベル分類（１・２・３・４・５・不明 より選択） 53 
基線細変動（正常・減少・消失・増加 より選択） 54 
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一過性徐脈・基線異常（LD（軽度・高度）・VD（軽度・高度）・PD（軽度・高度）・持続性頻脈・持続性徐脈・  1 
Sinusoidal） 2 
 3 
●産科合併症（「あり」の場合チェック） 4 
切迫流産      切迫早産     頸管無力症     5 
頸管長短縮    腟内胎胞脱出  頸管縫縮術（予防的・治療的） 6 
重症妊娠悪阻   DVT     貧血 7 
GDM         Overt DM 8 
HDP（詳細／Eo・Lo／ HDP 診断時週数 より選択）   9 
子癇         FGR        血液型不適合 10 
早産期前期破水（週数記載）     臨床的 CAM 11 
低置胎盤      前置胎盤（全・部分・辺縁より選択） 12 
癒着胎盤      胎盤遺残 13 
常位胎盤早期剥離（持続的収縮・板状硬・胎児機能不全・IUFD・胎盤後血腫 より選択） 14 
HELLP 症候群               脳出血        急性妊娠性脂肪肝    15 
弛緩出血                     羊水塞栓（古典型（心肺虚脱型）・子宮型 より選択）   16 
肺塞栓         肺水腫       産科危機的出血   産科 DIC（スコア点数） 17 
回旋異常       遷延分娩     分娩停止          CPD  18 
微弱陣痛       過強陣痛      子宮破裂         頸管裂傷    19 
羊水過多      羊水過少       臍帯脱出       臍帯下垂        20 
産褥熱          周産期心筋症   その他（テキスト入力） 21 
    22 
●母処置（「あり」の場合チェック） 23 
酸素投与       胎盤用手剥離    血腫除去（腟壁・会陰 より選択）   子宮摘出 24 
輸血（自己血・同種血 より選択）     子宮双手圧迫               会陰切開     25 
産道裂傷／縫合（頸管・腟壁 より選択）       会陰裂傷／縫合（3 度・4 度 より選択） 26 
子宮弛緩処置（ニトログリセリン・吸入麻酔・リトドリン・その他 より選択） 27 
バルーンタンポナーデ           動脈塞栓術        compression suture 28 
死戦期帝王切開              その他（テキスト入力） 29 
 30 
●母転帰（生・死・転科 より選択） 31 
母死亡日時（年月日時分記入）               母死因（テキスト入力） 32 
 33 
●児情報（数値入力あるいは「あり」の場合チェック） 34 
胎数             多胎の場合の順位        双胎の種類（DD・MD・MM・不明 より選択） 35 
出産体重         性別                  身長 36 
頭囲             APGAR（１分値・5 分値）   臍帯動脈血 pH 37 
児転帰（生・死／NICU 入院 を選択 ） 38 
形態異常（テキスト入力）               胎児水腫 39 
新生児仮死      LFD（SGA）         HFD（LGA） 40 
TTTS 受血児     TTTS（供血児）       他（テキスト入力）    41 
児入院施設名    蘇生術（なし・酸素・マスク・挿管・不明 より選択） 42 
その他の処置（テキスト入力） 43 
 44 
●胎児付属物（数値入力あるいは「あり」の場合チェック） 45 
胎盤重量       臍帯長        羊水混濁       単一臍帯動脈 46 
臍帯付着異常（辺縁・卵膜・その他 より選択） 47 
臍帯血管吻合（AA・VV・AV・未確認 より選択） 48 
胎盤病理提出    Blanc 分類（1 度・2 度・3 度 より選択） 49 
臍帯炎（1 度・2 度・3 度 より選択） 50 
その他所見（テキスト入力） 51 
 52 
●母体の産科既往症（「あり」の場合チェック） 53 
（早剥以外の）妊娠中の性器出血  自然早産   切迫流産   切迫早産（子宮収縮・頸管長短縮）       54 
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頸管無力症（子宮収縮なし）       頸管裂傷    頸部非切処置（蒸散等）    1 
頸部切除術（LEEP・conization）   HDP（テキスト入力／Eo・Lo より選択）  2 
常位胎盤早期剥離            前置胎盤    pPROM    生殖器感染症 3 
死産                        FGR         糖尿病      GDM              over DM 4 
その他 5 
 6 
●母体基礎疾患（「あり」の場合チェック） 7 
中枢神経系（含む脳血管疾患）      呼吸器（肺炎・気管支炎）     8 
消化器（虫垂炎・胃腸炎・ 炎症性腸疾患 より選択）       肝（肝炎） 9 
腎・泌尿器（尿路感染症・尿路結石・慢性腎炎・その他より選択）    10 
血液            心血管        甲状腺（機能亢進症・機能低下症・潜在性機能低下症 より選択）        11 
骨              筋肉          子宮奇形           子宮筋腫         12 
子宮腺筋症・内膜症             子宮頸部異形成    子宮（その他）       13 
付属器         外傷／中毒     精神疾患         14 
自己免疫疾患     本態性高血圧    深部静脈血栓症 15 
悪性腫瘍       子宮筋腫核出術（開腹・腹腔鏡 より選択） 16 
DM（1 型・2 型・不明 より選択）    歯科疾患（歯周病含む） 17 
その他（テキスト入力） 18 
 19 
●母体感染症（「あり」の場合チェック） 20 
GBS                  クラミジア（初感染）           梅毒                    HBｓキャリア         21 
HCV キャリア         風疹 IgM                   トキソプラズマ（初感染）   22 
サイトメガロ（初感染）    HTLV-1 キャリア           HIV                 パルボ B19               23 
細菌性腟症（Nugent≧7 点）                         インフルエンザ（A・B  より選択） 24 
劇症型 A 群溶連菌感染症           麻疹（初感染）           その他（テキスト入力） 25 
 26 
●母体使用薬剤（「あり」の場合チェック） 27 
肺成熟目的ステロイド（ステロイド投与回数（1 クール・2 クール・その他）／ステロイド投与～娩出までの時28 
間（～48 時間・48 時間～7 日・7 日～1 か月・1 か月）／ステロイド種類（ベタメサゾン・デキサメサゾン・ そ29 
の他）／ステロイド総投与量） 30 
塩酸リトドリン（点滴・経口 より選択）             硫酸マグネシウム（早産予防・子癇予防 より選択）   31 
Ca ブロッカー（子宮収縮抑制・降圧 より選択）          インドメサシン 32 
早産予防目的プロゲステロン（腟錠・筋注 より選択）       ウリナスタチン                  33 
低用量アスピリン              ヘパリン            インスリン 34 
甲状腺機能改善薬（MMI・PTU・甲状腺ホルモン剤・その他 より選択）    35 
抗 D ヒト免疫グロブリン（妊娠中・産褥 より選択） 向精神薬（抗精神病薬・抗不安薬・その他 より選択） 36 
抗菌剤（点滴・経口・腟錠 より選択）            その他（テキスト入力） 37 
                                          38 
●胎児治療（「あり」の場合チェック） 39 
胎児鏡下レーザー手術       胸腔シャント術      その他 40 
 41 
●児死亡時記載欄 42 
臨床死因分類（妊娠高血圧症候群・母体疾患・前置胎盤・常位胎盤早期剥離・その他の胎盤異常・臍帯の43 
異常・胎位・胎勢・回旋の異常・以上に含まれない新生児呼吸障害・以上に含まれない胎児・新生児低酸44 
素症・以上に含まれない胎児・新生児損傷・以上に含まれない低出産体重・形態異常・胎児・新生児の溶45 
血性疾患・周産期の感染・多胎妊娠・双胎間輸血症候群・非免疫性胎児水腫・その他不明 より選択） 46 
死因となった病名（テキスト入力）    47 
剖検（あり・なし より選択）   剖検所見（テキスト入力）                 48 
死亡時期（死産・早期新生児死亡・後期新生児死亡・その他 より選択） 49 
死亡日時（年・月・日・時・分） 50 
児診断・処置（SGA・高ビリルビン血症・低血糖・新生児一過性多呼吸・ICD・光線療法・保温クベース・ 51 
輸液・輸血・人工換気日数・人工肺サーファクタント補充・PDA 治療・該当なし より選択） 52 
 53 
 54 
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②データセットの回収 1 
集計は各年毎に行い、直接的に個人の特定が可能な情報（妊産婦氏名（母氏名）、妊産婦入院番号2 

