
承認番号 研究責任者 診療科・部署 研究課題名 承認日 開始（予定）日 終了(予定）日 説明 現在の状況

2022-ST37 秋田　直宏 外科 当院における急性動脈閉塞に対する血行再建の検討 2023/3/7 2023/3/7 2023/12/31 説明 実施中

2022-ST36 加藤 雄大 臨床検査室 Streptococcus agalactiae菌血症の臨床的特徴の検討 2023/2/14 2023/2/14 2023/8/31 説明 実施中

2022-ST35 原田　靖彦 血液内科 血液学的悪性腫瘍の治療におけるPICCカテーテルの有用性の検討 2023/2/7 2023/2/7 2024/3/31 説明 実施中

2022-ST34 岡阪 敏樹 呼吸器外科 新型コロナウイルス感染症の流行状況が肺がん診療におよぼす影響の検討 2023/1/26 2023/1/26 2024/12/31 説明 実施中

2022-ST33 池田　昇平 脳神経内科
抗アセチルコリン受容体抗体の無症候陽性症例に対する免疫チェックポイント阻害剤投与の

安全性についての検討
2023/2/7 2023/2/7 20224/3/31 説明 実施中

2022-ST32 戸松　瑛介 内分泌・代謝内科 高齢糖尿病患者における栄養調査とフレイルに関する横断研究 2023/1/17 2023/1/17 2023/12/29 実施中

2022-ST31 篠田　政典 循環器内科 川崎病既存成人における急性冠症候群とカテーテル治療例の診療実態に関する全国調査研究 2022/12/26 2022/12/26 2026/7/31 説明 実施中

2022-ST30 久留宮　康浩 外科
当院における術前化学療法を行ったBulky N2と大型3型,4型胃癌症例の検討

(術前化学療法を行ったBulky N2と大型3型,4型胃癌症例の検討) 2022/12/20 2022/12/20 2023/4/30 説明 実施中

2022-ST29 菅原　元 消化器外科 腹腔洗浄細胞診陽性膵癌に対し切除の是非を明らかにするための比較研究 2022/12/20 2022/12/20 2025/12/31 説明 実施中

2022-ST28 山口　真和 外科 閉塞性大腸癌に対する治療戦略の選択が短期成績・長期成績に与える影響 2022/11/29 2022/11/29 2023/6/30 説明 実施中

2022-ST27 久留宮　康浩 外科 当院の若手外科医（後期研修医）が執刀する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 2022/12/13 2022/12/31 2023/12/31 説明 実施中

2022-ST26 窪田　龍二 循環器内科

BSJ主導観察研究　　

石灰化病変におけるデバイス選択がステント拡張率に及ぼす影響をIVUSカルシウムスコア別

に観察する研究

2022/11/29 2022/11/29 2023/6/30 実施中

2022-ST25 梶田　光春 小児科 一般小児科診療における医療者の着衣についての検討 2022/12/13 2022/12/13 2025/3/31 説明 実施中

2022-ST24 平賀　潤二 血液内科
未治療CD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫における新規治療導入後の診断実態と予後に

関する国内多機関共同観察研究
2022/11/15 2022/11/15 2023/12/31 説明 実施中

2022-ST23 西本　泰浩 総合内科 一過性意識消失にて当院へ救急搬送された患者の解析 2022/10/4 2022/10/4 2023/4/30 説明 実施中

2022-ST22 住友　正樹 脳神経外科 脳血管障害患者の血中・尿中microRNAに関する研究 2022/9/27 2022/9/27 2026/4/1 実施中

2022-ST21 住友　正樹 脳神経外科 もやもや病発症と腸内および口腔内細菌叢に関する研究 2022/9/27 2022/9/27 2027/4/1 実施中

2022-ST20 仲川　賢
リハビリステーシ

ョン室
脳卒中患者の発症1週間後の機能と退院時の生活自立度の関連について 2022/9/6 2022/9/6 2023/3/31 説明 実施中

2022-ST19 鈴木　祥子 管理栄養室 糖尿病教育入院における栄養食事指導の課題 2022/8/23 2022/8/23 2022/12/31 説明 実施中

2022-ST18 内田　元太 消化器内科 腸管リンパ腫における臨床病理学的検討 2022/8/16 2022/8/16 2027/3/31 説明 実施中

2022-ST17 加藤　亜季 薬剤部 がん化学療法施行中患者における救急外来受診の実態調査 2022/8/2 2022/8/2 2023/3/1 説明 実施中

2022-ST16 梶田 光春 小児科
愛知小児腎臓病専門施設に来院した幼稚園・学校および3歳児検尿の新基準に関する実態調

査
2022/7/19 2022/7/19 2027/12/31 実施中

2022-ST14 森田　清 消化器内科
肝硬変に合併した門脈血栓症の経過予測に有用な因子および予後への影響を解明するための

前向き観察研究
2022/7/12 2022/7/12 2027/12/31 実施中

2022-ST13 加藤　健宏 外科
直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術、及び骨盤臓器脱合併直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定

併用仙骨膣固定術の手術成績の検討
2022/7/5 2022/7/5 2022/秋 説明 実施中

2022-ST12 金山　康秀 整形外科
日本における大腿骨近位部骨折の適正治療を目指したグローバルデータベース

の作成
2022/6/28 2022/6/28 2024/3/31 説明 実施中

2022-ST11 金山　康秀 整形外科 サルコペニア病態に関する筋肉の質を含めた基礎および臨床研究 2022/6/28 2022/6/28 2025/3/31 実施中

2022-ST10 大橋　大器 循環器内科 心原性ショックを伴う急性心筋梗塞多施設前向き観察研究 2022/6/28 2022/6/28 2025/3/31 実施中

2022-ST09 権田　紘丈 外科 急性虫垂炎緊急手術症例におけるSARS-Cov-2パンデミックの影響 2022/6/28 2022/6/28 2022/12/31 説明 実施中

2022-ST08 水野　敬輔 外科
消防救急隊と搬送先病院の連携のための患者情報共有アプリ(NSER mobile)導入による

病院前診療・救急医療体制への影響の検討多機関共同研究  ~ NEXT INSPIRE Study ~ 2022/6/14 2022/6/14 2030/12/31 説明 実施中
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2022-ST07 久留宮　康浩 外科 大腸癌肝転移切除後,補助化学療法の有無についての臨床病理学的検討 2022/6/14 2022/6/14 2022/12/31 説明 終了

2022-ST06 大橋　大器 循環器内科
冠動脈バイパス術後患者に対する冠動脈インターベンションとその予後に関する観察研究に

関する情報公開
2022/6/14 2022/6/14 2023/12/31 説明 実施中

2022-ST05 酒井　幹康 薬剤部

Escherichia coli、Klebsiella 
pneumoniae菌血症おけるcefpodoximeディスク簡易スクリーニングによる第3世代セファロス

ポリン耐性早期検出の臨床的効果の検討

2022/6/7 2022/6/7
2023/3/31→20

23/9/30 説明 実施中

2022-ST04 平岩　厚佑 消化器内科 CT colonography(CTC)における拡張不良所見の発生要因とその対応に対する検討 2022/6/7 2022/6/7 2022/10/31 説明 実施中

2022-ST03 倉田 久嗣 腎臓内科 腹部～骨盤CTにおける腎臓と腸管の位置関係に関する検討 2022/5/24 2022/5/24 2022/10/31 説明 実施中

2022-ST02 寺田　貴史 心臓外科 開心術後心房細動に対する盲目的Mg補充療法の効果と安全性 2022/5/17 2022/5/17 2022/12/31 説明 終了

2022-ST01 世古口　英 外科 胃癌患者に対する在宅輸液療法の現状 2022/5/17 2022/5/17 2022/12/31 説明 実施中

2021-ST47 永田　悠起 臨床検査室 血液培養検査における簡易CPDXスクリーニング検査の有用性 2022/4/10 2022/4/10 2024/3/31 説明 実施中

2021-ST46 西村　栄輝 薬剤部 ナルデメジン導入後の下痢発現とオピオイド投与量の関連 2022/3/28 2022/3/28 2022/12/31 説明 終了

2021-ST45 長井　伸 循環器内科 うっ血性心不全の患者へのトルバプタン使用における腎機能増悪の影響について 2022/3/28 2022/3/28 2022/3/31 説明 実施中

2021-ST44 久留宮　康浩 外科
JFMC-DB2020-03
大腸癌術後合併症と術後補助化学療法施行及び予後への影響

2022/2/17
（施設許可日

　2022/3/14）
2022/3/14 2022/12/31 説明 終了

2021-ST43 久留宮　康浩 外科
JFMC-DB2020-02
腎機能障害患者における大腸癌補助化学療法の検証

2022/2/17
（施設許可日

　2022/3/14）
2022/3/14 2022/12/31 説明 実施中

2021-ST42 久留宮　康浩 外科
JFMC-DB2020-01 
大腸がんT1/T2, N(+)症例における術後補助化学療法の有用性

2022/2/17
（施設許可日

　2022/3/14）
2022/3/14 2022/12/31 説明 実施中

2021-ST41 黒瀬　颯太 診療放射線室 アブレーションにおけるFOV変更での線量比較：DRLs2020と比較して 2022/2/28 2022/2/28 2022/9/1 説明 終了

2021-ST40 平賀　潤二 血液内科
日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察研究 II
：JSH-MM-20

2022/2/7
（施設許可日

　2022/2/14）
2022/2/14 2029/12/31 実施中

2021-ST39 欄 真一郎 耳鼻咽喉科 第Ⅶ・Ⅷ脳神経障害におけるウイルス関与の検討 2022/2/14 2022/2/14 2024/3/31 実施中

2021-ST38 平賀　潤二 血液内科 血液疾患に対する輸血の検討 2022/2/7 2022/2/7 2023/3/31 説明 実施中

2021-ST37 平賀　潤二 血液内科

「前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血病における

長期予後と治療実態調査（観察研究）」

Analysis of clinical outcome in patients with therapy-related APL compared to de novo APL in the 
JALSG AML/MDS/CMML clinical observation study (JALSG-CS-07/11) -JALSG CS-07/11-tAPL study-

2022/1/19 2021/1/19 2024/3/31 説明 実施中

2021-ST36 平賀　潤二 血液内科

新世代治療導入後の未治療NK/T 
細胞リンパ腫における治療実態とその推移および予後に関する

国内多機関共同調査研究(NKEA-Next project)研究

2021/12/3
（施設許可日

　2021/12/29）
2021/12/29 2024/3/31 説明 実施中

2021-ST35 金子　鎮二 循環器内科 カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022]
2021/12/16

