【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

小児科

村松幹司

研究の対象

開始日

終了予定日

てんかん･熱性けいれん

2010/09/24

2025/03/31

011

てんかん･熱性けいれんの遺伝子研究

021

日本心臓血管外科手術データベース（Japan
Cardiovascular Surgery Database, JCVSD）への
参加に関して

心臓外科・血管外科

中山雅人

心臓血管外科手術症例

2011/01/07

―

023

National Clinical Database （日本臨床データベース
機構，NCD）における症例登録事業

一般外科

平松和洋

外科手術症例

2011/01/07

―

029

日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会（JPLSG）
における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究

小児科

伊藤剛

小児血液腫瘍性疾患

2011/03/11

2035/03/31

041

膵囊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

消化器内科

松原浩

仮性嚢胞を除く膵囊胞性疾患

2011/08/03

2036/03/15

045

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）

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

急性骨髄性白血病、骨髄異形成
症候群、慢性骨髄単球性白血病

2011/08/31

2022/01/31

046

造血細胞移植および細胞治療の全国調査

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

造血細胞移植および細胞治療等に
関する患者およびドナー

2011/08/31

―

腎臓内科

山川大志

腎疾患および関連疾患を有する患
者のうち腎生検を受けた者

2011/11/17

2031/03/15

産婦人科

梅村康太

悪性卵巣腫瘍

2012/02/29

2029/03/31

消化器内科

松原浩

消化器疾患

2012/03/15

2025/03/31

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

未治療急性リンパ性白血病

2012/04/25

2023/09/30

048-1 名古屋大学腎臓病総合レジストリー

070

073

075

悪性卵巣腫瘍に対する疫学的研究

胆膵領域の腫瘤性疾患に対する超音波造影剤
Sonazoid®を用いた造影超音波検査の有効性の検討

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
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

小児科（新生児）

杉浦崇浩

一般外科

研究の対象

開始日

終了予定日

出生体重1500g以下の児

2012/04/25

―

平松和洋

組織学的に大腸癌（腺癌）と診
断された症例

2012/05/17

2022/04/30

083

周産期母子医療センターネットワークデータベース

085

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV
療法の臨床的有用性に関する研究

091

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

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

新たに診断された15歳以上65歳
未満の未治療急性前骨髄球性白
血病

2012/07/19

2022/03/31

092

65歳以上の急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸によ
る地固め療法 第Ⅱ相臨床試験

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

新たに診断された65歳以上の未治
療急性前骨髄球性白血病

2012/07/19

2022/03/31

093

日本産科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

産婦人科

梅村康太

子宮頸癌､子宮体癌､卵巣悪性腫
瘍､卵巣境界悪性腫瘍

2012/07/04

2027/12/31

115

小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設
共同第Ⅱ相および第Ⅲ相臨床試験

小児科

伊藤剛

小児B前駆細胞性急性リンパ性白
血病

2013/01/17

2022/11/30

133

二次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術
の疫学調査、登録制度

移植外科

長坂隆治

二次性副甲状腺機能亢進症

2013/07/03

2030/03/31

139

ネフローゼ症候群の後ろ向きコホート研究

腎臓内科

山川大志

ネフローゼ症候群

2013/09/04

2023/01/16

176

多発性骨髄腫に関する多施設共同後方視的調査研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

症候性多発性骨髄腫

2014/07/02

―

196

卵巣癌Ⅰ期に対する腹腔鏡下手術に関する臨床研究

女性内視鏡外科

梅村康太

卵巣癌

2015/01/22

2023/03/31

198

子宮体癌ⅠB､Ⅱ期に対するロボット支援下腹腔鏡下手
術に関する臨床研究

女性内視鏡外科

梅村康太

子宮体癌

2015/01/22

2023/03/31
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管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

