
２０１２年度 臨床研究 
腎・透析科 腹膜透析患者の残存腎機能に与える造影剤の影響 
呼吸器科 
 

局所進行非小細胞肺がん（非扁平上皮がん）に対するＣａｒｂｏｐｌａｔｉｎ+Ｐｅｍｅｔｒｅｘｅｄ+
放射線同時併用療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 

呼吸器科 
 

肺扁平上皮癌に対する初回カルボプラチン・Ｓ-１併用療法施行後のＳ-１維持療法の第
Ⅱ相試験 

泌尿器科 
 

過活動膀胱症状を伴う前立腺肥大症患者に対するシロドシン、ナフトピジルの有効性・安
全性の比較検討 

外科 高度局所進行直腸癌に対する術前術後ＸＥＬＯＸ療法 
口腔外科 化学療法レジメン 口腔―超選択的ＣＤＤＰ動注療法― 
消化器科 
 

Ｃ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン・リバビリン・テラプレビル併用療法における有
害事象発現に関与する宿主側因子、および体制ウイルスの出現動態に関する多施設共
同前向き研究 

消化器科 
 

ヘモグロビン濃度低値例へのテラプレビル/ＰＥＧ-ＩＦＮ/ＲＢＶ施行時のエリスロポエチン併
用効果の検討 

外科 
 

高度局所進行直腸癌に対する術後補助化学療法としてのＸＥＬＯＸ療法 第Ⅱ相臨床
試験 

皮膚科 生物学的製剤使用関節リウマチ患者の長期安全性研究 
小児科 腎移植後、ＢＫウイルス腎症に対するシドフォビル投与について 
外科 家族性大腸ポリポーシスで全結腸切除術後の腹腔内デスモイド腫瘍に対する化学療法 
薬剤部 
 

悪性リンパ腫患者におけるＣＨＯＰ療法及びＣＨＯＰ類似療法施行時に誘発される吃逆の
発症率とリスク因子に関する調査 

泌尿器科 進行腎細胞癌に対する分子標的薬投与による初期変化と治療効果の検討 
呼吸器科 
 

切除可能胸壁浸潤肺がんに対するＣｏｎｃｕｒｒｅｎｔ Ｃｈｅｍｏｒａｄｉｏｔｈｅｒａｐｙと外科切除に
よる集学的治療の安全性と有効性の検討 

小児科 
 

冠動脈病変合併リスクの高い川崎病患者に対する免疫グロブリンと免疫グロブリン・プレド
ニゾロン初期併用投与の前方視的ランダム化比較試験 

外科 高度局所進行直腸癌に対する術後補助化学療法としてのＸＥＬＯＸ療法 
循環器科 中等度狭窄に対する補助診断装置を用いた冠動脈インターベンション実態調査 
血液科 
 

骨髄不全症候群および発作性夜間ヘモグロビン尿症（ＰＮＨ）疑い症例におけるＧＰＩアン
カー膜蛋白欠損血球の保有率とその意義を明らかにするための観察研究 

小児科 難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの投与について（３）（４） 
泌尿器科 全国泌尿器癌登録 
消化器科 胃癌、癌性髄膜炎に対してのメソトレキセート（ＭＴＸ）の髄注投与について 
眼科 学会発表及び論文作成のための個人情報を伴わない臨床データの利用について 
 
 
２０１３年度 臨床研究 
眼科 新しい光干渉式眼軸長測定装置における測定値の評価 
小児科 難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの投与について（5） 
小児科 難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの投与について（6） 
循環器科 
 

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサバンの
有効性と安全性に関する登録観察研究（ＥＸＰＡＮＤ ｓｔｕｄｙ） 

皮膚科 有棘細胞癌患者へのＣＤＤＰ-ＤＸＲ療法 
循環器科 慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための多施設臨床試験（CIBIS-J） 
外科 リンパ節転移陽性胆道癌切除例に対する TS-1 術後補助化学療法の第Ⅱ相試験 
腎・透析科 
 

ミルセラ®による移植後貧血の正常化と天然型ビタミンＤ₃の補充が移植腎機能に及ぼ
す影響を検討するランダム化比較試験 

救急科 熱傷の接線切術における止血方法としてシリコン・ゲル・ドレッシングの有効性の評価 
眼科 薬剤性上皮障害に対するレバミピド点眼液の有効性の検討 
呼吸器科 
 

化学療法不応または再発の小細胞肺癌に対する塩酸アムルビシン毎週投与法の第Ⅱ
相試験 

呼吸器科 高齢者未治療進展型小細胞肺癌に対するアムルビシン単剤療法の臨床第Ⅱ相試験 
呼吸器科 
 

非扁平上皮小細胞肺がんに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法の血液検
体を用いた効果予測に関する多施設共同 