（施設許可日

　2021/12/29）
2021/12/29 2030/3/31 説明 実施中

2021-ST34 平賀　潤二 血液内科 日本人骨髄増殖性腫瘍患者における二次がんとしてリンパ球系腫瘍の発症に関する全国調査 2021/12/6 2021/12/6 2025/3/31 説明 実施中

2021-ST33 金山　康秀 整形外科 四肢外傷に関する実態調査研究

2021/10/06
（施設許可日

　2021/12/6）
2021/12/6 2025/3/31 説明 実施中

2021-ST32
伊藤　貴康→
畑田　剛

救急科 新型コロナウイルス感染症におけるワクチン効果の疫学研究 2021/11/22 2021/11/22 2024/3/31 説明 終了

2021-ST31 窪田 龍二 循環器内科 Imaging所見観察後におけるデバイス選択基準の傾向を観察する研究 2021/11/18 2021/11/18 2022/6/30 終了

2021-ST30 上原　博和 麻酔科 予定帝王切開における重篤な産後出血に対する臨床予測モデルの開発：後方視コホート研究

2021/10/14
（施設許可日

　2021/11/8）
2021/11/8 2023/12/31 説明 終了

2021-ST29 世古口 英 消化器内科 高齢者における胃癌術後補助化学療法の現状と問題点 2021/11/8 2021/11/8 2022/4/30 説明 終了

2021-ST28 神谷　知都世 産婦人科 子宮内避妊器具抜去における子宮鏡の活用 2021/11/8 2021/11/8 2021/12/31 説明 終了

2021-ST27 井関　彰太 内科 治療困難な心房細動に対する肺静脈隔離後のFAAM ablationの有用性について 2021/11/1 2021/11/1 2022/3/31 説明 実施中

2021-ST26 中原　義夫 呼吸器内科 新型コロナウイルス感染症の凝固異常の病態解明と重症化予測能に関する研究 2021/10/25 2021/10/25 2025/12/31
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2021-ST25 岡阪 敏樹 呼吸器外科 外科医不足は解消できるか？ 〜初期臨床研修医の外科系診療科への意識調査〜 2021/10/25 2021/10/25 2026/3/31 説明 実施中

2021-ST24 山内　良太 循環器内科
持続性心房細動に対するカテーテルアブレーション後の再発率と術前の左心耳造影欠損との

関連
2021/10/4 2021/10/4 2023/12/31 説明 実施中

2021-ST23 森田 清 消化器内科
非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）患者の肝関連、非肝関連イベントに関する予後の検

討
2021/10/11 2021/10/11 2025/9/30 説明 実施中

2021-ST22② 森田 清 消化器内科
免疫チェックポイント阻害薬投与による副作用である消化器関連合併症（肝機能障害や消化

管炎症）の発症機序解明とその対策に関する研究
2021/10/11 2021/10/11 2024/12/31 説明 実施中

2021-ST22① 加藤　雄大 臨床検査室 当院における侵襲性Campylobacter jejuni/coli感染症の臨床的背景の検討 2021/10/4 2021/10/4 2026/3/31 説明 実施中

2021-ST21 梶田 光春 小児科
川崎病治療における免疫グロブリン5%製剤と10%製剤の比較に関する多施設共同後方視的観

察研究
2021/9/27 2021/9/27 2025/3/31 説明 実施中

2021-ST20 平賀　潤二 血液内科 悪性リンパ腫患者におけるBMIの減少と予後に関する影響を調べる後方視的検討 2021/9/27 2021/9/27 2023/3/31 説明 実施中

2021-ST19
松井 健

→都築 智之
消化器内科

食道癌に対する根治（化学）放射線療法＋/－Photodynamic 
Therapyにおける食道温存生存率を明らかにする多施設前向き研究

2021/8/30 2021/8/30 2030/12/31 実施中

2021-ST18 髙本　智史 臨床検査室 当院での術中脊髄モニタリングにおけるアラームポイントの検討 2021/8/16 2021/8/16 2021/12/31 説明 終了

2021-ST17 金山 康秀 整形外科

観察研究実施計画書I4V-JE-B024
日本人関節リウマチ患者を対象としたバリシチニブ投与時の治療継続率の評価：前向きコホ

ート観察研究

2021/8/2 2021/8/2 2024/9/30 実施中

2021-ST16 金山 康秀 整形外科 初回人工膝関節置換術患者における足部アライメントとＱＯＬを含む臨床成績の検討 2021/8/2 2021/8/2 2030/3/31 実施中

2021-ST15 世古口　英 外科 大腸癌卵巣転移症例の検討 2021/7/19 2021/7/21 2021/12/31 説明 終了

2021-ST13 久留宮  康浩 外科 閉経後ホルモン感受性陽性乳癌に対する術前ホルモン療法についての検討 2021/7/19 2021/7/19 2021/12/30 説明 終了

2021-ST14 松田  詩乃 薬剤師 救急外来における低血糖症例の患者背景に関する検討【第二報】 2021/7/5 2021/7/5 2021/12/31 説明 終了

2021-ST12 久留宮  康浩 外科 大腸癌肝転移、同時性と異時性の差についての臨床病理学的検討 2021/6/14 2021/6/14
2021/8/31→20

22/3/31 説明 終了

2021-ST11 久留宮  康浩 外科 大腸癌肝転移切除例の男女差についての臨床病理学的検討 2021/6/14 2021/6/14 2021/8/31 説明 終了

2021-ST10 平賀  潤二 血液内科

日本における血液疾患患者を対象とするCOVID-19罹患状況、予後に関する横断研究

Characteristics and prognosis in COVID-19 patients with hematologic diseases in Japan:a cross-
sectional study 研究計画書番号：JSH- COVID19-20

2021/6/14 2021/6/14 2023/4/30 説明 実施中

2021-ST09 梶田  光春 小児科 小児MRI検査における簡易プレパレーションと保護者付き添いの有用性の研究 2021/6/7 2021/6/7 2025/3/31 実施中

2021-ST08 寺田  貴史 心臓外科
慢性心房細動に対するCryo-
Maze手術の早期遠隔期成績及び再発例に対するカテーテルアブレーションに関する検討

2021/6/21 2021/6/21 2021/12/31 説明 終了

2021-ST01(ヒトゲノム) 平賀  潤二 血液内科
骨髄腫に対するダラツムマブ併用化学療法における効果予測因子および抵抗性機序に関する

探索的研究  JCOG1911A1 2021/5/24 2021/5/24 2032/1/31 実施中

2021-ST07 堀  仁美 循環器内科
心房細動に対する左肺静脈隔離の手技工夫が、僧帽弁峡部線状焼灼の成功率を上昇させるか

どうかについての検討
2021/4/26 2021/4/26 2021/12/1 説明 実施中

2021-ST06 森田 清 消化器内科
線維化進行C型慢性肝炎患者におけるインターフェロンフリー治療によるウイルス排除後の

肝予備能改善に寄与する因子の検討―多施設共同研究
2021/4/26 2021/4/26 2025/9/30 説明 実施中

2021-ST05 金山 康秀 整形外科
関節リウマチ患者、原発性骨粗鬆症患者に対する抗スクレロスチン抗体の治療効果と治療成

績予測因子の検討
2021/4/19 2021/4/19 2030/3/31 説明 実施中

2021-ST04 欄  真一郎 耳鼻咽喉科 痙攣性発声障害患者レジストリ 2021/4/19 2021/4/19 2023/3/31 実施中

2021-ST02 平賀 潤二 血液内科 血液学的悪性腫瘍の治療により惹起される心毒性、肺毒性の後方視的検討 2021/4/12 2021/4/12 2022/3/31 説明 終了

2021-ST01 平賀 潤二 血液内科 若年造血器腫瘍患者の妊孕性の検討 2021/4/12 2021/4/12 2022/3/31 説明 終了

2020-ST37 藤田  雅也 循環器内科 レートヒストグラム(心拍度数分布図)を指標とした心臓ペースメーカに関する観察研究 2021/3/15 2021/5/6 承認後1年 実施中

2020-ST35 辻   太一 整形外科 脊椎疾患における上肢痛・下肢痛に関する薬物療法の多施設前向き臨床研究 2021/3/8 2021/3/8 2023/3/31 実施中

2020-ST34 酒井  幹康 薬剤部 迅速PCR法導入が黄色ブドウ球菌菌血症患者に与えるアウトカムの検討 2021/3/8 2021/3/8 2021/12/31 説明 終了

2020－ST32 都築  智之 消化器内科
慢性肝疾患関連合併症に対する治療効果に関する研究 Investigation for treatment efficacy for 
liver-related complications in patients with chronic liver disease 2021/2/15 2021/2/15 2022/12/31 説明 実施中

https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST25.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST24.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST23.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST22-2.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST22-1.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST21.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST20.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST18.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST15.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST13.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST14.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST12.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST11.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST10.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST08.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST07.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST06.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST05.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST02.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2021-ST01.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2020-ST34.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2020-ST32.pdf


2020-ST30 加藤 雄大 臨床検査技術科 当院における溶血性連鎖球菌菌血症の臨床的背景の検討 2021/2/8 2021/2/8 2026/1/31 説明 実施中

2020-ST29 金子 鎮二 循環器内科
左室駆出率の保たれた心不全に合併した持続性心房細動における、カテーテルアブレーショ

ンの効果の前向き観察研究
2021/1/25 2021/1/25 2024/12/31 実施中

2020-ST03(ヒトゲノム) 指尾  豊和 呼吸器内科 自己免疫性肺胞蛋白症の遺伝素因に関する研究 2021/1/18 2021/1/18 2023/3/31 実施中

2020-ST28 梶田  光春 小児科 小児における肺炎球菌感染症、全国サーベイランス 2021/1/12 2021/1/12 2023/1/31 実施中

2020-ST26 原田  靖彦 血液内科 高齢者造血器腫瘍患者の治療成績に関する後方視的検討 2021/1/14 2021/1/14 2021/12/31 説明 終了

2020-ST25 小澤  功 放射線技術科
X線CT診断装置における画像処理技術の臨床的有用性向上及びワークフロー向上に関する研

究
2020/12/14 2020/12/14

2022/3/31→
2023/3/31→20

25/3/31
説明 実施中

2020-ST23 平松  義規 呼吸器外科 原発性肺癌における外来通院治療センターでのQOL調査 2020/12/7 2020/12/7 2022/5/31 終了

2020-ST21 柴田  英輝 放射線技術科
被ばく線量ソフトウェアで用いるボクセルファントムの体格推定

―Size specific dose estimates(SSDE)を用いて実際の患者被ばくを推定するために―
2020/11/16 2020/11/16 2021/6/30 説明 終了