研究の対象

開始日

終了予定日

199

子宮頸癌Ⅰ､ⅡA期に対するロボット支援下腹腔鏡下手
術に関する臨床研究

女性内視鏡外科

梅村康太

子宮頸癌

2015/01/22

2023/03/31

200

1型糖尿病患者の患者背景に関する東海臨床多施設共
同研究

糖尿病・内分泌内科

山守育雄

1型糖尿病患者

2015/01/22

2024/03/31

202

髄芽腫に対する新リスク分類を用いた集学的治療のパイ
ロット試験

小児科

伊藤剛

25歳未満の新規発症の髄芽腫、
PNET症例

2015/01/22

―

207

希少小児遺伝性血液疾患における原因遺伝子の探索研
究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

小児遺伝性血液疾患

2015/02/26

―

208

全国放射線治療症例に基づく放射線治療の実態調査お
よび質評価

放射線科

山田剛大

放射線治療症例

2015/02/26

2022/03/31

215

日本小児白血病リンパ腫研究グループ（JPLSG）におけ
る小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究

小児科

伊藤剛

小児血液腫瘍性疾患

2015/04/23

2035/03/31

220

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

一般外科

平松和洋

切除不能進行再発大腸癌

2015/07/16

2023/02/28

231

小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET検査による初期
治療反応性判定を用いた治療法の効果を確認する第Ⅱ
相試験

小児科

伊藤剛

小児ホジキンリンパ腫

2015/11/12

2025/09/30

232

標準的化学療法を行なった進行期小児リンパ芽球性リン
パ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同臨床試
験

小児科

伊藤剛

リンパ芽球性リンパ腫

2015/11/12

2024/08/31

242

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

腎臓内科

山川大志

腹膜透析患者

2016/01/06

2025/11/16

244

子宮頸癌Ⅰ､ⅡA期に対する腹腔鏡下子宮頸部摘出術
の有用性と安全性を検討する臨床研究

女性内視鏡外科

梅村康太

子宮頸癌

2016/01/21

2023/03/31
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更新日：2021年12月01日

管理番号

試験名

診療科

院内責任者

245

ダ・ヴィンチSi 手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下
子宮悪性腫瘍手術の有用性と安全性を検討する臨床研
究

女性内視鏡外科

梅村康太

254

前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治
療経過に関する実態調査研究

泌尿器科

260

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

264

開始日

終了予定日

子宮悪性腫瘍

2016/01/21

2023/03/31

寺島康浩

前立腺がん

2016/05/01

2029/03/31

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

骨髄腫関連疾患

2016/06/01

2021/12/31

非血縁者間骨髄･末梢血幹細胞移植における検体保存
事業

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

非血縁者間骨髄･末梢血幹細胞
移植の患者およびドナー

2016/06/01

―

266

内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全
摘術

産婦人科
(女性内視鏡外科）

梅村康太

子宮頸癌

2016/07/14

2022/03/31

270

ダ・ヴィンチSi 手術システムを用いたロボット支援腹腔鏡下
胃手術の有用性と安全性を検討する臨床研究

一般外科

青葉太郎

胃ならびにその隣接臓器の良･悪性
腫瘍

2016/07/14

2022/03/31

285

急性脳症･痙攣重積症例の後方視的解析

小児科

村松幹司

急性脳炎･痙攣重積

2016/09/28

2022/03/31

293

乳児（口唇口蓋裂児）に対する超音波装置を用いた末
梢静脈ライン確保の有用性の検討

麻酔科

稲生光春

口唇口蓋裂

2017/01/04

2023/01/31

296

成人急性骨髄性白血病の発症･進展および治療反応
性､副作用に関係する遺伝子異常の網羅的解析

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

急性骨髄性白血病

2017/01/04

2022/03/07

302

「小児固形腫瘍観察研究」における中央診断、臨床的
データ集積と検体保存

小児科

伊藤剛

小児固形腫瘍

2017/02/22

2024/12/31

303

小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリ
スク分類を用いた集学的治療第Ⅱ相試験

小児科

伊藤剛

小児上衣腫

2017/03/09

2029/04/30
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研究の対象

【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

腎臓内科

山川大志

研究の対象

開始日

終了予定日

豊橋市民病院腎臓内科で新規に
透析治療を導入した20歳以上の
腎不全患者

2017/02/22

2022/04/30

306

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

311

新生児マススクリーニング対象疾患拡大に関する研究

小児科

小山典久

日齢４～７の新生児

2017/05/24

2023/03/31

318

ダウン症候群に対するPopulation-basedの登録システ
ム､検体バンクの構築

小児科

村松幹司

愛知県内で出生され診断されたダウ
ン症児

2017/05/24

2025/12/07

319

ダウン症候群に対する白血病関連遺伝子の変異解析

小児科

村松幹司

GATA1 遺伝子変異が確認された
ダウン症候群

2017/05/24

2025/12/07

320

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

循環器内科

島津修三

急性肺血栓塞栓症

2017/07/05

2022/03/31

329

フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病に対する自
家末梢血幹細胞移植に関する臨床研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