呼吸器科 
 

７０歳以上の高齢者進行・再発非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤を含む併用化学
療法の治療開始前臨床情報によるｆｅａｓｉｂｉｌｉｔｙ予測 

皮膚科 第 11 回 ATL 全国実態調査「ATL の診療実態・指針の分析による診療体制の整備」 
循環器科 
 

ＲＥＳＯＬＶＥ試験：植込み型徐細動器患者における呼吸・生体情報モニタリングと転帰
の関連調査 

循環器科 収縮能が保持された心不全（ｈｅａｒｔ ｆａｉｌｕｒｅ ｗｉｔｈ ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ ｅｊｅｃｔｉｏｎ  
ｆｒａｃｔｉｏｎ：ＨＦＰＥＦ）患者を対象としたトルバプタンの短期および長期投与の有用性の検



討－多施設共同、ランダム化、非盲検試験－ 
小児科 臍肉芽腫に対する吉草酸ベタメタゾン軟膏の有用性について前方視的多施設共同研

究 
泌尿器科 夜間頻尿を有する女性化活動膀胱患者におけるミラベグロンの有用性とＱＯＬへの影響

についての検討 
リハビリテーションセンター 熱傷患者へのリハビリテーションの調査 
リハビリテーションセンター  認知機能スクリーニングの有用性に関する研究 
神経内科 
 

脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全性の検
討 ＣＳＰＳ.ｃｏｍ研究 

消化器科 
 

Ｃ型慢性肝炎におけるＰＥＧ-ＩＦＮα/ＲＢＶ/ジメブレビル３剤併用療法の治療適応及び
有効性に関する検討 

臨床研究支援センター  災害時伝言ダイアル/伝言板 体験後の患者アンケート 
皮膚科 ステロイド性骨粗鬆症に対するミノドロン酸水和物の臨床有用性に関する検討 
 
 
２０１４年度 臨床研究 
呼吸器内科 調剤薬局における吸入薬の使用に関する患者アンケート調査 
腎・透析科 慢性維持透析患者の予後に及ぼす影響に関する炭酸ランタンと炭酸カルシウムの無作

為割付前向き比較試験 
泌尿器科 ＨＴＬＶ-１陽性ドナーから陰性レシピエントに対する生体腎移植における術後抗ウイルス

薬予防投与について 
泌尿器科 ソラフェニブ、スニチニブの効果予測バイオマーカーの探索 

（ＣＲＯＳＳ-Ｊ-ＲＣＣ付帯研究） 
眼科 黄斑疾患眼における硝子体手術前後の色を用いた視機能評価 
眼科 黄斑疾患眼における色アムスラー検査の有用性について 
放射線科 エックス線ＣＴ検査に関する医療被曝実態調査及び線量評価 
看護部 「患者尊厳測定尺度国際版（ｉＰＤＳ）日本語版の開発」に関する自記式質問紙調査 
循環器内科 ＯＡＣ-ＡＬＯＮ Ｓｔｕｄｙ（Ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ Ａｎｔｉｔｈｒｏｍｂｏｔｉｃ Ｃａｒｅ ｉｎ ｐａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ 

Ａｔｒｉａｌ ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉＯＮ ａｎｄ ｃｏｒｏｎａｒｙ ｓｔＥｎｔ ｓｔｕｄｙ）[冠動脈ステント留置術後１２ヶ
月超を経た心房細動患者に対するワーファリン単独療法の妥当性を検証する多施設
無作為化試験］ 

腎・透析科 血栓性微小血管障害症の遺伝的敗けに関する研究 
救急科 自然免疫・獲得免疫バランスからみた外傷患者における免疫応答制御メカニズムの解

明  
検査部 血清（Ｎａ-Ｃ１）値とＣＯ２（ＨＣＯ３）値の比較 
リハビリテーション科 誤嚥性肺炎患者の摂食嚥下機能評価と対策 
神経内科 非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/ＴＡＩにおけるリバーロキサバンの投与開始時