2020-ST20 安田  司 消化器内科 当院における医原性十二指腸穿孔、術後吻合部瘻孔に対するOver- The-Scope Clipの治療成績 2020/10/26 2020/10/26 2020/12/31 説明 終了

2020-ST19 安田  司 消化器内科 Clostridium difficile (CDI)発症のリスクファクターに関する後ろ向き調査研究 2020/10/26 2020/10/26 2020/12/31 説明 終了

2020-ST18 安井  裕子 産婦人科 全腹腔鏡下子宮全摘術における子宮回収方法の検討  ～経腟分娩歴の有無に着目して～ 2020/9/14 2020/9/14 2020/10/31 説明 終了

2020-ST17 都築 智之 消化器内科 消化器疾患にて入院中の患者に対する腹部ポータブルエコーの有用性に関する検討 2020/9/14 2020/9/14 2023/8/31 説明 実施中

2020-ST16 岡阪 敏樹 呼吸器外科
原発性自然気胸に対する胸腔鏡下ブラ切除後の再発リスク低下に最も有効な追加手技に関す

る研究
2020/9/14 2020/9/14 2026/12/31 実施中

2020-ST15 谷川 吉政 呼吸器内科 多分野合議による間質性 肺炎 診断 に対する多施設共同前向き観察研究 2020/8/31 2020/8/31 2035/5/31 実施中

2020-ST14 金山 康秀 整形外科

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための調査（リウマチフレイル

調査）

研

2020/8/13 2020/8/13 2025/3/31 実施中

2020-ST13 松井 健一 消化器内科 消化器内視鏡及び腹部超音波に対する人工知能を用いた画像診断システムの開発研究 2020/8/3 2020/8/13 2025/3/31 説明 実施中

2020-ST12 今村    由人 呼吸器外科 ノットフリー縫合糸を用いた胸腔ドレーン閉鎖法 2020/8/6 2020/8/6
2021/6/30

→2022/5/31 説明 終了

2020-ST11 富川  由佳里 看護管理室
集中治療後症候群（Post Intensive Care Syndrome: 
PICS）アセスメントツールの実用可能性の検証

2020/8/3 2020/8/3 2020/12/31 説明 終了

2020-ST10 大橋 大器 循環器内科

冠動脈バイパス術後患者に対する冠動脈インターベンションとその予後に関する観察研究

Clinical outcomes following percutaneous coronary intervention in patients with prior coronary 
artery bypass grafting

2020/8/3 2020/8/3 2021/12/29 説明 実施中

2020-ST09 谷川 吉政 呼吸器内科

入院を要する市中肺炎, 院内肺炎, 人工呼吸器関連肺炎患者に対する臨床観察研究

An observational study for patients with community-acquired, hospital- acquired, and ventilator-
associated pneumonia

2020/7/27 2020/7/27 2025/3/31 説明 実施中

2020-ST02(ヒトゲノム）
圓若　 幹夫→
住友　正樹

脳神経外科 もやもや病の中大脳動脈・浅側頭動脈・硬膜における遺伝子発現解析 2020/6/15 2020/6/15 2026/6/30 実施中

2020-ST08 吉川  真美 薬剤部 当院における亜鉛製剤内服患者の血中亜鉛濃度の測定状況に関する調査 2020/6/22 2020/6/22 2021/2/28 説明 終了

2020-ST07 桜井  美咲子 薬剤部 末梢血幹細胞移植患者における体重減少のリスク因子の検討 2020/6/15 2020/6/15 20221/3/31 説明 終了

2020-ST06 都築  智之 消化器内科 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 2020/6/8 2020/6/8
2024/12/31

→2026/12/31 説明 実施中

2020-ST05 辻  太一 整形外科
脊椎疾患（頚椎胸椎後縦靱帯骨化症・黄色靭帯骨化症・脊柱変形・腫瘍）の治療法を検証す

る前向き多施設調査
2020/5/25 2020/5/25 2023/2/28 説明 実施中

2020-ST01(ヒトゲノム） 金子  鎮二 循環器内科
洞不全症候群・心房細動の関連遺伝子単離と機能解析

:J-PRES3 2020/5/18 2020/5/18 2022/3/31 実施中

2020-ST04 渡邉周一 精神科 BPSDにより入院したアルツハイマー型認知症患者の院内死亡リスクの調査 2020/5/11 2020/5/11 2022/12/31 実施中

2020-ST03 安藤  仁美 放射線技術科 小児CT検査における最適化に向けた撮影条件の検討 2020/4/27 2020/4/27 2021/3/31 説明 終了

2020-ST02
鏡味  良豊→
平賀　潤二

血液内科
再発・難治性FLT3遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病におけるギルテリチニブの有効性とその

感受性規定因子に関する研究
2020/4/9 2020/4/9 2024/3/31 実施中

2020-ST01 丹羽  多恵 外科 AI（Artificial Intelligence）を導入したマンモグラフィの乳房の構成の判定 2020/4/9 2020/4/9 2022/3/31 説明 終了
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2019-ST54 安田  司 消化器内科 当院での胃がん検診における食道癌検出の意義 2020/4/5 2020/4/5 2020/4/30 説明 終了

2019-ST53 豊島 創 消化器内科 当院における成人腸重積30例の検討 2020/4/5 2020/4/5 2021/3/31 説明 実施中

2019-ST52 松井 健一 消化器内科 当院における胃粘膜下腫瘍に対するLECSの現状に関する検討 2020/4/2 2020/4/2 2020/11/30 説明 終了

2019-ST51 加藤  大也 内分泌・代謝内科 生活習慣病を伴う複数疾患を有する高齢者に対する栄養療法支援アプリ作成に関する研究 2020/4/2 2020/4/2 2022/3/31 終了

2019-ST50 赤塚和寛 内科 Trousseau症候群と非弁膜症性心房細動に起因する脳梗塞の鑑別に関する検討 2020/4/2 2020/4/2 2020/9/30 説明 終了

2019-ST49 高橋  ゆま 小児科 小児IgA血管炎のステロイド使用法に関する後方視的検討 2020/3/30 2020/3/30 2024/3/31 説明 実施中

2019-ST47 日比  祥代 栄養科 当院の摂食嚥下回診対象患者の栄養摂取状況について 2020/3/26 2020/3/26 2020/4/30 説明 終了

2019-ST46 渡邊  雅史 薬剤部 迅速PCR法導入が黄色ブドウ球菌菌血症患者の抗菌薬処方動向に与える影響 2020/3/19 2020/3/19 2020/12/30 説明 終了

2019-ST44 武重 万里子 内科 当院におけるTrousseau症候群の予後の検討 2020/3/12 2020/3/12 2020/5/31 説明 終了

2019-ST43 森  悠 脳神経内科 無症候性壊死性ミオパチーの臨床病理的検討（自験例4例から） 2020/3/12 2020/3/12 2020/5/31 説明 終了

2019-ST42 兼子 隆次 歯科口腔外科 口腔外科疾患術後における半固形化栄養剤を用いた経管栄養管理の検討 2020/3/12 2020/3/12 2020/6/30 説明 終了

2019-ST41 村山  和宏 放射線技術科
心臓カテーテル装置更新前後での、心房細動ABL時における患者、術者、看護師被ばく線量

の比較
2020/2/27 2020/2/27 2021/5/31 説明 終了

2019-ST39 金山  康秀 整形外科 関節リウマチ患者における生物学的製剤の頸椎病変進行抑制効果と予測因子の検討 2020/2/3 2020/2/3 2025/3/31 説明 実施中

2019-ST37 萩野  周作
リハビリテーショ

ン技術科
Wallenberg症候群の嚥下障害とティッシュ徴候の関連についての検討 2019/12/19 2019/12/19 2020/5/20 説明 終了

2019-ST36 久留宮  康浩 外科 大腸癌原発部位,右側左側からみた肝転移切除例の臨床病理学的検討 2019/12/5 2019/12/5 2020/11/30 説明 終了

2019-ST34
鏡味  良豊

→平賀  順二
血液内科

JALSG CS-
17研究付随研究急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケンスの実行可能性に関する

研究：（JALSG CS-17-Molecular）
2019/11/28 2019/11/28

2025/11/30
→2028/2/28 実施中

2019-ST33
鏡味  良豊

→平賀  順二
血液内科

JALSG参加施設において新規に発症した全AML、全MDS、全CMML症例に対して施行された治

療方法と患者側因子が5年生存率に及ぼす影響を検討する観察研究：（JALSG-CS17） 2019/11/28 2019/11/28
2026/3/31

→2028/2/28 説明 実施中

2019-ST32 谷川  吉政 呼吸器内科 入院を要する肺炎患者における初期抗菌薬治療と予後に関する研究臨床 (観察研究) 2019/11/28 2019/11/28 2024/3/31 説明 実施中

2019-ST31 安田  司 消化器内科 大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置後の化学療法についての検討 2019/11/14 2019/11/14 2020/3/31 説明 終了

2019-ST30 金山  康秀 整形外科 関節リウマチ患者の治療継続性からみた至適医療に関する臨床研究 2019/11/14 2019/11/14 2027/3/31 実施中

2019-ST01(ゲノム） 平賀  潤二 血液内科
悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリキッドバイオプシーの有用性を検討するため

の研究
2019/11/7 2019/11/7 2024/3/31 実施中

2019-ST29 渡邉  周一 精神科 アルツハイマー病におけるてんかん発作の動画を用いた調査 2019/10/31 2019/10/31 2023/12/31 実施中

2019-ST28
鏡味  良豊→
平賀　潤二

血液内科
マントル細胞リンパ腫に対するSAMHD1遺伝子を含む予後因子の探索と予後予測モデル構築

を目的とした調査研究
2019/10/31 2019/10/31 2024/3/31 説明 実施中

2019-ST27 加藤  大也 内分泌・代謝内科 高TG血症患者のペマフィブラートの有効性・安全性：後向き観察研究 2019/10/31 2019/1031 2021/9/30 説明 終了

2019-ST26 西本  泰浩 総合内科 豊田厚生病院救命救急センターを受診した異物患者の解析 2019/10/28 2019/10/28 2019/11/30 説明 終了

2019-ST24 金山  康秀 整形外科 高齢関節リウマチ患者におけるbaricitinib治療の有効性と安全性に関する研究-RA BETTER研究- 2019/10/24 2019/10/24
2019/10/31→

2025/3/31 説明 実施中

2019-ST23 安田  司 消化器内科 高齢者早期胃癌に対する胃ESDの妥当性に関する検討 2019/10/10 2019/10/10 2020/3/31 説明 終了