（母入院番号）、児氏名および児入院番号の 4 項目）を各施設における研究（登録）代表医師の責任にお3 
いて削除した後、UMIN の PERINAT データベースへ登録・集積される。 4 
 5 
③解析・集計 6 

収集されたデータを用い、以下の項目について各年毎に解析・集計し、日本産科婦人科学会雑誌に当 7 
該年周産期登録集計として掲載する。 8 
・母体搬送例     ・妊娠回数と分娩回数   ・分娩時母体年齢   ・不妊治療例   ・分娩胎位 9 
・分娩方法        ・帝王切開率           ・分娩週数          ・出産体重     ・児性別 10 
・アプガースコア   ・分娩時出血量         ・誘発促進分娩の有無 11 
・分娩時 CTG 異常の有無と種類          ・母体疾患の内訳    ・妊娠合併症の内訳 12 
・母体死亡の内訳  ・単胎・多胎の頻度     ・児の主要臨床死因別統計 13 
・登録施設別周産期統計（出産数、死産数、早期新生児死亡率、死亡率、早期新生児死亡率、周産期死 14 
亡数、周産期死亡比、周産期死亡率、剖検数、剖検率） 15 
 16 
④データの二次利用について 17 

本データベースは上述②により、単一情報に基づく患者特定情報は削除されているものの、データの特 18 
性上、他の情報と照合・突合することによって特定の個人を識別することが可能な情報が含まれている 19 
（項目６－②）。そのため、二次利用にあたっては、とくに照合・突合による個人特定に可能性を有する下 20 
記の 10 項目に関して、研究申請時にその必要性について日本産科婦人科学会周産期委員会委員長お 21 
よび周産期登録小委員会（周産期委員会に常置された小委員会）で検討し、研究目的に照らした最小限 22 
の項目以外を削除したデータセットを供出することとする。 23 
＜削除対象となり得る項目＞ 24 
・母体紹介の有無   ・妊娠・分娩回数      ・母身長     ・分娩日（日・時・分） 25 
・妊娠週数（週・日）  ・分娩施設名      ・児出産体重       ・児性別      ・児入院施設名 26 
 27 
２） 研究期間 28 

承認日～2027 年 12 月 31 日 29 
 30 
３ 研究対象者の選定方針 31 

当該年度において前述の２－１）－①で登録された施設において妊娠 22 週 0 日以降に出産した症例32 
のうち、対象者本人による登録拒否の申し出があった場合、あるいは登録情報に不明・不詳の項目が多く、33 
研究（登録）代表医師が研究対象者として適切でないと判断した患者を除く症例全例 34 
 35 
４ 研究の科学的合理性の根拠 36 

本事業は、我が国の全出産数の約 25％、周産期死亡例の約 50％を包含する主として周産期センター37 
の分娩個票を収集すると推定され、生産・死産を問わず参加施設の全出産児の周産期情報を網羅する唯38 
一最大のデータベースである。 39 
 40 
５ インフォームド・コンセントを受ける手続等（インフォームド・コンセントを受ける場合には、同規定による 41 
説明及び同意に関する事項を含む。） 42 

本事業は、既存の試料・情報を用いた研究であるため、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針43 
（平成 29 年 2 月 28 日一部改正版）の第 12 の 1 の(3)のアの（ウ）に該当すると考えられるため、研 44 
究対象者から必ずしもインフォームド・コンセントを受けることを要しないとされている。この趣旨から、本研 45 
究対象者への通知・公開は、登録参加施設および日本産科婦人科学会の両者がともに行うものとし、前 46 
者は個々の参加施設が研究対象者への公開・通知文書案（資料２）により、後者は当該研究の実施内容47 
ならびに登録参加施設を日本産科婦人科学会のホームページ（URL：http://www.jsog.or.jp/）において48 
公 開 す る 。 現 在 の 登 録 参 加 施 設 は 学 会 HP よ り 公 開 し て い る 。49 
（http://www.jsog.or.jp/facility_program/search_facility.php） 50 