期に関する観察研究（ＲＥＬＡＸＥＤ） 
循環器内科 マーシャル静脈内へのエタノール注入による不整脈治療 
心臓血管外科 Ｍｏｄｉｆｉｅｄ ｕｌｔｒａｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ 中のＦＦＰ投与時のｃｙｔｏｋｉｎｅ 変化 
救急科 日本ＩＶＲ学会による全国ＩＶＲ症例登録事業への参加について 
小児科 急性脳症・痙攣重積症例の後方視的解析 
腎・透析科 保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究―ダルベポエチンアルファ製剤低反応

に関する検討― 
救急科 ポータブルｐＨメータ（皮膚用）の臨床使用について 
看護学校 「死や生・いのち」の捉え方に関する調査研究 
看護部 腎移植レシピエントと生体ドナーのＱＯＬ（Ｏｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅ）調査 
腎・透析科 保存期慢性腎臓病のｅｒｙｔｈｒｏｐｏｉｅｓｉｓ ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ ａｇｅｎｔ低反応性腎性貧血患者

に対するエポエチン ベータ ペゴル製剤投与時の維持ヘモグロビン値による腎予後の
評価多施設共同、オープンラベル、ランダム化並行群間比較試験（ＲＡＤＩＡＮＣＥ- 
ＣＫＤ ｓｔｕｄｙ） 

歯科口腔外科 糖尿病と歯科に関する調査 
泌尿器科 浸潤性膀胱癌における病理学的予後因子についての検討 
外科 ＨＥＲ２陽性進行再発乳癌の二次治療以降におけるエリブリン＋トラスツズマブ併用療法

の有効性、安全性の検討 
腎・透析科 糖尿病性腎症を合併した高尿酸血症患者におけるトピロキソスタットの尿アルブミン低下

作用 
小児科 小児患者において咽頭培養と上咽頭培養で検出される細菌叢の比較 
緩和支持治療科 厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告 
 
 
 



２０１５年度 臨床研究 
消化器内科 内視鏡的胃粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）後の人口潰瘍治癒に対するヘリコバクター・ピロリ

菌除菌の効果に関する多施設共同無作為比較 
救急科 重症熱中症の病態解明に関する臨床研究 
皮膚科 皮膚筋炎における自己抗体解析およびＨＬＡ解析による疾患感受性の検討 
小児循環器科 小児循環器疾患における原因遺伝子の探索研究 
眼科 黄斑下から黄斑外に及ぶ網膜下血腫に対する内視鏡併用硝子体手術 
腎臓内科 入院中の血液透析患者に対する栄養とＡＤＬの評価 
腎臓内科 ＬＤＬアフェレシス療法の重度尿蛋白を伴う糖尿病性腎症に対する多施設臨床試験 
緩和支持治療科 Ｈｏｗ Ｄｏ Ｈｏｓｐｉｔａｌ Ｐａｌｌｉａｔｉｖｅ Ｃａｒｅ Ｔｅａｍｓ Ｕｓｅ ｔｈｅ ＷＨＯ Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ

ｔｏ Ｍａｎａｇｅ Ｕｎｒｅｌｉｖｅｄ Ｃａｎｃｅｒ Ｐａｉｎ？ Ａ １-Ｙｅａｒ，Ｍｕｌｔｉｃｅｎｔｅｒ Ａｕｄｉｔ ｉｎ 
Ｊａｐａｎ 
（院内緩和ケアチームはどのように除痛されていない癌患者の疼痛を緩和するか？１年間の多施設オーデイット（結

果より） 

救急科 熱傷患者の健常皮膚、熱傷部位、移植皮膚の光音響画像化に関する研究 
看護部 外来放射線治療患者に対する緩和ケア・スクリーニング評価とそれによる看護支援必

要性の検証：５か月のＡｕｄｉｔ解析 
消化器内科 ＨＥＲ２陽性切除不能進行・再発胃癌一次治療例に対するＳ-１Ｌ-ＯＨＰ＋ 

Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂの有効性・安全性の検討を目的とした臨床第Ⅱ相試験 
循環器内科 冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓療法に関する検討 
血液・腫瘍内科 ボルテゾミブおよびレナリドミド治療後再発多発性骨髄腫患者におけるポマリドミドおよび

デキサメタゾン併用療法の有効性に関する国際共同第 II 相試験 
救急科 重症敗血症の疫学的研究 
救急科 急性肺損傷（ＡＬI）/急性呼吸促迫症候群（ＡＲＤＳ）の疫学的研究 
救急科 重症外傷の疫学的研究 
救急科 肺炎球菌・レンサ球菌・黄色ブドウ球菌による重症敗血症の多施設共同観察研究 
放射線科 急性期放射線腸炎に対する半夏瀉心湯の効果：多施設第Ⅱ相試験 
腎臓内科 腹膜透析患者の合併症とその対策に関する臨床調査研究 
歯科口腔外科 がん患者の終末期における口腔ケアサポートのタイミング 