2019-ST22 窪田  龍二 循環器内科
繰返し入院する慢性心不全患者を対象としたASV 療法の予後に関する前向きコホ 
ート研究：再入院や死亡に関する影響を検討する縦断的観察研究

2019/9/30 2019/9/30
2021/8/3

→2023/3/31 終了

2019-ST21 谷川    吉政 呼吸器内科
Pleuroparenchymal fibroelastsosisおよびIdiopathic pulmonary 
fibrosisにおける肺胞上皮剥離の検討

2019/9/12 2019/9/12 2021/3/31 説明 実施中

2019-ST20 立花  栄二 脳神経外科 杉田クリップを用いて治療した患者の術後評価（観察研究）多施設共同単群後向き研究 2019/9/2 2019/9/2 2023/3/31 説明 終了
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2019-ST19 渡口    賢隆 総合内科 愛知県感染防止対策加算１届出病院における多施設point prevalence survey 2019/8/22 2019/8/22 2022/12/31 説明 実施中

2019-ST18 丹羽    多恵 外科
マンモグラフィ読影におけるディープラーニングを用いたコンピューター自動診断システム

（DLADs）の性能評価試験
2019/8/19 2019/8/19 2021/12/31 説明 終了

2019-ST17 金山    康秀 整形外科 関節リウマチ患者におけるbaricitinib治療後に発症した帯状疱疹症例の臨床的特徴 2019/8/8 2019/8/8
2020/8/31

→2026/6/30 説明 実施中

2019-ST16 金山    康秀 整形外科
関節リウマチ患者におけるJanus kinase inhibitor 
(baricitinib)の治療開始後24週間の治療成績安全性に関する研究  ―RA BETTER研究―

2019/8/8 2019/8/8
2020/8/31　　

　→2026/3/31 説明 実施中

2019-ST15 金山    康秀 整形外科
関節リウマチ患者の新規椎体骨折発生に対するゾレドロン酸とデノスマブの有用性の検討  
多施設共同非盲検ランダム化比較試験  「研究名略称:EVIDENCE study」

2019/8/1 2019/8/1 2025/6/30 実施中

2019-ST14 加藤    雄大 臨床検査技術科 当院小児における血液培養陽性症例の後方視的検討 2019/7/22 2019/7/22 2020/12/31 説明 終了

2019-ST13 村山  和宏 放射線技術科
心房細動クライオアブレーションにおいてPCXMCを用いた患者被ばく線量の報告患者入射皮

膚線量、組織臓器線量の把握
2019/7/1 2019/7/1 2020/5/31 説明 終了

2019-ST11 萩野  周作
リハビリテーショ

ン技術科
当院におけるWallenberg症候群の嚥下障害症例11例の臨床的検討 2019/6/27 2019/6/27 2019/8/31 説明 終了

2019-ST10 柴田  英輝 放射線技術科 心臓CT検査における異なる算出方法によるSize-specific dose estimates（SSDE） 2019/6/24 2019/6/24 2020/5/30 説明 終了

2019-ST07 平岩  いずみ 薬剤部 免疫チェックポイント阻害薬による間質性肺疾患発現状況に関する調査 2019/5/27 2019/5/27 2020/3/31 説明 終了

2019-ST06 藤田  雅也 循環器内科 新しいヒス束ペースメーカの長期予後と刺激伝導系の解明を目指した多施設共同研究 2019/5/23 2019/5/23 2026/3/31 説明 実施中

2019-ST05 大岩  由香里 薬剤部
Extended-spectrum β-lactamase産生菌による腎盂腎炎に対する 
Cefmetazoleの有効性に関する検討

2019/5/23 2019/5/23 2019/12/31 説明 終了

2019-ST04 酒井  幹康 薬剤部 抗菌薬ラウンド運用変更に伴う効果 2019/5/20 2019/5/20 2019/12/31 説明 終了

2019-ST03 酒井  幹康 薬剤部 感染症専門医不在の施設におけるCandida血症に対するAntifungal stewardshipの効果 2019/5/20 2019/5/20 2019/12/31 説明 終了

2019-ST02 篠田  政典 循環器内科
心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開発のための心不全レジ

ストリ
2019/5/2 2019/5/2 2024/3/31 実施中

2019-ST01 久留宮  康浩 外科 デジタルマンモグラフィの画素値計測による濃度の検討 2019/4/18 2019/4/18 2019/7/31 説明 終了

2018-ST38 下野  大貴 薬剤部 大腿骨近位部骨折患者の骨粗鬆症治療薬使用率およびその傾向に関する調査 2019/3/28 2019/3/28 2019/12/31 説明 終了

2018-ST36 金子  鎮二 循環器内科 持続性心房細動患者に対する線状焼灼アブレーションと低電位アブレーションの比較検討 2019/3/14 2019/3/14 2019/3/31 説明 終了

2018-ST35 近藤  有 薬剤部
カバジタキセル療法を受ける前立腺がん患者に対するペグフィルグラスチムの費用対効果に

関する研究
2019/2/28 2019/2/28 2020/3/31 終了

2018-ST34 西本  泰浩 総合内科 意識障害患者に感染症があるかどうかを推測するための体温よりも有用な指標の検索 2019/2/7 2019/2/7 2019/3/31 説明 終了

2018-ST33 小林 晋也 放射線技術科 大腿動脈領域における炭酸ガス造影時の造影効果に影響を与える因子の基礎検討 2019/1/17 2019/1/17 2019/3/31 説明 終了

2018-ST32 加藤  雄大 臨床検査技術科 当院におけるClostridioides difficile感染症の臨床的背景と重症度の検討 2019/1/21 2019/1/21 2019/5/31 説明 終了

2018-ST31 宇佐見  彩 看護部 心不全再入院患者への患者指導  ～HCU看護師が思う指導の要点～ 2019/1/17 2019/1/17 2019/4/15 終了

2018-ST30 新城  加奈子 産婦人科 当院における開腹移行した腹腔鏡下手術についての検討 2018/12/27 2018/12/27 2019/2/28 説明 終了

2018-ST29 倉田  久嗣 腎臓内科
慢性腎臓病の透析導入期における管理状況と透析導入後の予後との関連に関する多施設共同

観察研究 第二版
2018/12/25 2018/12/25 2020/8/31 説明 実施中

2018-ST28 村山  和宏 放射線技術科
Iliac EVT時におけるESDについて、PCXMCを用いた場合と臨床値の比較

患者被ばく線量、組織臓器線量の把握
2018/12/10 2018/12/10 2019/5/31 説明 終了

2018-ST27 大橋  大器 循環器内科
若年者における冠動脈疾患の特徴と予後に関する観察研究

Clinical features and outcomes of coronary artery disease among young population 2018/11/26 2018/12/6 2020/12/31 説明 終了

2018-ST26 大橋  大器 循環器内科

急性冠症候群に対する冠動脈インターベンション後の予後に関する観察研究

Clinical outcomes following percutaneous coronary intervention in acute coronary syndrome 
patients

2018/11/26 2018/12/6 2020/12/31 説明 実施中

2018-ST25 篠田  政典 循環器内科 日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析 2018/11/15 2018/11/15 2027/3/30 説明 実施中

2018-ST23 種子島  ゆかり 加茂看護専門学校
看護学生の臨地実習前後の社会人基礎力の変化と臨地実習指導者・看護教員の教育活動の実

際
2018/11/5 2018/11/5 2019/11/30 終了
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2018-ST22 金子  鎮二 循環器内科
「カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジストリ）」

（多施設共同研究）
2018/5/17 2018/5/17 2030/3/31 説明 実施中

2018-ST21 金子  鎮二 循環器内科 日本におけるクライオバルーンアブレーションの安全性の検討 2018/5/17 2018/5/17 2020/3/31 説明 終了

2018-ST20 小松  亮平 3A病棟看護師 脳神経外科病棟における車椅子乗車時の行動制限を行う看護師の視点 2018/10/22 2018/10/22 2019/3/31 終了

2018-ST02(ヒトゲノム) 平賀  潤二 血液内科 成人悪性リンパ腫におけるクリニカルシーケンスの実行可能性に関する研究 2018/8/30 2018/8/30 2020/3/31 終了

2018-ST19 平賀  潤二 血液内科 再発難治性多発性骨髄腫に対する新規薬剤の安全性と有効性の後方視的検討 2018/8/27 2018/8/27 2019/12/31 説明 終了

2018-ST18 平賀  潤二 血液内科 シクロフォスファミド（エンドキサン）投与後の低ナトリウム血症の後方視的検討 2018/8/27 2018/8/27 2019/12/31 説明 終了

2018-ST03(ヒトゲノム) 平賀  潤二 血液内科 造血器腫瘍における臨床ゲノム情報統合データベースの構築に関する研究 2018/8/27 2018/8/27 2022/3/31 説明 終了

2018-ST17 辻  太一 整形外科 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテーション手術患者の前向き登録調査 2018/8/23 2018/8/23
2020/11/30
→2028/12/31

説明 実施中

2018-ST16 成田  道彦 病理診断科 院内がん登録・DPCデータと病理・放射線診断情報のデータの一元化と活用に関する研究 2018/8/16 2018/8/16
2019/3/31
→2022/3/31

説明 終了

2018-ST15
鏡味  良豊→
平賀　潤二

血液内科

新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究

Follicular lymphoma in Japan: a prospective cohort study of newly- diagnosed patients with follicular 
lymphoma  (FOREST)

2018/8/16 2018/8/16 2028/2/29 実施中

2018-ST14 平賀  潤二 血液内科
高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後方視的観察

研究: HORIZON study
2018/8/16 2018/8/16

2021/5/14
→2023/5/14 説明 実施中

2018-ST01(ヒトゲノム) 針山  由美 産婦人科 子宮内膜症および卵巣腫瘍の病態解明を目指した不死化細胞の樹立に関する研究 2018/7/30 2018/7/30 2023/3/31 実施中

2018-ST13 金山  康秀 整形外科 人工関節登録制度の確立 2018/7/23 2018/7/23
2021/3/31　　

　→2026/3/31
実施中

2018-ST11 村山  和宏 放射線技術科
心房細動に対するクライオアブレーション施行時の撮影管電圧変化前後における患者被ばく

線量の調査
2018/7/12 2018/7/12 2018/12/31 説明 終了

2018-ST10 加藤  恭平 薬剤部 プラスグレル内服患者における出血リスクの要因検討 2018/7/9 2018/7/9 2018/12/31 説明 終了

2018-ST09 渡邉  周一 精神科 アルツハイマー型認知症におけるてんかんの調査 2018/7/9 2018/7/9 2024/12/31 説明 実施中

2018-ST08 横山  美里 薬剤部 がん化学療法施行中患者における救急外来受診の実態調査 2018/6/28 2018/6/28 2018/12/31 説明 終了

2018-ST07 窪田  龍二 循環器内科

「安定冠動脈疾患患者の光干渉断層法による冠動脈構造と冠血流予備量比の相関性の検討」

Intravascular Optical Coherence Tomography -derived virtual Fractional Flow Reserve for the 
assessment of myocardial ischemia: Multicenter study.