なお、登録参加施設においては当該既存情報の提供に関する記録の作成することとし、当該情報の提51 
供をした日から 3 年を経過した日までの期間保管することを依頼する。また、日本産科婦人科学会におい52 
ては当該既存情報の提供に関する記録を作成し、当該記録を当該研究の終了について報告された日か53 
ら５年を経過した日までの期間保管する。 54 
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集積された周産期登録データは、匿名されているもの（どの研究対象者の試料・情報であるか直ちに判 1 
別できないよう、加工又は管理されたものに限る）に該当しており、倫理指針第 12 の 1 の(3)のアの（ウ）に2 
該当すると考えられるため、研究対象者への通知又は公開を行うことにより、必ずしもインフォームド・コン 3 
セントを要さず、これを所属機関外の者に提供し、新たな研究に供すること（以下、二次利用）ができるとさ 4 
れている。その際は当該二次研究について日本産科婦人科学会ホームページ上でオプトアウトを行う。 5 
 6 
６ 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、匿名加工情報又は非識別加工情報を作成する 7 
場合にはその旨を含む。） 8 

UMIN インターネット医学研究コーディネーティングセンターにより, 症例データの収集と管理が行われ9 
ている。セキュリティ保護体制として、情報システムにおける対策は ID とパスワードを用いた個人認証、10 
128bits SSL 及び VPN による暗号化、二重のファイアウォール設置、不正アクセス・侵入の監視システム11 
を、物理的な機器の監視として、指紋認証を用いた入退室管理と監視カメラの設置を行っている。 12 
①情報単体で特性の個人を識別することができるもの（氏名、顔画像等）：妊産婦氏名（母氏名）、妊産婦 13 
入院番号（母入院番号）、児氏名および児入院番号については、データ登録時に各施設において項目を14 
削除することによって匿名化する（上記２－1）－②））。 15 
②他の情報と照合することによって特定の個人を識別することができるもの（対応表によって特定の個人 16 
を識別することができる他の情報と照合できるもの）：本研究は、各登録施設において対応表を作成したう 17 
えで、①に記した情報を削除したデータセットが収集される。対応表は少なくとも症例登録から 5 年間は登18 
録参加施設により管理されるが、日本産科婦人科学会に提出されることはなく、また二次利用に関しても、19 
日本産科婦人科学会に対応表が提出されることはない。本研究の登録項目には、分娩日、妊産婦（母）の20 
年齢、児の出産体重、児の性別など、複数の情報を照合することによって個人の識別が可能な情報が包含21 
されている。本研究の趣旨に鑑みて、これらの全情報を削除することは登録情報そのものの疫学的価値お22 
よび二次利用の有益性を損ねるため、データ削除は上記①の項目に限定する。ただし、本研究における登23 
録項目にはこれら情報照合により個人識別可能な情報を包含することを念頭に、本研究データの二次利用24 
に際しては、日本産科婦人科学会周産期委員会および臨床研究審査委員会の両委員会が、施設および個25 
人の特定可能性、の視点から申請の妥当性を評価し、データ利用の可否を決定する（項目 26 
２２に記載）。 27 
 28 
７ 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益、これらの総合的評価並びに当該負担及び 29 
リスクを最小化する対策 30 
研究対象者に生じる負担ならびに予測されるリスク及び利益は無い。 31 
 32 
８ 試料・情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）の保管及び廃棄の方法 33 

保管場所：UMIN インターネット医学研究コーディネーティングセンターが管理するサーバー 34 
 保管責任者；周産期委員会委員長 杉山 隆  35 
 本研究で得られた情報における UMIN 上の保管期間は研究終了後 10 年間とし、研究終了の際には36 
復元ができないよう消去・廃棄する。ただし、研究終了前に研究延長がなされた場合には継続して保管す37 
る場合もあり得るが、その際には新たな研究計画書により保管の妥当性について受審する。 38 
 39 
 40 
９ 研究機関の長への報告内容及び方法 41 
本研究の進捗状況については、年 1 回日本産科婦人科学会 臨床研究審査委員会宛に臨床研究進捗42 

状況報告書（様式６）を提出する。 43 
また、情報の提供と受領に際し、登録参加施設は、各機関長に年 1 回別紙Ａ「他の研究機関への既存試 44 

料・情報の提供に関する届出書」を提出する。また、日本産科婦人科学会に別紙Ｂ「他の研究機関への試 45 
料・情報の提供に関する記録」を年に 1 回提出する。 46 
各種書類は研究責任者及び担当者が作成し、電子媒体及び文書にて、分野等の研究室において研究終 47 
了後 5 年間保管する。 48 
 49 
１０ 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る利益 50 
相反に関する状況 51 

財源：日本産科婦人科学会 周産期委員会予算による。 52 
本研究の研究代表者、研究分担者は、利益相反について日本産科婦人科学会へ申告し、その審査と承 53 
認を得るものとする。 54 
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 1 
１１ 研究に関する情報公開の方法 2 

研究に関する情報はホームページへ情報を掲載する。 3 
・ホームページの名称：日本産科婦人科学会 4 
・ホームページの URL: http://www.jsog.or.jp/ 5 
・論文、周産期委員会報告書等の発表をもって公表とする 6 
 7 
１２ 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 8 

当該年および既年分データのいずれについても、当該登録参加施設事務局（担当者）が対応する。 9 
 10 
１３ 代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続き等（代諾者等の選定方針並びに説明 11 
及び同意に関する事項を含む。） 12 
該当なし 13 
 14 
１４ インフォームド・アセントを得る場合の手続き等（説明に関する事項を含む。） 15 
該当なし 16 
 17 
１５ 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じている状況における研究の取扱い（次に掲げる要 18 
件の全てを満たしていることについて判断する方法） 19 

１） 研究対象者に緊急かつ明白な生命の危機が生じていること。 20 
２） 介入を行う研究の場合には、通常の診療では十分な効果が期待できず、研究の実施により研究 21 

対象者の生命の危機が回避できる可能性が十分にあると認められること。 22 
３） 研究の実施に伴って研究対象者に生じる負担及びリスクが必要最小限のものであること。 23 
４） 代諾者又は代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。 24 