―がん死亡患者の事例検討― 
小児科 ヒトメタニューモウイルス感染症に関する多施設臨床調査 
眼科 網膜下血腫における血栓溶解ｔＰＡ使用 
リハビリテーション科 高齢者の転倒要因に関する調査 
緩和支持治療科 緩和ケアチームによるオピオイド処方レビュー（照会）活動の有効性検証 
 
 
２０１６年度 臨床研究 
緩和支持治療科 オピオイド処方レビュー（照会）活動の成功因子探索のためのアンケート調査 
救急科 広範囲熱傷の初期輸液に関する多施設共同無作為化非盲検比較対象試験 
眼科 黄斑下から黄斑外に及ぶ網膜下血腫に対する内視鏡併用硝子体手術 
内分泌・糖尿病内科 Ｉｏｔ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）を活用した糖尿病モデルの生活習慣改善支援プログラム

開発 
インフォ-ﾑﾄﾞ・コンセント 
検討委員会 

研究に対する医療情報や検体の提供に関する説明および同意書についての倫理的審
議依頼 

呼吸器内科 吸入指導箋の有用性についてのＡＣＴ・ＣＡＴの評価 
救急科 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査（２０１６） 
皮膚科 自己免疫疾患関連遺伝因子に関する研究 
消化器内科 癒着性小腸イレウスに対するロングチューブＶＳ．経鼻胃管ガストログラフィ造影のランダ

ム化比較試験 
皮膚科 有棘細胞癌患者へのＦＰ療法 
救急科 気管熱傷患者の挿管適応に関する検討 
歯科口腔外科 緩和ケアが行われたがん患者における口腔衛生管理の潜在的ニーズの推測 
リハビリテーション科 国際生活機能分類（ＩＣＦ）を用いた生活機能情報収集システムの開発 
耳鼻咽喉科 中部地方における２００６年以降１０年間の上咽喉癌疫学調査 
薬剤部 悪性胸膜中皮腫に対するカルボブラチンの有用性の検討 
薬剤部 ＣＨＯＰ療法におけるペグフィルグラスチムの費用対効果 
泌尿器科 転移性尿管癌（多発肝転移、肺転移）におけるＮｉｖｏｌｕｍａｂの使用申請 
緩和支持治療科 がんの病期、療養場所によらない緩和ケア提供のための苦痛の評価と治療を統合した

情報共有・解析システムの開発研究（２９０５１２０１） 
総合診療科 補体関連疾患の診断のための補体検査及び遺伝子検査 
呼吸器内科 乳び胸症例に対するオクトレオチド投与 

 



２０１７年度 臨床研究 
眼科 自己免疫性角膜潰瘍、角膜穿孔のシアノアクリレート系接着剤による治療 
小児科 診断・治療法開発のためのシスチノーシスのゲノム解析研究 
小児科 愛知県小児腎臓専門施設における、学校検尿有所見者の横断的及び縦断的追跡調

査 
眼科 白内障術後屈折誤差低減のための眼内レンズ固定位置を予測する研究 
消化器内科 大腸ＥＳＤ後凝固症候群及び遅発生穿孔の発症予防における内視鏡的潰瘍縫縮術の

有効性を検証するためのランダム化比較試験 
小児科 小児腎移植後の不活化４価インフルエンザワクチン接種の有効性と安全性の検討 
救急科 集中治療室における敗血症診断 
リハビリテーション科 集中治療室における敗血症診断 
リハビリテーション科 気道熱傷患者に対する呼吸理学療法の短期的効果の検証 
循環器内科 急性肺血栓塞栓症患者における慢性肺血栓および慢性血栓塞栓性項血圧発症に関

する前向き観察 
循環器内科 東海地区肺高血圧症前向き追跡研究―Ｎａｇｏｙａ ＰＨ Ｒｅｇｉｓｔｒｙ－ 
眼科 難治性の角膜・強膜の潰瘍・穿孔、及び瘢痕拘縮が強い濾過手術後のブレブ穿孔に対