2018/7/5 2018/7/5 2019/5/31 説明 終了

2018-ST06 古賀  智美 看護部
訪問看護ステーションにおける薬剤支援の実態と連携に関する意識調査

～三河地区における在宅療養者の薬剤支援～
2018/6/18 2018/6/18 2018/12/31 終了

2018-ST05 梶原  佳代子 看護部
スライディングシートを使用した体位変換、床上移動時の看護師の肩部負担を軽減するベッ

ドの高さを検証
2018/6/4 2018/6/4 2018/11/30 終了

2018-ST03 平賀  潤二 血液内科 高齢者血液悪性腫瘍患者の治療前に総合機能評価を行うことによる観察研究 2018/5/7 2018/5/7 2020/12/31 終了

2018-ST02 加藤  敏子 看護部 体圧分散用具使用による外転枕装着中の仙骨部・臀筋部の体圧変化 2018/4/23 2018/4/23 2018/11/30 終了

2018-ST01 岩屋  奈央子 看護部 呼吸器病棟で安全に食事を提供するための支援の検討 2018/4/23 2018/4/23 2019/12/31 実施中

2017-ST42 髙本  智史 臨床検査技術科 ホルター心電図において緊急報告した症例の検討 2018/4/2 2018/4/2 2018/12/31 説明 終了

2017-ST41 辻  元基 小児科 即時型症状を呈した0歳児の臨床像と予後の検討 2018/3/15 2018/3/15 2019/3/14 説明 終了

2017-ST35 金子  鎮二 循環器内科 CRT奏効の予測因子としての左室内伝導時間に関する多施設、前向きパイロット研究 2018/3/22 2018/6/20 2020/10/31 終了

2017-ST40 加藤  雄大 臨床検査技術科 当院におけるMRSA菌血症の臨床的背景と診療支援に向けての取り組み 2018/3/5 2018/3/5 2018/7/1 説明 終了

2017-ST39 金子  鎮二 循環器内科
新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査

- New Japan Cardiac Device Treatment Registry（New JCDTR）- 2018/3/1 2018/3/1 2023/3/31 説明 実施中

2017-ST38 金山  康秀 整形外科 早期関節リウマチ患者における初期治療効果反応性による治療強化の予後予測に関する研究 2018/2/22 2018/2/22 2022/3/31 終了
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2017-ST37 金山  康秀 整形外科 関節リウマチ患者の骨粗鬆症に対する抗RANKL抗体の治療効果と治療成績予測因子の検討 2018/2/22 2018/2/22
2018/9/30
→2019/9/30
→2025/3/31

説明 実施中

2017-ST36 金山  康秀 整形外科

Tsurumai Biologics Communication Registry 
(TBCR)に登録された、関節リウマチ患者における自己抗体プロファイルと、アバタセプトの

効果および安全性との関連に対するレトロスペクティブ解析

2018/1/30 2018/1/30
2019/3/31

→2024/30/31
説明 実施中

2017-ST34 兼子  隆次 歯科口腔外科 疫学調査「口腔がん登録」 2018/1/19 2018/1/19 2022/12/31 終了

2017-ST33 鏡味  良豊 血液内科 中枢原発びまん性大細胞型Bリンパ腫の免疫学的特性に関する後方視的研究 2018/1/19 2018/1/19 2019/12/31 説明 終了

2017-ST32 桐山  宗泰 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 2018/1/19 2018/1/19 2019/3/31 説明 終了

2017-ST31 村山  和宏 放射線技術科
心房細動に対するクライオアブレーションおよび高周波カテーテルアブレーション施行時の

術者・看護師被ばく線量の調査
2018/1/12 2018/1/12 2018/5/30 終了

2017-ST29 村上  真由子 産婦人科 既往帝王切開症例に対する腹腔鏡下子宮全摘出術の検討 2017/12/5 2017/12/5 2018/2/28 説明 終了

2017-ST28 中岡  美恵子 看護部
終末期がん患者のその人らしさに焦点をおいた行動制限最小化にむけての緩和ケア看護師の

判断要素
2017/12/1 2017/12/1

2018/6/30
→2019/5/31

終了

2017-ST27 榊原  崇芳 薬剤部
化学療法開始前のHBVスクリーニング実施状況の調査及びHBV再活性化対策マニュアルの有

効性の評価
2017/11/10 2017/11/10 2018/3/31 説明 終了

2017-ST26 佐々木  英雄 薬剤部 乳癌化学療法におけるペグフィルグラスチム投与時期に関する現状調査 2017/11/10 2017/11/10 2018/3/31 説明 終了

2017-ST25 梶田  光春 小児科 小児救急重篤疾患登録調査 2017/10/13 2017/10/13 2021/12/31 説明 終了

2017-ST24 谷  亮太 臨床工学技術科 腹水濾過濃縮再静注法（CART）における蛋白回収率の検討 2017/10/3 2017/10/3 2017/12/31 説明 終了

2017-ST23 福田  郁栄 看護部 HCUに勤務する看護師のデスカンファレンス前後におけるターミナルケア態度 2017/9/15 2017/9/15 2018/12/31 終了

2017-ST22 金子  鎮二 循環器内科

中等度のQRS幅の拡大を認める左脚ブロック症例に対するaCRTを用いた心臓再同期療法に関

する医師主導型臨床研究 Adoption of Adaptive CRT in Patients with LBBB and Moderate Wide 
QRS(aCRT MID-Q)

2017/9/1 2017/9/1 2019/12/31 終了

2017-ST21 近藤  有 薬剤部 ラムシルマブによる高血圧およびに蛋白尿のリスク因子の検索 2017/9/1 2017/9/1
2019/3/31

→2019/12/31 説明 終了

2017-ST20 篠田  政典 循環器内科 東海地区肺高血圧患者の前向き追跡研究-Nagoya PH Registry- 2017/8/25 2017/8/25 2021/3/31 終了

2017-ST19 酒井  幹康 薬剤部 リネゾリドによる血小板減少症のリスク因子の検討 2017/8/18 2017/8/18
2017/12/31
→2019/3/31 説明 終了

2017-ST18 藤原  紀代 地域医療連携課 在宅における皮下埋め込み型中心静脈リザーバー管理の継続要因～家族に焦点を当てて～ 2017/7/28 2017/7/28 2017/12/31 終了

2017-ST17 生駒  雅信 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

A prospective multicenter study of the efficacy of pranlukast hydrate on respiratory syncytial virus
2020/7/26 2020/7/26 2020/9/30 終了

2017-ST16
→特定臨床研究移行

久留宮  康浩 外科
HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペルツズマブ再投与の有用性を検証する第Ⅲ相臨床研究

－ペルツズマブ再投与試験－
2017/7/7 2017/7/7 2019/7/31 実施中

2017-ST15 篠田  政典 循環器内科
急性肺血栓塞栓症患者における慢性肺血栓塞栓症及び慢性血栓塞栓性肺高血圧症発症に関す

る前向き観察研究
2017/7/25 2017/7/25 2022/3/31 終了

2017-ST14 村山  和宏 放射線技術科
心房細動に対するクライオアブレーションおよび高周波カテーテルアブレーション施行時の

患者被ばく線量の調査
2017/7/4 2017/7/4 2017/10/31 終了

2017-ST13 新城  加奈子 産婦人科 日本産婦人科学会周産期委員会  周産期登録事業および登録情報に基づく研究 2017/7/4 2017/7/4
2019/12/31
→2027/12/31 説明 実施中

2017-ST12 下野  京子 看護部 消化器内科病棟におけるベテラン看護師の転倒に対するアセスメントの実態 2017/7/13 2017/7/13 2017/12/31 終了

2017-ST11 鏡味  良豊 血液内科
HBs抗原陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者における、リツキシマブ併用化学療法後の

B型肝炎ウイルス再活性化関連肝障害に関する多施設共同後方視的観察研究
2017/6/27 2017/6/27 2018/12/31 説明 終了

2017-ST10 新城  加奈子 産婦人科 日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会  婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 2017/6/27 2017/6/27
2019/12/31
→2027/12/31 説明 実施中

2017-ST09 永田  悠起 臨床検査科 当院におけるカテーテル培養検査の報告体制と検査状況の調査 2017/6/9 2017/6/9 2017/10/1 説明 終了

2017-ST08 渡邊  周一 精神科

自閉症スペクトラム障害の特性（Autistic like traits；ALTs）を持つ患者の Wechsler Adult 
Intelligence Scale-Ⅲ（WAIS-
Ⅲ）特性と文章完成法テスト（SCT）および社会機能の関連について

2017/5/23 2017/5/23 2019/3/31 説明 終了
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2017-ST07 松田  詩乃 薬剤部 救急外来における低血糖症例の患者背景に関する検討
【再】 

2018/11/29
2018/11/29 2019/5/22 説明 終了

2017-ST06 古賀  智美 看護部

訪問看護師が認識する筋萎縮性側索硬化症療養者の終末期における在宅療養継続の障害～人

工呼吸器を希望しない療養者に焦点を当てて

～

2017/5/12 2017/5/12 2018/3/31 終了

2017-ST05 金子  鎮二 循環器内科
心臓カテーテルアブレーションにおける心腔内エコーによる心房中隔測定および心内電位記

録からの心房細動再発率の後ろ向き研究
2017/5/2 2017/5/2

2018/3/31
→2021/3/31 説明 終了

2017-ST04 梶田  光春 小児科 愛知県小児腎臓病専門施設における、学校検尿有所見者の横断的および縦断的追跡調査 2017/5/9 2017/5/9 2027/12/31 実施中

2017-ST03 中前  健二 臨床工学技術科 突発性難聴における高気圧酸素療法の有効性と予後因子の検討 2017/5/2 2017/5/2 2017/12/31 説明 終了

2017-ST02 鷹羽  正悟 放射線技術科 持続性心房細動のアブレーション術前に心臓CT遅延相を撮影することの有用性 2017/4/14 2017/4/14
2017/12/31
→2018/6/30 説明 終了