該当なし 25 
 26 
１６ 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容 27 
該当なし 28 
 29 
１７ 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究の場合には、重篤な有害事象が発生した際の対応 30 
該当なし 31 
 32 
１８ 侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びその内容 33 
該当なし 34 
 35 
１９ 通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研究対象者への研究実施後における医療の 36 
提供に関する対応 37 
該当なし 38 
 39 
２０ 研究の実施に伴い、研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見 40 
が得られる可能性がある場合には、研究対象者に係る研究結果（偶発的所見を含む。）の取扱い 41 
該当なし 42 
 43 
２１ 研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務内容及び委託先の監督方法 44 
該当なし 45 
 46 
２２ 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受ける時点では特定され 47 
ない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、その 48 
旨と同意を受ける時点において想定される内容 49 

本研究の結果構築されるデータセットは、周産期医療の向上のための臨床研究として二次利用される50 
可能性がある。その場合には、原則として研究代表者の所属する施設に設置された倫理審査委員会にお51 
いて承認を得後、本会の「登録事業のデータベース利用に関する規約」に照らして、日本産科婦人科学会 52 
周産期委員会（許可申請者所属施設の構成員を除く）および臨床研究審査委員会の両委員会が、申請 53 
された研究内容が公益にかない、医学の進歩に貢献すると評価できるか、施設および個人の特定可能性、 54 
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の視点から申請の妥当性を評価し、データ利用の可否を決定する。なお、データベース項目のうち利用を 1 
許可する項目についても、個別の研究計画に記された内容ごとに両委員会で検討して決定する。その際、 2 
二次利用を行う研究については日本産科婦人科学会ホームページ上においてオプトアウト文書が公開さ 3 
れ、研究対象者に拒否する権利を与えるものとする。 4 
 5 
２３ モニタリング及び監査を実施する場合には、その実施体制及び実施手順 6 
該当なし 7 



1

UMIN 登録システムへのデータ入力法 

※１データ毎に「新規入力作業」を繰り返します

【利用ブラウザ環境】 ブラウザで Microsoft Edge をご利用の場合、「個人の認証に失敗しました」と表示さ

れログインできない場合がございます。https://から始まるアドレスバーをクリックして、URL が反転して

いる状態から「Enter」キーを押下すると認証画面へと切り替わりますが、可能な限り別のブラウザをご使用

ください。 

１．ログイン 

周産期委員会ホームページの「オンライン登録」からログインします。 

ユーザー名：UMIN ID

パスワード：オンライン登録用のパスワード（INDICE 用パスワード） 

※今回新規発行の場合は UMIN センターより封書で ID とパスワードがお手元に到着します

① 日本産科婦人科学会ホームページ http://www.jsog.or.jp/

② 「会員・医療関係の皆様へ」の次に、「委員会情報」の「周産期委員会」をクリック

③ 「周産期登録」の「オンライン登録」をクリック

④ ユーザー名とパスワードを入力すると、オンライン登録のトップ画面にログインします 
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２．データの新規入力と登録 

①トップ画面で「登録データ入力」をクリックすると個票の入力画面に移動します。 

＜トップ画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②個票入力画面で個票データを入力後、「入力完了」をクリックし、さらに「次へ進む」をクリック。 

＜個票入力画面＞ 

（スタート画面） 
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・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

（ 終画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③個票入力完了の確認 

 ※入力不備の「あり」「なし」がチェックされ、以後の画面表示と操作が異なります。 

＃１ 個票データに不備が「ない」とき ⇒ ４ページ 

＃２ 個票データに不備が「ある」とき（修正作業が必要） ⇒ ５ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入力完了」ボタンを押し

「次へ進む」をクリック 
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＃１．個票データに不備がないとき 

 

   ・「登録できます」の画面が出るので、 下段の「登録する」をクリック。 

   （１データの登録完了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・「登録完了」表示が出るので、「メニュー画面」をクリックし、 

「２．データの新規入力と登録」操作に戻って、次データを入力してください。 
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＃２．個票データに不備があるとき 

 

データに不備があり登録できない場合には、下の画面が表示されます。 

 

・「登録できません」が表示された場合には、画面をスクロールさせると‘不備の部分’が表示されて

います。 

・‘不備の部分’を確認後、画面 下段の「修正する」をクリックします。 

 

・入力画面に戻るので、‘不備の部分’を修正し、「登録する」をクリックします。 

  ⇒ 修正完了であれば３ページ画面（＃１．個票データに不備がないとき）が表示されます。 

  ⇒ まだ不備の部分があれば「登録できません」と再び表示されますので、引き続きデータ修正が 

必要です。  

 

※UMIN 画面ではプログラム上、 

「データ不備を表示する画面」では不備部分を確認できます（上記Ⓐ）が、 

「修正する」ボタンを押した後の「データ修正画面」ではデータ不備の箇所が表示されません。 

この点は、操作上かなり不便ですので、解決法を別紙１、別紙２に示しています。 

参考になさってください。 

 

Ⓐ 
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はじめに

本編はUMINへの一括アップロードの手順のみ記載しております。
基本操作に関する手順については（基本操作編）をご参照ください。

3



UMINサイトへの一括アップロード①

登録済みの周産期データをExcel形式で保存し、UMINアップロード用のCSVファイルに
変換を行います。
（ExcelファイルからCSVファイルへの変換はExcelソフト上で行います）

1

3

2

4

4

５

６



UMINサイトへの一括アップロード②

①[検索モード]をクリックします。

②[年]プルダウンよりアップロード対象の年を選択します。

③[検索実行]をクリックし、アップロード対象年のデータのみ表示します。

④[出力コンバートとExcel保存]をクリックします。（入力完了チェックでエラー
がある場合は、エラーメッセージが表示され処理が中止されます）

⑤Excel出力確認メッセージ表示されるので [出力する]をクリックします。
([キャンセル]クリックで処理が中止されます)

⑥Excel保存完了メッセージ表示されるので [OK]をクリックします。
(デスクトップにExcelファイルが保存されます)