するシアノアクリレート系接着剤による治療 
救急科 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査（２０１７） 
循環器内科 カテーテルアブレーション症例全例プロジェクト 
看護部 慢性疾患とともに生きる青年の希望に関する研究 
眼科 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術に関する前向き実態調査 
眼科 眼内悪性リンパ腫に対してメトトレキセート硝子体内投与による治療 
眼科 裂孔原性網膜剥離に対する眼内視鏡を併用した硝子体手術施行後の臨床成績 
小児科 ＲＳウイルス性細気管支炎に対するプランルカストの有用性についての前方視的多施設

共同研究 
循環器内科 ＣＲＴ奏功の予測因子として差室内伝導時間に関する多施設前向きパイロット研究 
眼科 ストリップメニスコメトリチューブ ＳＭ Ｔｕｂｅを用いた流涙症患者の涙液貯留量評価 
眼科 タリムス点眼液０．１％ ５ｍＬ（１瓶）の使用について 
眼科 網膜疾患眼における補償光学眼底イメージング機器を用いた色素上皮細胞解析 
眼科 白内障術前光学式眼軸長側定困難症例に対するＥＲＶの有効性評価 
眼科 増殖性硝子体網膜症を合併した網膜剥離に対して眼内視鏡手技を用いた硝 
外科 多施設共同の遠位胆管癌に関する臨床病理学的検討 
小児循環器科 心房中隔欠損に対する治療介入の差異による心房心室機能の比較検討 
ＳＭＩセンター 体外循環症例データベース 
皮膚科 悪性腫瘍を合併した抗ＲＮＡ Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ（ＲＮＡＰ）Ⅲ抗体陽性全身性強皮症患者

における悪性腫瘍検体組織のＲＮＡＰⅢ発現率に関する研究 
循環器内科 非弁膜症性心房細動患者における抗凝固薬の製造販売後比較評価研究（ｃｏｈｏｒｔ３）
救急科 人工呼吸器関連肺炎に対するグラム染色を用いた抗生剤選択の有用性の検討 
小児循環器科 突然死回避を目的とした大動脈弁狭窄症の手術適応拡大に関する検討 
循環器内科 ＳＡＴＡＫＥ・ＨｏｔＢａｌｌｏｏｎカテーテル使用症例に対する全国観察研究 
小児循環器科 愛知県における小児死因救命制度の導入に関する後方視的調査 小児死因究明に

制度の導入に関する全国版後方視的調査（２０１４～２０１６年） 
皮膚科 有棘細胞癌患者へのＦＰ療法 
眼科 正常小児における眼窩角の成長に伴う変化の研究 
循環器内科 心不全医療の適正化に資するための全国規模データベースによるエビデンスの創出 
眼科 新しい光学眼内寸法測定装置の評価 
眼科 角膜の前後面曲率半径比が白内障術後屈折誤差に及ぼす影響の検討 
リハビリテーション科 急性期くも膜下出血軽症患者における早期離床の安全性について 
リハビリテーションセンター 周術期外来における理学的療法士の役割 
小児科 褐色嘔吐を呈した新生児に対する胃洗浄の効果に関する多施設共同ランダム化比較

試験 

 

 

２０１８年度 臨床研究 

呼吸器内科 ＲＥＴ誘導遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床病理学的、分子生物学
的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

呼吸器内科 ＰＩ１３/ＡＫＴ/ｍＴＯＲ経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺癌
の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

皮膚科 皮膚動脈炎の本邦皮膚科アンケート調査 
リハビリテーションセンター 心臓リハビリテーション対象者の変形性膝関節症罹患率とその運動機能およびＱＯＬへ



の影響 
腎臓内科 大動脈弁狭窄症を併存する慢性維持透析患者の予後に関する多施設共同研究 
小児循環器科 結節性硬化症の巨大心臓横紋筋腫に対する Ｅｖｅｒｏｌｉｍｕｓ 療法 
泌尿器科 前立腺癌薬物療法におけるＱＯＬに関する研究 
呼吸器内科 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）における身体活動量と脳内ネットワークや脳容積に関する

探索研究 
整形外科 手指変形性膝関節症患者に対して用いられる疾患特異的患者立脚型評価票『Ｆｕｎｃｔｉ

ｏｎａｌ Ｉｎｄｅｘ ｆｏｒ ＨａｎｄＯｓｔｅｏａｒｔｈｒｉｔｉｓ』の日本語版作成及び妥当性・信頼性の確認
呼吸器内科 気管支断端瘻に対する気管支鏡下充填材としてのヒストアクリル、リピオドールの使用 
眼科 転移性脈絡膜腫瘍に続発した絶対緑内障による眼痛に対する疼痛除去ならびに眼球

保存目的のための網膜内視鏡手術の倫理的審議依頼 

 

 