2017-ST01 小林  憲司 栄養科 糖尿病ラウンドの効果についての検討と栄養士の関わり 2017/4/14 2017/4/14 2017/12/31 終了

2016-ST33 加藤  大也 内分泌・代謝内科

グラルギン又はデグルデク/DPP-4阻害薬併用によるBOTから、DPP-
4阻害薬をウィークリータイプのオマリグリプチンに変更した際の有効性・安全性の維持及

び患者満足度向上の検討

2017/3/29 2017/3/29 2021/4/1 終了

2016-ST02(ヒトゲノム) 梶田  光春 小児科 先天性血小板減少症の診断ガイドライン作成に関する研究 2017/3/6 2017/3/6 2020/3/31 終了

2016-ST32 鏡味  良豊 血液内科 第12次ATL全国実態調査研究 2017/4/11 2017/4/11
2017/9/30
→2020/3/31 説明 終了

2016-ST31 平賀  潤二 血液内科 ボノプラザンによる血小板減少症の検討 2017/4/11 2017/4/11 2017/12/31 終了

2016-ST30 近藤  有 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 2017/2/23 2017/2/23 2019/3/31 説明 終了

2016-ST29 柴田  英輝 放射線技術科 肺がん検診における低線量CT撮影の検討 2017/1/30 2017/1/30
2017/12/31
→2018/12/31 説明 終了

2016-ST27 倉田  久嗣 腎臓内科 名古屋腎臓病研究コンソーシアムNagoya Nephrology Research Consortium -NNRC- 2017/1/23 2017/1/23
2021/6/15
→2031/6/15 説明 実施中

2016-ST26 平賀  潤二 血液内科
未治療低腫瘍量進行期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介入に関するランダム

化比較第Ⅲ相試験（JCOG1411） 2017/1/12 2,017/1/12 2027/12/31 実施中

2016-ST25 篠田  政典 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 All Nippon AF In 
Elderly Registry -ANAFIE Registry- 2016/11/26 2016/11/26 2020/9/30 終了

2016-ST24 金山  康秀 整形外科
関節リウマチに対するトシリズマブ治療におけるメトトレキサート併用中止後の治療効果持

続性に関する研究
2016/11/26 2016/11/26

2018/7/31
→2019/12/31 終了

2016-ST23 平松  義規 呼吸器外科
間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコアバリデーションスタデ

ィ－多施設共同非介入前向き研究－
2016/11/26 2016/11/26 2019/6/30 終了

2016-ST21 佐々木  英雄 薬剤部 悪性胸膜中皮腫に対するカルボプラチンの有用性の検討 2016/10/17 2016/10/17 2017/3/31 説明 終了

2016-ST20 林  眞千子 看護部 本邦における褥瘡の有病者に関する実態調査 2016/10/3 2016/10/3 2016/10/31 説明 終了

2016-ST19 平賀  潤二 血液内科 造血器悪性腫瘍患者における多重がんの検討 2016/9/27 2016/9/27 2017/3/31 説明 終了

2016-ST18 平賀  潤二 血液内科 血液学的悪性腫瘍の治療におけるPICCカテーテルの有用性の検討 2016/9/27 2016/9/27 2017/3/31 説明 終了

2016-ST17 長坂  日登美 臨床検査技術科 関節リウマチ寛解判定における関節超音波検査の有用性の検討 2016/9/27 2016/9/27 2018/6/30 説明 終了

2016-ST16 川口  鎮 心臓外科 CABG患者における術中・術後輸血の長期生存に関する影響 2016/9/27 2016/9/27 2016/12/31 説明 終了

2016-ST15 中王子  美保 看護部 化学療法をうける患者の症状に対する苦痛の認識とストレス対処能力との関係に関する研究 2016/9/27 2016/9/27 2017/3/31 終了

2016-ST14 鏡味  良豊 血液内科 日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察研究 2016/9/27 2016/9/27 2022/4/30 終了

2016-ST13 奥本  道子 看護部 冠動脈CT検査における頸部温罨法による心拍数の変化の検証 2016/8/12 2016/8/12 2016/8/31 終了

2016-ST12 鏡味  良豊→
原田　靖彦

血液内科 造血細胞移植医療の全国調査 2016/7/27 2016/7/27 無期限

→2026/7/26
実施中

https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2017-ST07.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2017-ST05.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2017-ST03.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2017-ST02.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2016-ST32_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2016-ST30_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2016-ST29.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2016-ST27.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-345.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-344.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-343.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-342.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2016-ST17_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-340.pdf


2016-ST11
鏡味  良豊→
平賀　潤二

血液内科 血液疾患登録 2016/7/27 2017/7/27 2021/12/31 説明 実施中

2016-ST10 渡邉  周一 精神科 精神疾患の有無と、禁煙継続の関係に関する研究 2016/7/27 2016/7/27 2017/12/31 終了

2016-ST09 水野  文惠 臨床検査技術科 軟部腫瘤診断における超音波検査の有用性の検討 2016/7/27 2012/1/1 2016/12/31 説明 終了

2016-ST08 横山  尚美 薬剤部 H.pylori除菌におけるボノプラザンの有用性に関する検討 2016/7/27 2016/7/27 2017/12/31 終了

2016-ST07 梶田  光春 小児科 国内の小児における肺炎球菌莢膜血清型の疫学的検討 2016/7/27 2016/7/27 2017/12/31 終了

2016-ST06 石原  清美 健診センター 特定保健指導初回面談後の自由記載アンケート分析 2016/7/27 2016/7/27 2016/6/30 終了

2016-ST05 岩田  弘幸 栄養科 入院患者食の提供方法の検証 2016/6/16 2016/3/1 2017/3/31 終了

2016-ST04 篠田  政典 循環器内科 劇症型心筋炎の急性期心機能指標と院内予後に関する後ろ向き調査 2016/6/16 2015/6/1 2017/4/14 終了

2016-ST03 阿部  由紀美 健診センター A健保の積極的支援脱落者の傾向と今後の検討 2016/6/16 2016/5/25 2016/7/31 終了

2016-ST01(ヒトゲノム)
鏡味  良豊→
平賀潤二

血液内科 造血器疾患の発症、病勢進行、薬剤感受性を規定する分子病態の解析研究 2016/6/13 2016/6/16
2019/6/25→2

025/3/31
実施中

2016-ST02 森山  真妃 看護部 経尿道的結石粉砕術における術後膀胱刺激症状に対する会陰部冷罨法の効果 2016/6/1 2016/6/1 2016/10/31 終了

2016-ST01 近藤  有 薬剤部 ERCP後膵炎に対するジクロフェナク坐剤の予防的投与に関する検討 2016/5/31 2016/5/31 2016/12/31 説明 終了

2015-ST31 金子  鎮二 循環器内科 心室頻拍ストームに対する非侵襲的自律神経修飾の有用性の検討： RESCUE VT 2016/5/31 2016/5/31 2023/5/31 終了

2015-ST30 近藤  勇人 麻酔科 多孔式カテーテルを用いた持続創部浸潤麻酔の術後鎮痛への有効性の検討 2016/5/31 2016/5/31 2018/3/31 終了

2015-ST29 川上  恵美 臨床検査技術科 糖尿病患者における自律神経機能検査の検討 2016/3/30 2016/3/30 2019/9/30 説明 終了

2015-ST28 髙井  美帆 臨床検査技術科 M2BPGiと健診項目との関連性の検討 2016/3/30 2016/3/30 2016/6/30 説明 終了

2015-ST27 針山  由美 産婦人科 初期子宮頸がんに対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術の実施に関する研究 2016/3/30 2015/6/1 2021/3/31 終了

2015-ST26 平賀  潤二 血液内科 80歳以上の高齢者DLBCLの予後因子の検討 2016/3/30 2015/9/1 2016/10/15 終了

2015-ST25
鏡味  

良豊　　　　→平

賀　潤二

血液内科
成人急性前骨髄球性白血病を対象とした第Ⅲ相臨床試験、APL204、の長期予後調査（観察研

究）（JALSG APL204L)
2016/3/30 2016/3/30 2018/3/31　　

　→2023/9/30
説明 終了

2015-ST24 岸本  泰明 小児科 地域の医療機関での重症心身障がい児及び重度肢体不自由児の実態調査 2016/3/30 2016/3/30 2017/1/31 説明 終了

2015-ST23 金山  康秀 整形外科 関節リウマチ患者に対するアダリムマブの休薬寛解についての検討 2016/3/30 2016/3/30
2017/12/31

→2018/12/31 終了

2015-ST22 山本  靖子 産婦人科 術後疼痛に対するアセトアミノフェン製剤とNSAIDｓの比較検討 2016/1/7 2016/1/7 2016/12/31 終了

2015-ST21 寺本  慎男 心臓外科 頭頚部血管病変を有するCABG患者における術前SPECT評価の有用性 2016/1/27 2016/1/27 2016/3/31 説明 終了

2015-ST20 平岩  あずさ 薬剤部 エチニルエストラジオール・ノルエチステロン配合錠服用患者の実態調査 2015/11/25 2015/11/25 2016/11/24 終了

2015-ST19 田中  沙耶 薬剤部 医療用麻薬パンフレット作成の使用状況調査及びパンフレットの再評価 2015/11/25 2015/11/25 2017/12/31 終了

2015-ST18 加藤  大也 内分泌・代謝内科 乳酸発芽玄米摂取による糖尿病患者の糖代謝改善効果 2015/11/25 2015/11/25 2019/4/30 終了

2015-ST17 近藤  有 薬剤部 担癌患者の消化器症状に対するミルタザピンの有用性－前向き観察研究－ 2015/11/25 2015/11/25 2016/12/31 終了

2015-ST16
→特定臨床研究移行

鏡味  良豊 血液内科

Interim 
PETに基づく初発進行期ホジキンリンパ腫に対するABVD療法およびABVD/増量BEACOPP療法

の非ランダム化検証的試験

（JCOG1305)

2015/11/25 2015/11/25 2023/11/30
→2026/11/20

実施中

http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2016-ST11_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-332.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-324.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-321.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-320.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2015-ST25_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-316.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-313.pdf


2015-ST15 谷川  吉政 呼吸器内科
癌性胸膜炎における悪性胸水量と予後との関連を調査する多施設共同前向き観察研究（POST-
SMAP) 2015/9/30 2015/10/1 2018/12/31 終了

2015-ST14 鏡味  良豊 血液内科
再発および難治の成人急性リンパ芽球性白血病に対するクロファラビン、エトポシド、シク

ロホスファミド併用化学療法（CLEC療法）の第Ⅰ/Ⅱ相試験（JALSG RR-ALL214)
2015/9/30 2015/12/1

2017/8/31
→2019/8/31 説明 終了

2015-ST13 篠田  政典 循環器内科 急性冠症候群の治療経過、予後に関する登録観察研究（多施設観察研究） 2015/7/29 2015/7/29 2018/9/30 終了