※全データが表示された状態に戻す場合は、[全データ表示]をクリックします。

以下、次項へ

5

※必ず年を指定して１年分のみ出力してください。



UMINサイトへの一括アップロード③

⑦作成されたExcelファイルを開きます。

⑧２行目に空白行を５行挿入します。

⑨CSV保存

・データが1000件以内の場合
ファイルメニューから[名前を付けて保存]を選択し、保存画面にてファイルの種類
[CSV(ｶﾝﾏ区切り)]を選択し、[保存]をクリック。

・データが1000件を超える場合
CSVを分割するため、次頁の⑨-1手順より参照

⑩互換性確認メッセージが表示される場合は、[はい]をクリック。
（指定先にCSVファイルが保存されます）

以下、次項へ

7

8

9

９
10

6



UMINサイトへの一括アップロード④

⑨-1 シートを右クリックし[移動またはコピー]を選択し、シートの移動またはコピー画面にて、[コピーを作成する]を選択後に[OK]を
クリックしシートをコピーします。
1000件毎にCSVを作成するため、2000件を超える場合は当操作を２回、3000件を超える場合は当操作を３回行います。

⑨-2 １つ目のシートは最初の1000件のみCSV出力を行うため、1001件目以降の行を削除します。（タイトル1行と空白行5行を考
慮します）

⑨-3 ２つ目のシートは1001件目～1000件のみCSV出力を行うため、最初の1000件の行を削除します。
・2000件を超える場合は、３つ目のシートにて同様に2001件目～3000件のみを残して他の行を削除します。
・3000件を超える場合は、４つ目のシートにて同様に3001件目～4000件のみを残して他の行を削除します。

⑨-4 Excelを上書き保存後、上記で作成したシート毎に前頁⑨の手順にて
CSVファイルを作成しします。
(保存時に同一ファイル名でCSV作成されますので、右図のようにシート毎に
ファイル名を変更する必要があります)

以下、次項へ

7

1000件を超える場合、UMINアップロード時にタイムアウトの可能性があるため
1000毎にCSVファイルを作成します。

⑨-1⑨-1⑨-1

⑨-２

⑨-3

⑨-4



UMINサイトへの一括アップロード⑤

⑪UMINサイトの説明に従って、⑩で作成したCSVファイルの一括アップロードを
行います。

11

8
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はじめに

周産期登録FileMakerは、2020年に改訂された周産期登録の入力と
UMINサイトへの一括アップロード用ファイルを出力する為の補助ツー
ルとなります。

※UMINサイトへの一括アップロードについての手順は
別資料（アップロード編）をご参照ください。

3

＜事前準備＞周産期FileMakerの準備

ご利用される端末のFileMakerバージョンにより、お使いいただく
ファイルが異なりますので、以下の条件によってファイルをご選択くだ
さい。（日本産科婦人科学会HPよりダウンロードいただけます）

■FileMaker 13以降の場合
『周産期登録 2020 Ver13以降用.fmp12』をご利用ください。

■FileMaker 12以前の場合（Ver7以前は対応しておりません）
『周産期登録 2020 Ver12以前用.fp7 』 をご利用ください。

また、UMINにアップロードする際に整理番号は重複不可となってお
り、2020年分を入力いただいたファイルに引き続き2021年以降の
データも入力をお願い致します。
（新たにダウンロードしたファイルに2021年以降のデータを入力され
ますと、整理番号が重複しますのでご注意ください）



＜事前準備＞FileMaker Pro12をご使用の方へ

『周産期登録2020 Ver12以前用.fp7』を開く際、互換性の問題で
データベースの変換という手順が必要となります。

①ファイルを開く際、データベース変換画面が表示されますので、
[OK]をクリックします。

②その後任意のパスを指定し、保存を行いますと「.fp7」ファイル
が「.fmp12」ファイルに変換され、変換後のファイルで周産期
登録FileMakerが起動します。

4



＜事前準備＞施設情報の登録

周産期登録FileMakerで初めて操作を行う場合、施設情報画面より登録施設名、施設コード、
提出年の入力を行います。
各項目を入力する事により、新規登録時に各項目内容が自動取り込みされます。

1

①[施設名]をクリックし、施設情報画面を表示します。

②登録施設名、施設コード、提出年を入力します。

③[登録一覧]をクリックし、登録一覧画面に戻ります。

2

3

5



＜事前準備＞整理番号の設定

整理番号を年毎に1から発番したい場合、UMINアップロード時の整理番号重複を考慮し
あらかじめ整理番号を変更する必要があります。

6

①画面上部メニュー[ファイル]-[管理]-[データベース]を選択し、データベース
管理画面を表示します。(※FileMakerバージョンによって[管理]ではなく
[定義]となっている場合もあります)

②[フィールド]タブを選択し [テーブル]ドロップダウンリストから”周産期登録
2020 ”を選択、フィールドリストより「基本 整理番号」を選択しダブル
クリックします。

③[入力値の自動化]タブを選択し、「シリアル番号」配下の「次の値」の数値を
年下2桁+0001に変更します。(2021年の場合は”210001”に変更)

④[OK]ボタン⇒[OK]ボタンで設定を確定します。

※年の区切りの際には、再度「整理番号」を「220001」に変更して、ご利用
ください。

※「整理番号」は「新規作成」ボタンで新規レコードを作成する際に自動的に
前回の番号から＋１されます。



＜周産期データ入力＞新規登録

周産期データの新規登録を行います。
（データは児単位に入力を行い、最後に入力完了チェックを行います）

3
２

①[新規登録]をクリックし、データ作成及び産科入力画面を表示します。

②各種周産期情報を入力します。(背景黄色部分が必須入力)

③各種周産期情報の入力後、[入力完了]をクリックします。

④入力完了チェックにてエラー内容が表示されますので、エラー箇所の入力を行います。
エラー箇所はタブや項目部分に赤線が表示されます。
入力完了チェックでエラー０件となった場合は「【入力完了】エラーはありません。」
と表示されます。