初発フィラデルフィア染色体陽性急
性リンパ性白血病

2017/09/21

2023/12/31

334

新生児低体温療法レジストリーによる我が国の新生児蘇
生法ガイドラインの普及と効果の評価に関する研究

小児科

杉浦崇浩

中等症～重症の新生児低酸素性
虚血性脳症

2017/09/06

2026/03/31

336

がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活
用に関する研究

がん登録部会

河井通泰

2011年1月以降に受診した全がん
患者

2017/09/06

2022/03/31

339

特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するカルボ
プラチン+nab-パクリタキセル+ニンテダニブ療法とカルボプラ
チン+nab-パクリタキセル療法のランダム化第Ⅲ相試験

呼吸器内科

大舘満

特発性肺線維症（IPF）を合併す
る進行非小細胞肺癌

2017/11/16

2022/05/31

341

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
（前向き臨床観察研究）

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

16歳以上のすべての未治療の急性
骨髄性白血病､骨髄異形成症候
群､慢性骨髄単球性白血病症例

2017/10/11

2028/02/28

350

小児救急重篤疾患登録調査

小児科

小山典久

小児救急重篤疾患

2017/12/27

2021/12/31
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管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

歯科口腔外科

嘉悦淳男

脳神経外科

研究の対象

開始日

終了予定日

口腔がん

2017/12/27

2022/12/31

雄山博文

脳神経外科入院患者

2018/02/07

2023/09/30

移植外科

長坂隆治

移植外科外来に通院された患者

2018/03/07

2025/03/31

351

疫学調査｢口腔がん登録｣

353

一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事
業

361

インタクトPTHの各アッセイ間比較

365

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

循環器内科

成瀬賢伸

2013年1月1日以降にNCDに登
録されたデータ

2018/03/07

2027/03/30

366

本邦における心血管インターベンションの実態調査（JEVT/SHD）

循環器内科

成瀬賢伸

心血管インターベンションを施行する
全症例

2018/03/07

―

368

IFN-free経口抗HCV剤治療に係る公費助成を受けたC
型肝疾患患者に関する全国規模のデータベース構築

消化器内科

浦野文博

IFN-free経口抗HCV剤治療を受
けたC型肝疾患患者

2018/03/07

2022/03/31

369

豊橋市民病院泌尿器科 NCD症例登録

泌尿器科

寺島康浩

2018/04/01以降泌尿器科で手
術､処置を施行された患者

2018/03/07

―

370

家族性糖尿病の遺伝子解析

小児科

竹内幸

家族性単一遺伝子性糖尿病

2018/06/06

2022/03/31

371

BMI40以上の帝王切開の麻酔管理

麻酔科

藤田靖明

BMI40以上の帝王切開妊婦

2018/05/09

2022/03/31

373

前立腺癌薬物療法におけるQOLに関する研究

泌尿器科

山本晃之

薬物療法を行う前立腺癌患者

2018/04/11

2022/12/31

379

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

リウマチ科

平野裕司

関節リウマチ患者

2018/06/06

2025/03/31
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

小児科

小山典久

研究の対象

開始日

終了予定日

神経筋変性疾患

2018/07/04

2023/05/21

384

神経筋変性疾患の遺伝子解析研究

387

我が国のGIST治療におけるイマチニブ使用の実態に関す
る研究

消化器内科

山本英子

GISTと診断された患者のうち､イマ
チニブを使用した患者

2018/07/04

2022/03/31

389

免疫性神経疾患におけるバイオマーカーの探索と病態解明

小児科

村松幹司

免疫性神経疾患

2018/08/01

2024/03/31

395

尿中代謝物を用いた診断マーカーの探索

一般外科