2015-ST12 冨安  真弓 看護部
当施設で分娩した妊婦の非妊娠時のBMI別における体重増加量と周産期事象の発生状況の検

討
2015/7/29 2015/7/29 2015/12/31 説明 終了

2015-ST11
佐々木  英雄

→近藤  有
薬剤部 CHOP療法におけるアプレピタントの有用性－多施設共同試験－

【再】 
2018/6/18

2018/6/18 2019/2/15 説明 終了

2015-ST10 三田  洋希 看護部 脳血管障害急性期に用いるニカルジピン注射液使用による静脈炎発生要因の検討 2015/7/29 2015/7/29 2015/9/30 終了

2015-ST09 都築  智之 消化器内科

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に

対するｍFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と 
mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第

Ⅲ相無作為化比較試験における治療感受性、予後予測因子の探索的研究（PARADIGM Study 
付随研究)

2015/7/29 2015/7/29
2018/9/30

→2020/6/30
説明 終了

2015-ST08 久留宮  康浩 外科

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に

対するｍFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と 
mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第

Ⅲ相無作為化比較試験における治療感受性、予後予測因子の探索的研究（PARADIGM Study 
付随研究)

2015/7/29 2015/7/29
2018/9/30

→2020/6/30
終了

2015-ST07
→特定臨床研究移行

都築  智之 消化器内科

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に

対するｍFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と 
mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第

Ⅲ相無作為化比較試験（PARADIGM Study)

2015/7/29 2015/7/29 2020/3/31 説明 実施中

2015-ST06
→特定臨床研究移行

久留宮  康浩 外科

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療の切除不能進行再発大腸癌患者に

対するｍFOLFOX6＋ベバシズマブ併用療法と 
mFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法の有効性及び安全性を比較する第

Ⅲ相無作為化比較試験（PARADIGM Study)

2015/7/29 2015/7/29 2020/3/31 実施中

2015-ST05 倉田  久嗣 腎臓内科 腹膜透析患者における、新規腹膜灌流用紫外線照射器の腹膜炎発生予防効果に関する検討 2015/7/29 2015/7/29 2019/12/31 終了

2015-ST04 西村  大作 消化器内科
C型慢性肝炎、および代償性肝硬変患者における 
Asunaprevir+Daclatasvir併用療法の実臨床における有効性、安全性に検討

2015/5/27 2015/5/27 2019/10/27 終了

2015-ST02 松沢  匠
リハビリテーショ

ン技術科
認知機能が低下した患者に対する疼痛評価の試み 2015/5/27 2015/5/27 2017/3/31 終了

2015-ST01 谷川  吉政 呼吸器内科

慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary 
disease;COPD）患者の10年生存率に影響を及ぼす因子（生活習慣、食習慣、運動習慣）の検

討-コホートスタディ-
2015/5/27 2015/5/27 2017/3/31 説明 終了

2014-ST27 谷川  吉政 呼吸器内科
大規模前向き肺炎コホートにおける急性腎障害（ＡＫＩ）発症と予後に関するサブ解析研究

－多施設共同研究－（ＣＪＬＳＧ0911－ＡＫＩ）
2015/3/26 2015/3/26 2016/3/31 説明 終了

2014-ST26 岩瀬  豊 泌尿器科 2015年尿路結石全国疫学調査 2015/1/28 2015/1/28 2015/12/31 終了

2014-ST02(ヒトゲノム) 梶田  光春 小児科 発病前検体を用いた網羅的DNA/RNA解析による川崎病の病原体の同定 2015/1/28 2015/1/28 2019/12/4 終了

2014-ST03(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科
リツキシマブ＋ステロイド併用化学療法後のB型肝炎ウイルス（HBV)再活性化リスク因子に

関する、ヒト遺伝子解析プロジェクト
2015/1/28 2015/1/28 2019/12/31 終了

2014-ST24 上原  博和 麻酔科
心臓血管手術および非心臓手術におけるフィブリノゲン製剤、クリオプレシピテートによる

フィブリノゲン補充療法の適応と有効性に関する多施設共同研究
2015/1/28 2015/1/28 2016/3/31 説明 終了

2014-ST25 鏡味  良豊 血液内科
新世代治療導入後の未治療NK/T細胞リンパ腫における治療実態把握と予後予測モデル構築を

目的とした国内および東アジア多施設共同後方視的調査研究（NKEA project)
【再】 

2018/11/22 2018/11/22 2020/3/31 説明 終了

2014-ST23 戸田  州俊 薬剤部 集中治療室における薬剤師の塩酸バンコマイシン投与への関与状況調査 2014/11/26 2014/11/26 2016/2/28 説明 終了

2014-ST22 加藤  大也 内分泌・代謝内科 SGLT2阻害薬による体重と食事量の変化についての検証 2014/11/26 2014/11/26
17/12/31

2019/12/31 終了

2014-ST21 藤井  里奈 薬剤部 静脈栄養施行患者の脂肪乳剤投与速度の実態調査 2014/10/1 2014/10/1 2016/2/28 説明 終了

2014-ST20 加藤  大也 内分泌・代謝内科

BOT(Basal Supported Oral 
Therapy)療法を実施中の2型糖尿病患者を対象とした実臨床下でのインスリングラルギンから

インスリンデグルデグへの投与切替による有用性・安全性および治療満足度に関する検討

2014/10/1 2014/10/1 2017/9/30 終了

2014-ST19 田中  映美 薬剤部 大腸菌のレボフロキサシン（LVFX)感受性調査 2014/10/1 2014/10/1 2015/9/30 説明 終了

2014-ST18 林  眞千子 看護部 テアの実態調査 2014/10/1 2014/10/1 2014/12/31 終了

2014-ST17
→特定臨床研究移行

鏡味  良豊 血液内科
成人T細胞白血病・リンパ腫に対するインターフェロンα/ジドブジン併用療法とWatchful 
Waiting療法の第Ⅲ相ランダム化比較試験（JCOG1111) 2014/10/1 2014/10/1 2021/9/30 説明 実施中

2014-ST16 倉田  久嗣 腎臓内科
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究－ダルベポエチンアルファ製剤低反応に関する

検討－
2014/10/1 2014/10/1 2018/9/30 終了

http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-306.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-304.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2015-ST11
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-300.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-298.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-294.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-293s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-289s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-288s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-287s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-285s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-283s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-281g.pdf


2014-ST15 金山  康秀 整形外科 サルコペニア病態の解明のための筋肉の質の評価についての臨床及び基礎的研究 【再】2018/9/5 2018/9/6 2024/3/31 実施中

2014-ST14 廣間  沙織 看護部 一般病棟での腹部大動脈瘤術後、肝切除後における術後せん妄を発症する推定期間の探求 2014/7/30 2014/7/30 2017/12/31 終了

2014-ST13 加藤  大也 内分泌・代謝内科 糖尿病透析予防支援の効果の検討（観察研究） 2014/7/30 2014/7/30
2018/3/31

→ 2020/3/31 説明 終了

2014-ST12 佐々木  英雄 薬剤部
大腸がん患者におけるFOLFOX・FOLFIRI療法により生じる悪心・嘔吐発現状況と制吐剤の効果

に関する現状調査
2014/7/30 2014/7/30 2014/12/31 終了

2014-ST11 篠田  政典 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（多施設共同前

向き無作為割付研究）
2014/7/30 2014/7/30 2020/6/30 終了

2014-ST10 篠田  政典 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（多施設共同研

究）
2014/7/30 2014/7/30

2020/6/30
→2021/12/31

終了

2014-ST09 伊藤  裕也 消化器内科
非切除悪性中下部胆道閉塞に対するFully Covered Metallic 
Stentの外径別臨床成績の多施設共同無作為化比較試験（NABIS study)

2014/7/30 2014/7/30 2017/6/8 終了

2014-ST01(ヒトゲノム) 倉田  久嗣 腎臓内科 名古屋大学腎臓病遺伝子解析レジストリー（N-KDRG) 2014/5/28 2014/5/28
17/12/13

→2022/12/31
実施中

2014-ST04 内藤  淳 臨床検査技術科 Psudomonas aeruginosaの抗菌薬投与前後における抗菌薬感受性の変化に関する研究 2014/5/28 2014/5/28
018/6/30

→2018/12/31 説明 終了

2014-ST07 佐々木  英雄 薬剤部 がん化学療法におけるHBV関連マーカースクリニーングに関する実施調査 2014/5/28 2014/5/28 2015/11/30 終了

2014-ST02 佐々木  英雄 薬剤部 HAL減量あるいは投与方法変更時における最適投与法の探索 retrospective study 2014/5/28 2014/5/28 2014/8/31 終了

2014-ST06 加藤  大也 内分泌・代謝内科 アログリプチン製剤から他のDPP-4阻害剤変更症例での有効性と安全性の検討 2014/5/28 2014/5/28 2016/3/31 説明 終了

2014-ST08 鈴木  麻衣子 看護部 肝疾患患者の掻痒感に対する泡洗浄剤による洗浄清拭を用いた清潔援助の検討 2014/5/28 2014/5/28 2015/12/31 終了

2014-ST05 久留宮  康浩 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（N-SOG10） 2014/5/28 2014/5/28 2016/3/2 説明 終了

2014-ST03 篠田  政典 循環器内科
収縮能が保持された心不全患者を対象としたトルバブ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－ (ETERNAL) 2014/5/28 2014/5/28 2017/12/31 終了

2014-ST01 平松  義規 呼吸器外科 StageⅠ肺癌脈管侵襲陰性例における術後補助療法の疫学調査 2013/4/26 2013/9/10 2014/3/31 終了

2013-ST04(ヒトゲノム)
→特定臨床研究移行

鏡味  良豊 血液内科
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象としたダサチニブ併用化学

療法および同種造血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験（JALSG Ph+ALL213) 2014/3/27 2014/3/27 2021/3/31 説明 実施中

2013-ST14（臨床研究） 谷川  吉政 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 2014/3/27 2014/3/27 2016/9/30 終了

2013-ST21（臨床研究） 金山  康秀 整形外科
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的有用性に関する検討（m-
GLORIA) 2014/3/27 2014/3/27 2019/3/31 終了

2013-ST18（臨床研究）

→特定臨床研究移

行

鏡味  良豊 血液内科
高齢者または移植拒否若年者の未治療症候性骨髄腫患者に対する 
melphalan+prednisolone+bortezomib(MPB)導入療法のランダム化第Ⅱ相試験（JCOG1105） 2014/1/29 2014/1/29

2018/12/31
→2020/1/12 説明 終了

2013-ST17（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科

高リスクDLBCLに対する導入化学療法(bi-R-VHOP療法またはbi-R- 
CHOP/CHASER療法）と大量化学療法（LEED)の有用性に関するランダム化第Ⅱ相試験（JCOG0
908)