4

1

7



＜周産期データ入力＞複製

多胎の場合、周産期データの複製を行う事ができます。
（【児】情報に関しては、胎数、双胎のみ複製されます。）

3

２

①複製対象データを選択後[産科入力]をクリックし、産科入力画面を表示します。

②入力完了チェックを行ってない場合は、[入力完了]をクリックします。

③ [複製]をクリックします。

④複製処理前の確認メッセージが表示されますので、 [OK]をクリックします。

⑤正常完了メッセージが表示されます。（入力完了チェックでエラーがある場合はエラー
メッセージが表示され、処理が中断されます）

1

4

5

8



＜周産期データ入力＞削除

誤って新規作成した場合、データの削除を行う事ができます。
（削除したデータは復元不可となりますのでご注意ください）

２

①削除対象データを選択後[産科入力]をクリックし、産科入力画面を表示します。

② [削除]をクリックします。

③削除処理前の確認メッセージが表示されますので、 [OK]をクリックします。

④正常完了メッセージが表示されます。

1

3

4

9



＜画面・印刷説明＞登録一覧画面

登録一覧画面の主要ボタン・表示説明。

①選択している周産期データの表示切替を行います。

②施設情報画面を表示します。

③[検索モード]で検索モードへ切り替えて[検索実行]検索を行う事ができます。
また[全データ表示]にて検索モードを終了し、[ソート解除]は[▲][▼]でソート
した表示順切替を解除します。

④登録一覧の印刷を行います。（※11ページ「＜画面・印刷説明＞登録一覧印刷」参照）

⑤周産期データの新規登録を行います。

⑥産科入力画面を表示します。

⑦一括で一覧上の入力完了チェックを行います。

⑧登録した周産期データをExcelへ出力します。

⑨システムを終了します。

⑩対象項目のソートを行います。

⑪入力完了チェックの[あり]or[なし]を条件に検索を行います。

⑫ファイル出力(⑧のExcel保存)の[あり]or[なし]を条件に検索を行います。

⑬対象データの入力完了チェックを行います。チェック結果として
エラー数とチェック日がボタンの左右に表示されます。

１
3

5 6
7

8

9

10

8810

2

11

12

13

10

4



＜画面・印刷説明＞産科入力画面

産科画面の主要ボタン・表示説明。

2
１

3 4 5 6

①産科入力の印刷を行います。(※12ページ「＜画面・印刷説明＞産科入力印刷」参照)

②選択している周産期データの表示切替を行います。

③周産期データの新規登録を行います。

④選択している周産期データの複製を行います。

⑤選択している周産期データの削除を行います。

⑥登録一覧画面を表示します。

⑦[産科入力]以外の種別タブを選択すると、各種別の項目のみ表示されます。
また入力完了チェックでエラーがある種別タブには、赤の下線が表示されます。

⑧入力完了チェックを行います。また右端に最終チェック日が表示されます。

⑨入力完了チェックのエラー内容が表示されます。エラーが0件の場合は
「【入力完了】エラーはありません。」が表示されます。

9

11

8
7



＜画面・印刷説明＞登録一覧印刷

登録一覧画面の印刷を行う事ができます。

2

１

3

①[印刷]ボタンをクリックし、印刷プレビュー画面を表示します。

②印刷プレビュー画面の[印刷する]ボタンをクリックし、印刷設定画面を表示します。

③印刷(印刷対象)が「対象レコード」となっている事を確認します。
（「現在のレコード」が選択されている場合は、選択中の周産期データのみ印刷されます）

④印刷するプリンタを選択します。

⑤[プロパティ]ボタンをクリックし、用紙設定が「A3横」となっている事を確認します。
ただしA４用紙のみ対応のプリンタの場合、「A4横」を選択し71%の縮小印刷設定を
行ってください。
（※縮小印刷の設定方法はプリンタの機種によって異なります）

⑥[OK]ボタンをクリックし印刷を行います。

⑦印刷完了後 [登録一覧へ戻る]ボタンをクリックし、登録一覧画面へ戻ります。
12

■登録一覧の印刷

4 5

55

６

7

登録一覧

5



＜画面・印刷説明＞産科入力印刷

産科入力画面の印刷を行う事ができます。

2

１

3

①[印刷]ボタンをクリックし、印刷プレビュー画面を表示します。

②印刷プレビュー画面の[印刷する]ボタンをクリックし、印刷設定画面を表示します。

③印刷(印刷対象)が「現在レコード」となっている事を確認します。
（「対象のレコード」が選択されている場合は、全ての周産期データが印刷されます）

④印刷するプリンタを選択します。

⑤[プロパティ]ボタンをクリックし、用紙設定が「A3縦」となっている事を確認します。
ただしA４用紙のみ対応のプリンタの場合、下記のいずれかの方法で印刷を行ってください。

・「A4横」：縮小なしで印刷。
・「A4縦」： 71%の縮小設定を行ったうえで印刷。

（※縮小設定方法はプリンタの機種によって異なります）

⑥[OK]ボタンをクリックし印刷を行います。

⑦印刷完了後 [産科入力へ戻る]ボタンをクリックし、産科入力画面へ戻ります。
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＜注意点＞その他注意点

その他注意点について以下に記載します。

■医学的にあり得ない入力値（例：臍帯血pH=8）などについては、UMINサイト
とのデータ整合性を担保するためエラーチェックは行いません。

■以下３項目については、UMINサイトにアップロードする際に小数点以下を四捨五入
します。ファイルメーカ上の数値は、小数点がある状態で保存しています。

①[児]身長
②[児]頭囲
③[胎児付属物]臍帯長

※上記以外の整数項目は、UMINサイトにアップロードする際に小数点以下を
切り捨てします。

■ラジオボタン項目に関して、FileMakerの機能でShiftキーを押しながらクリック
しますと複数選択可能ですが、必ず単一選択してください。

■チェックしたラジオボタン項目をクリアしたい場合は、
Shiftキーを押しながらクリックするか、
クリアしたいラジオボタンをクリックした後にDELキーを押して下さい。

14



＜Q&A＞

よくある質問について

Q1 ．周産期データの新規登録時に自動発番される「整理番号」を変更したい。

A1 ．以下の手順にて自動発番される「整理番号」を変更する事が可能です。

①画面上部メニュー[ファイル]-[管理]-[データベース]を選択し、データベース
管理画面を表示します。(※FileMakerバージョンによって[管理]ではなく
[定義]となっている場合もあります)

②[フィールド]タブを選択し [テーブル]ドロップダウンリストから”周産期登録
2020 ”を選択、フィールドリストより「基本 整理番号」を選択し
ダブルクリックします。

