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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

27-027 H28.3.1 高田　俊範
呼吸器・感染症
内科

びまん性肺疾患における疾患コホート研究と、そ
の残余検体を用いた疾患表現型分類、予後因子
推定のためのバイオマーカーの探索

2016年3月3日～ 性別は不問とし、年齢20歳以上でびまん性肺疾患と診断された患者

27-026 H28.3.1 西山　勉 泌尿器科
Testicular seminoma with pseudocyst and 
coagulation necrosis like burned-out tumor:A 
case report

2016年3月3日～
偽嚢胞と転移のない「燃え尽き」現象腫瘍様凝固壊死を伴う精巣セミノーマ患
者

27-025 H28.2.4 依田　拓也 整形外科
早期骨粗鬆症患者の臨床的特徴と骨折リスク因
子の検討

2016年2月8日～2年間
橈骨遠位端骨折が初発の骨脆弱性骨折である女性患者80名、骨脆弱性骨折
の既往のない女性ボランティア80名

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。

27-023 H28.1.12 鈴木　和夫
呼吸器・感染症
内科

慢性呼吸器疾患患者が息切れに対して行ってい
るマネジメント法および医療者に求められている
支援ニーズの実態

2016年1月19日～2017年3月31日
呼吸器外来に通院中で、１ヶ月間に増悪による入院経験のないmodified 
MRC1以上の息切れのある慢性呼吸器疾患患者（慢性閉塞性肺疾患・肺気
腫、肺結核後遺症、間質性肺炎、気管支拡張性）

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

27-020 H27.12.8 西山　勉 泌尿器科
経皮的腎砕石術（PNL）に対するReal-time Virtyal 
Sonography（RVS）を用いた新たな腎瘻造設術の
確立

2015年11月～2017年12月 尿路結石で経皮的腎砕石術（PNL）による治療が必要な患者　20名

27-019 H27.11.10 貝瀬　眞由美 薬剤部
クラスⅠ、ならびにクラスⅡ院内製剤の使用承認
について

2015年11月17日～ 症例による

27-018 H27.11.10 須田　剛士 消化器内科
門脈血流改変に伴う合併症予防のための基礎的
検討

2015年11月1日～2018年10月31
日

種々の原因により門脈圧亢進症状を呈し、PSE、あるいはB-RTOが適応であ
る症例

27-017 H27.11.10 橋本　毅久 呼吸器外科
術前CEA高値病理病期IA期肺腺癌完全切除症例
に対するUFT術後補助化学療法の有用性の検討

2015年11月17日～　5年全生存率
と5年無再発生存率を求めること
から治療後5年間

完全切除手術が行われた病理病期IA期肺腺癌で術前CEA高値症例である患
者
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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

27-015 H27.11.10 西山　勉 泌尿器科
前立腺癌局在診断におけるIVIM（Intra-voxel 
incoherent motion）拡散強調像（DWI）のｂ値選択
による灌流情報の検討

2015年10月～2017年12月 前立腺癌疑いで、通常のMRI検査を行った前立腺生検予定患者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～ －

27-013 H27.10.6 依田　拓也 整形外科
日本骨折治療学会運動器外傷データベースにお
ける四肢長管骨開放骨折症例の登録事業

2015年10月13日～3年間
四肢長管骨新鮮開放骨折の患者（受傷から３週間以内の患者で、年齢は問
わない）

27-012 H27.10.6 依田　拓也 整形外科 橈骨遠位端骨折の患者における骨強度評価試験 2015年10月13日～2016年9月 魚沼基幹病院を受診した40歳以上の橈骨遠位端骨折患者

27-011 H27.10.6 依田　拓也 整形外科
橈骨遠位端骨折の患者と健常ボランティア間にお
けるビタミンＤ濃度と片脚立位時間の比較試験

2015年10月13日～2017年9月 魚沼基幹病院を受診した40歳以上の橈骨遠位端骨折患者、健診受診職員

27-010 H27.10.6 西山　勉 泌尿器科
前立腺肥大症に対する薬物療法の効果及び生活
の質への影響に関する調査

2015年10月13日～2017年12月
経直腸的前立腺超音波検査において前立腺体積が30ml以上、IPSS8点以上
と評価された50歳以上の男性患者

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

27-008 H27.9.9 甲田　亮 腎臓内科
総合診療科・ホスピタリストのいる病院での腎臓疾
患の診察状況

2015年9月9日～2017年3月31日 H27.6.1～腎臓内科・総合診療科の外来を受診又は入院加療を要した患者

27-007 H27.9.9 渡辺　博文 腎臓内科
腎臓病患者における血清重炭酸濃度測定の有用
性の検討

2015年9月9日～2017年7月31日
H27.8.1～H28.1.31までに同時に血清重炭酸塩と静脈血ガス分析の測定を受
けた患者の臨床情報

27-006 H27.9.9 飯野　則昭 腎臓内科
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究、ダ
ルベポエチン α製剤低反応性に関する検討

2015年9月9日～2018年3月31日
通院中又は入院中の患者で、選択基準を全て満たし、除外基準に該当しない
保存期慢性腎臓病の腎性貧血患者

27-005 H27.9.9 相澤　直孝 耳鼻咽喉科 肺炎症例での嚥下機能評価 2015年10月1日～2018年9月31日
肺炎で入院した高齢者で耳鼻咽喉科医による診療を行うことが出来る者（意
識障害や認知障害等を合併している者は除外）

○
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27-004 H27.9.9 白井　崇準 小児科 ヒトパレコウイルス感染児の抗体価の経時的変化 特に設けない
リアルタイムPCR法で診断された、HPeV3型に感染した新生児、生後3ヶ月未
満の乳児

27-003 H27.9.9 須田　剛士 消化器内科
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）高危険群設定
の試み

2015年4月1日～2017年3月31日
前年度の健診で腹部超音波検査上で脂肪肝が指摘され、BMI<30以下の健診
受診者

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）

27-001 H27.8.11 三島　健人 心臓血管外科 胸部大動脈ステントグラフト内挿術の実施 特に設けない
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