2014/1/29 2014/1/29 2026/5/31 説明 終了

2013-ST16（臨床研究）

→特定臨床研究移

行

鏡味  良豊 血液内科
成人T細胞白血病・リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植療法を組み込んだ治療法に関する

非ランダム化検証的試験（JCOG0907) 2014/1/29 2014/1/29
2022/2/28
→2025/3/2 説明 実施中

2013-ST15（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科

再発・再燃・治療抵抗性の多発性骨髄腫に対する 
Bortezomib+dexamethasone併用（BD)療法と 
Thalidomaide+dexamethasone併用（TD)療法のランダム化第Ⅱ相試験

（JCOG0904)

2014/1/29 2014/1/29
2017/6/30

→2022/12/3 説明 終了

2013-ST14（臨床研究）

→特定臨床研究移行
鏡味  良豊 血液内科

未治療のCD20陽性びまん性大細胞型Bリンパ腫に対するR-
CHOP療法におけるRituximabの投与スケジュールの検討を目的としたランダム化第

Ⅱ/Ⅲ相比較試験（JCOG0601)
2014/1/29 2014/1/29

2017/12/3
→2022/12/4 説明 実施中

2013-ST13
鏡味  

良豊　　　　→平

賀　潤二

血液内科 JCOGバイオバンクプロジェクト 2014/1/17 2014/1/17 無期限

2013-ST12（疫学研究） 梶田  光春 小児科 急性脳症・痙攣重積症例の後方視的解析 【再】2018/9/6 2018/9/6 2022/3/31 説明 実施中

2013-ST10（臨床研究） 谷川  吉政 呼吸器内科
高齢者非小細胞肺癌非扁平上皮癌に対するBevacizumab+Pemetrexed併用療法の忍容性と有効

性を検討するための第Ⅱ相試験（CJLSG1204) 2013/11/27 2013/11/27 2018/3/31 説明 終了

2013-ST09（臨床研究） 谷川  吉政 呼吸器内科
間質性肺炎を合併する未治療非小細胞肺癌非扁平上皮肺癌に対するペメトレキセド＋カルボ

プラチン併用臨床第Ⅱ相試験（CJLSG1202)
2013/11/27 2013/11/27 2018/8/31

→2020/8/31
説明 終了

http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-277s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2014-ST04_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-268s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-266g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-263g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-253g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-252g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-251g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-250g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-249g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/2013-ST12_1.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-243g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-242g.pdf


2013-ST11（臨床研究） 服部  直樹 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）

2013/11/27 2013/11/27
2018/3/31

→2019/3/31
終了

2013-ST03(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科
成人precurorT細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（

JALSG T-ALL213-O)
2013/9/25 2013/9/25 2020/5/31 説明 終了

2013-ST02(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科
成人Burkitt白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験

（JALSG Burkitt-ALL213)
2013/9/25 2013/9/25 2023/5/31 説明 終了

2013-ST01(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科
成人フィラデルフィア染色体陰性precurorB細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学

療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG Pｈ（-）B- ALL213)
2013/9/25 2013/9/25 2020/5/31 説明 終了

2013-ST09（疫学研究） 金山  康秀 整形外科 骨粗鬆症患者における治療の実態調査（データベース構築） 2013/9/25 2013/9/25
2018/9/30

→2023/9/30 説明 実施中

2013-ST08（疫学研究） 金山  康秀 整形外科 関節リウマチ患者における治療の実態調査（データベース構築） 2013/9/25 2013/9/25
2018/9/30

→2023/9/30 説明 実施中

2013-ST08（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科
小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相臨床試

験(JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U ALL-T11)
2013/9/25 2013/9/25 2020/6/2 説明 終了

2013-ST05（臨床研究） 金山  康秀 整形外科
関節リウマチに対するイグラチモド（IGU)～有効性と安全性に関する調査～（イグラチモド

Study)
2013/7/31 2013/7/31

2017/9/30
→2020/9/30→

2026/3/31
実施中

2013-ST04（臨床研究） 小林  聡 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（N-SOG09)
2013/7/31 2013/7/31 2018/12/31 説明 終了

24-ST04(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科

高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザシジチン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験－

検体集積事業に基づく遺伝子解析研究を含む－ JALSG 
MDS212Studyおよび厚生労働科学研究費補助金による検体集積事業との合同研究（JALSG 
MDS212Study)

2013/3/27 2013/3/27 2019/3/31 説明 終了

24-ST22（臨床研究） 加藤  大也 内分泌・代謝内科

Basal-Bolus 
療法を実施中の1型糖尿病患者を対象とした実臨床下でのインスリングラルギンからインス

リンデグルデグへの投与切替による有用性・安全性および治療満足度に関する検討

2013/3/27 2013/3/27 2018/3/31 終了

24-ST03(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科
初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチニブの分子遺伝学的完全寛

解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験（JALSG CML212）
2012/9/26 2012/9/26 2017/10/31 終了

24-ST02(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科
65歳以上の急性前骨髄球性白血病に対するATOによる地固め療法  第
Ⅱ相臨床試験（JALSG APL212G）

2012/9/26 2012/9/26 2021/10/31 説明 終了

24-ST01(ヒトゲノム)
→特定臨床研究移行

鏡味  良豊 血液内科
急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GOを用いた寛解後治療  第Ⅱ相臨床試験（JALSG 
APL212） 2012/9/26 2012/9/26 2020/9/30 説明 実施中

24-ST13（疫学研究） 久留宮  康浩 外科

乳がん患者の多目的コホート研究06（N-SAS 
BC06｢レトロゾールによる術前内分泌治療法が奏功した閉経後乳がん患者に対する術後化学

療法内分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験｣）の付随研究

2012/9/26 2012/9/26 2023/5/31 説明 実施中

24-ST11（疫学研究） 鏡味  良豊 血液内科
研究参加施設に新たに発生する全ての成人ALL症例を対象とした5年生存率に関する前向き臨

床観察研究（JALSG ALL CS 12） 2012/9/26 2012/9/26 2021/3/31 説明 終了

24-ST12（臨床研究）

→特定臨床研究移行
久留宮  康浩 外科

レトロゾールによる術前内分泌治療法が奏功した閉経後乳がん患者に対する術後化学療法内

分泌療法と内分泌単独療法のランダム化比較試験（N-SAS BC06） 2012/9/26 2012/9/26 2023/5/31 説明 実施中

24-ST10（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科 日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察研究 2012/9/26 2012/9/26 2018/3/31 説明 終了

24-ST06（臨床研究） 久留宮  康浩 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（CORONAⅡ）
2012/8/1 2012/8/1 2019/5/31 説明 終了

24-ST05（臨床研究） 久留宮  康浩 外科
高度局所進行直腸癌に対する術前術後XELOX療法第Ⅱ相臨床試験

（CORONAⅠ）
2012/8/1 2012/8/1 2019/5/31 説明 終了

23-ST10（疫学研究） 加藤  大也 内分泌・代謝内科
CSII（持続皮下インスリン注入療法）の有用性～豊田厚生病院における実臨床結果を踏まえ

て
2012/3/28 2012/3/28

2018/3/31
→2020/3/31 終了

23-ST12（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科
血管内大細胞型B細胞リンパ腫（Intravascular large B-cell lymphoma； IVLBCL)に対するR-
CHOP+R-high dose MTX療法の第Ⅱ相試験

2011/11/29 2011/11/30 2019/5/31 終了

23-ST01（疫学研究） 鏡味  良豊 血液内科
JALSG参加施設に新たに発生する全AML、全MDS、全CMML症例を対象とした5年生存率に関

する観察研究（前向き臨床観察研究）（JALSG- CS-11） 2011/9/27 2011/9/27 2019/7/31 説明 終了

22-ST20（臨床研究） 森田  清 消化器内科 膵嚢胞性疾患の自然史解明のための経過観察に関する多施設共同研究 2011/3/30 2011/3/30 2036/3/31 実施中

22-ST13（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科

未治療進行期MALTリンパ腫およびNodal marginal zone B-cell 
lymphoma(NMZL)に対する抗CD抗体(Rituximab)とcladribine併用療法(R- 2-
CdA)の臨床第Ⅱ相試験

2010/12/1 2010/12/1 2018/8/31 終了

21-ST03(ヒトゲノム) 鏡味  良豊 血液内科 染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関する観察研究 2010/3/31 2010/4/1 2020/3/31 終了

21-ST33（臨床研究）

→特定臨床研究移行
久留宮  康浩 外科

StageⅢb大腸癌治癒切除症例に対する術後補助化学療法としての UFT/Leucovorin療法とTS-
1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験(ACTS-CC02) 2010/3/31 2010/4/1 2019/9/30 実施中

21-ST28（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科
未治療進行期(bulky Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期)末梢T細胞リンパ腫に対する THP-
COP療法の第Ⅱ相試験(THP-3) 2010/3/31 2010/4/1 2020/8/31 終了

http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-240g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-239g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-238g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-236s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-235s.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-234g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-230g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-220g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-204g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-203g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-200g.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/24-ST11.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-196g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-195g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-185g.pdf
http://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/ST-184g.pdf
https://toyota.jaaikosei.or.jp/db/wp-content/uploads/23-ST01.pdf


21-ST27（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科
高齢者(70歳～79歳)における未治療進行期低悪性度B細胞リンパ腫に対する抗CD抗体療法＋

化学療法[Rituximab+THP-COP(R・THP-COP)]の第Ⅱ相試験(THP-2)
2010/3/31 2010/4/1 2018/3/31 終了

21-ST26（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科

成人core binding 
factor急性骨髄性白血病に対するシタラビン大量療法のKIT遺伝子型別反応性を評価する臨床

第Ⅳ相試験－JALSG CBF AML209-KIT Study(CBF-AML209-KIT)
2010/3/31 2010/4/1 2020/3/31 終了

21-ST25（臨床研究） 鏡味  良豊 血液内科
FLT3/ITD変異陽性成人急性骨髄性白血病を対象とした同種造血幹細胞移植法の有効性と安全

性に関する臨床第Ⅱ相試験(JALSG AML209- FLT3-SCT)
2010/3/31 2010/4/1 2020/3/31 終了

21-ST15（疫学研究） 倉田  久嗣 腎臓内科 わが国における腎臓病患者における腎生検データベース構築に関する研究 2010/1/27 2010/1/27 2018/12/31 終了

21-ST01（疫学研究） 加藤  大也 内分泌・代謝内科 糖尿病ラウンドに関する患者アンケート調査 2009/7/29 2009/7/29
2018/7/31

→2020/7/31
終了
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