③[入力値の自動化]タブを選択し、「シリアル番号」配下の「次の値」
の数値を次回自動発番したい番号に変更します。

④[OK]ボタン⇒[OK]ボタンで設定を確定します。

※「整理番号」は「新規作成」ボタンで新規レコードを作成する際に自動的に
前回の番号から＋１されます。
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Q2 ．周産期データの新規登録時に自動発番される「整理番号」が連番となるはずが、
飛び番となる。

A2 ．登録一覧の「新規登録」ボタンではなく、FileMaker自体の「新規レコード」
機能を使ってデータ登録すると周産期データが正常に登録されず、次回正常登録
された際に「整理番号」が飛び番となります。

新たに周産期データを登録する際には、必ず登録一覧の「新規登録」ボタンを
ご使用ください。
またFileMaker自体の「新規レコード」「レコード複製」「レコード削除」は
ご使用にならないようご注意ください。

※「整理番号」を変更する際は、前ページのA1をご参照ください。

＜Q&A＞
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新規登録の際は
「新規登録」ボタン

をクリック



Q3 ．UMINサイトへのアップロードの際に「整理番号」が重複エラーとなる。
もしくは、既に登録済みの周産期データの整理番号を1から発番し直してから
UMINサイトへアップロードしたい。

A3 ．簡易マニュアル（アップロード編）P5の手順にてExcelファイルが作成されます
ので、Excel上で整理番号を変更してから次のP6の手順を行ってください。

※例えば2021年の場合は年下2桁+0001で”210001”形式に変更いただくと
UMINサイトの重複エラーの回避及び、年毎に１から発番する事が可能です。

＜Q&A＞

17

Excel上で
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日本産科婦人科学会周産期委員会  

周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 

に対するご協力のお願い 

 
研究代表者 所属 日本産科婦人科学会 周産期委員会  

職名 委員長 氏名 杉山 隆  
 

このたび、日本産科婦人科学会 周産期登録事業ならびにそれにより得られた周産期登録データベ

ースを用いた下記の医学系研究を、日本産科婦人科学会臨床研究審査委員会の承認ならびに理事長

の許可のもと、倫理指針および法令を遵守して実施しますので、ご協力をお願いいたします。な

お、この研究は個別に同意をいただかずに、通知・公開を行うことで実施することが国の指針によ

って認められています。  
この研究を実施することによる、患者さんへの新たな負担は一切ありません。また患者さんのプラ

イバシー保護については最善を尽くします。本研究への協力を望まれない患者さんは、その旨を診

療を受けた施設までお申し出下さいますようお願いいたします。 
 

１ 対象となる方 
承認日より 2026 年 12 月 31 日までの間に、周産期登録加盟施設（下記参照）出産された方 
 

２ 研究課題名 
日本産科婦人科学会の許可番号  2017-69-1（承認番号 64） 
研究課題名 日本産科婦人科学会 周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 
 
３ 研究実施機関  
周産期登録加盟施設（http://www.jsog.or.jp/public/shisetu_number/index.html） 
（登録参加施設は日本産科婦人科学会ホームページにおいて公開） 
 
４ 本研究の意義、目的、方法 
この研究への参加によって、①本邦における全国レベルの膨大な出産例に関する母体・胎児・分

娩周辺の関連医学情報を集約でき、我が国の周産期領域における諸種の疫学的、医学的傾向と解決

すべき課題を把握することが可能、②登録参加施設となることによって、本登録情報から得られた

研究成果を、個々の登録施設における臨床面および疫学的検討・解析に敷衍させることが容易かつ

可能、③登録施設の臨床研修施設認定および研修制度に益する、などの意義があります。これらを

通じて本邦ならびに登録施設の周産期医療・医学レベルの更なる向上につなげることが本研究の目

的です。 
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方法は、下記に示す項目について、対象の方の診療録よりデータを抽出して、登録を行います。  
 
（登録される項目） 
入院理由、不妊治療の有無、母体紹介の有無、妊娠・出産回数およびその内訳、喫煙飲酒歴、分娩

週数、分娩日時、分娩方法、麻酔法、分娩胎位、誘導・促進の有無および方法、胎児心拍パターン

分類、産科合併症、母体処置内容、出産体重、性別、Apgar 値、臍帯動脈血 pH、児体格、児疾患名、

胎児付属物所見、産科既往歴、母体基礎疾患、母体感染症、母体使用薬剤、母体転帰、児の転帰 な
ど  
 
収集されたデータは日本産科婦人科学会で管理されます。登録されたデータを集計解析し、日本

産科婦人科学会雑誌に当該年周産期登録集計として掲載します。また、論文や学会発表などでも公

開されます。  
 なお、本研究に登録されたデータを利用した二次研究は倫理審査委員会の承認を必要とし、そのう

えで、日本産科婦人科学会周産期委員会および臨床研究審査委員会にて研究内容の妥当性や安全性

を協議し、二次利用の可否が決定されます。この場合、登録項目のうち患者さんの氏名、入院番号

などのように、ひとつの項目だけで個人の特定が可能な情報は削除されていますが、それ以外にも

妊娠回数、分娩回数、分娩日、分娩時の妊娠週数、お子さんの出産体重、性別など、周産期登録に

必要不可欠で、かつ他の情報と照合することによって特定の個人がある程度可能な情報が含まれる

可能性はあります。 
 
５ 協力をお願いする内容 
４で示した情報を診療録より抽出して登録します。 
これらの情報については、周産期登録だけでなく、別の臨床研究で二次利用することもあり 

ます。 
 

６ 本研究の実施期間 
承認日から 2027 年 12 月 31 日まで 

 
７ プライバシーの保護について 
本研究で取り扱う患者さんの情報は個人情報をすべて削除し、４にご説明したように、登録項目

のうち患者さんの氏名、入院番号などのように、ひとつの項目だけで個人の特定が可能な情報は削

除されていますから、第３者にはどなたのものか一切わからない形で日本産科婦人科学会へ提供さ

れ、登録データから患者さんの特定を行うことはできません。  
一方で、データを二次利用する際には、４にご説明したように、他の情報と照合することによって

特定の個人がある程度可能な情報が含まれているため、登録データ利用の基準と利用項目の範囲を

厳密に判断して許可します。 
 
８ お問い合わせ 
本研究に関する質問や確認のご依頼は、下記へご連絡下さい。 
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また本研究の対象となる方またはその代理人（ご本人より本研究に関する委任を受けた方など） 
より、情報の利用や他の研究機関への提供の停止を求める旨のお申し出があった場合は、適切な措 
置を行いますので、その場合は診療のために受診された施設へのご連絡をお願いいたします。 
 
 

研究代表者   
日本産科婦人科学会 周産期委員会 

委員長 杉山 隆 
日本産科婦人科学会事務局 

TEL: 03-5524-6900 
FAX: 03-5524-6911 

Email: nissanfu@jsog.or.jp 
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     年     月     日 

 

他の研究機関への情報の提供に関する記録                              

 

日本産科婦人科学会 

理事長 木村  正 殿 

提供元の機関 名 称：       

 住 所：       

 機関の長 氏 名：       

 責任者 職 名:       

 氏 名：       印 

提供先の機関 名 称： 日本産科婦人科学会 

 研究責任者 氏 名： 杉山 隆 

研究課題「日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研

究」のため、研究に用いる情報を貴団体へ提供いたします。内容は以下のとおりです。 

 

内容 詳細 

提供する情報の項目 

入院理由、不妊治療の有無、母体紹介の有無、妊娠・出産回数およびそ

の内訳、喫煙飲酒歴、分娩週数、分娩方法、麻酔法、分娩胎位、誘導・

促進の有無および方法、胎児心拍パターン分類、産科合併症、母体処

置内容、出産体重、性別、Apgar 値、臍帯動脈 pH、児体格、児疾患名、

胎児付属物所見、産科既往歴、母体基礎疾患、母体感染症、母体使用薬

剤、母体転帰、児の転帰など 

取得の経緯 診療録より取得 

同意の取得状況 
□あり（方法：     ） 

■なし 

匿名化の有無 
■あり（対応表の作成の有無 ■あり □なし ） 

□なし 

機関の長への報告 

□ 施設倫理審査委員会へ  年  月  日に年次報告済 

□   年  月  日に報告済 

□   年  月  日に報告予定 

以 上 
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     年     月     日 

他の研究機関への既存情報の提供に関する届出書                            

（提供元の機関の長の氏名） 殿 

報 告 者 所属組織: 　　　　　　 
 職  名:       
 氏  名:       印 

当施設における「人を対象とした医学系研究の実施に関する規程」に基づき、当施設で保

有する既存情報を、他の研究機関へ提供いたしますので、以下のとおり（報告・申請）しま

す。 

添付資料 

■ 提供先の機関における研究計画書 

□ 提供先の機関における倫理審査委員会承認の証書 

 その他（       ） 

 

１. 研究に関する事項 

研究課題 
日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に

基づく研究 

研究代表者 
氏名：杉山 隆 

所属研究機関：公益社団法人 日本産科婦人科学会 

研究計画書に記載の 

ある予定研究期間 
2017年     月     日 ～    年  月  日 

提供する情報の項目 

入院理由、不妊治療の有無、母体紹介の有無、妊娠・出産回数およびその内訳、

喫煙飲酒歴、分娩週数、分娩方法、麻酔法、分娩胎位、誘導・促進の有無およ

び方法、胎児心拍パターン分類、産科合併症、母体処置内容、出産体重、性別、

Apgar 値、臍帯動脈 pH、児体格、児疾患名、胎児付属物所見、産科既往歴、母

体基礎疾患、母体感染症、母体使用薬剤、母体転帰、児の転帰など 

提供する情報の取得

の経緯 
診療録より取得 

提供方法 
□ ファイルメーカーに入力し、郵送にて提出 

■ WEB上で登録 

提供先の機関 

研究機関の名称：日本産科婦人科学会  

責任者の職名：理事長 

責任者の氏名：木村  正 
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２. 確認事項 

研究対象者の同意の

取得状況等 

 文書によりインフォームド・コンセントを受けている 

 口頭によりインフォームド・コンセントを受けている 

 ア(ｱ)：匿名化されているもの（特定の個人を識別することがで

きないものに限る。）を提供する場合 

 ア(ｲ)：匿名加工情報又は非識別加工情報を提供する場合 

■ ア(ｳ)：匿名化されているもの（どの研究対象者の試料・情報であ

るかが直ちに判別できないよう、加工又は管理されたものに限

る。）を提供する場合 

 イ：アによることができない場合（オプトアウト及び倫理審査委

員会の審査要） 

 ウ：ア又はイによることができない場合であって、（※）を満た

す場合（倫理審査委員会の審査要） 

当施設における通知

又は公開の実施の有

無等 

 実施しない 

□ 通知又は公開を実施 

□ 通知又は公開＋拒否機会の保障（オプトアウト）を実施 

 その他適切な措置を実施 

対応表の作成の有無 
■ あり（管理者：       ）（管理部署：    ） 

 なし 

情報の提供に関する

記録の作成・保管方

法 

 この申請書を記録として保管する 

（管理者：       ）（管理部署：    ） 

■ 別途書式を提供先の機関に送付し、提供先の機関で記録を保管する 

 その他（        ） 

※）① 研究の実施に侵襲を伴わない 
② 同意の手続の簡略化が、研究対象者の不利益とならない 
③ 手続を簡略化しなければ研究の実施が困難であり、又 は研究の価値を著しく損ねる 
④ 社会的に重要性の高い研究と認められるものである 
⑤ 以下のいずれかのうち適切な措置を講じる 

・研究対象者等が含まれる集団に対し、試料・情報の収集及び利用の目的及び内容、方法等につ
いて広報する 

・研究対象者等に対し、速やかに、事後的説明を行う 
・長期間にわたって継続的に試料・情報が収集され、又は利用される場合には、社会に対し、そ

の実情を当該試料・情報の収集又は利用の目的及び方法を含めて広報し、社会に周知されるよ
う努める 

 

（※施設管理用） 

倫理審査員会における審査 
 不要 

 要（開催日：     年     月     日） 

提供の可否 

 許可（     年     月     日） 

 了承（     年     月     日） 

 不許可 
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