平松和洋

成人悪性腫瘍、小児悪性腫瘍、先
天疾患でR0切除予定の患者

2018/09/05

2022/03/31

396

重症筋無力症及びランバート・イートン筋無力症候群の全
国疫学調査

小児科

小山典久

重症筋無力症及びランバート・イート
ン筋無力症の患者

2018/10/03

2023/03/31

401

副甲状腺癌多発家系におけるHPRT2遺伝子変異の検
討

糖尿病・内分泌内科

山守育雄

原発性副甲状腺機能亢進症

2018/11/07

2023/03/31

404

レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医
療の質に関する研究

循環器内科

成瀬賢伸

2020年3月31日までのDPCデータ

2018/12/05

2025/03/31

409

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設の広汎子宮
全摘出術の実態調査

産婦人科

梅村康太

子宮頸癌ⅠB１期、ⅡA1期症例
のうち、手術療法をく含む治療を施
行した症例

2019/01/09

2021/12/31

417

血液腫瘍患者に対する化学療法治療中・治療後の患者
の身体活動量が身体機能に与える影響の検討

リハビリテーション技術室

森嶋直人

リハビリを行う血液腫瘍患者

2019/01/09

2024/03/31

418

日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会
生殖補助医療 （ART） 登録事業及び登録情報に基づ
く研究

産婦人科
（生殖医療）

安藤寿夫

生殖補助医療

2019/01/09

2027/12/31

血栓性微小血管障害症（TMA）
とその類縁疾患（C3腎症を含む）
患者とその家系構成員、および、
TMAの原因と思われる遺伝子変異
の保有者

2019/01/09

2023/03/31

420

血栓性微小血管障害症の遺伝的背景に関する研究

小児科

伊藤剛
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

更新日：2021年12月01日

管理番号

試験名

診療科

院内責任者

422

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

腎臓内科

山川大志

428

重症患者の電解質異常に関する観察研究

腎臓内科

430

B型慢性肝炎におけるテノホビルアラフェナミドフマル酸塩へ
の切り替え症例の観察研究

432

SPECT総合性能評価ファントムの開発

436

研究の対象

開始日

終了予定日

新規に透析治療を導入した20歳
以上の患者

2019/02/06

2028/08/31

山川大志

ICUに入室歴のある患者

2019/02/06

2023/12/31

消化器内科

浦野文博

B 型慢性肝炎でテノホビルアラフェナ
ミドフマル酸塩に切り替えた症例

2019/03/06

2023/12/31

放射線技術室

市川肇

シミュレーションデータおよびアクリル製
ファントム（実験機材）

2019/04/10

2022/02/28

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

産婦人科

岡田真由美

妊娠22週0日以降に出産した症例

2019/04/10

2027/12/31

439

PREDICT1での血液検体を用いたカルボプラチン＋ペメト
レキセド併用療法の後治療としての免疫チェックポイント阻
害薬の効果予測に関する後ろ向き多施設共同研究

呼吸器内科

大舘満

非扁平上皮非小細胞肺癌

2019/04/10

2023/03/31

443

脊椎疾患（頸椎胸椎後縦靭帯骨化症・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
研究

脊椎外科

吉原永武

脊椎脊髄疾患全般

2019/06/05

2023/02/28

446

日本ネフローゼ症候群バイオマーカー研究

腎臓内科

山川大志

腎生検により各種腎疾患と診断さ
れた患者

2019/06/05

2029/12/31

447

がん化学療法患者のステロイド累積投与量による糖尿病
発症率とリスク因子についての検討

薬局

原田哲彦

大腸がん、乳がんで化学療法を受け
た患者

2019/06/05

2022/03/31

448

難治性脳形成障害症の病態解析と治療法開発

小児科

小山典久

難治性脳形成障害症患者

2019/07/03

2022/03/31

倉橋信悟

アイクルシグ の使用成績調査に登
録されている、慢性骨髄性白血病
慢性期、慢性骨髄性白血病移行
期、慢性骨髄性白血病急性転化
期、フィラデルフィア染色体陽性成人
急性リンパ性白血病の患者

2019/07/03

2023/09/30

®

450

ポナチニブのPK/PD/PGxに基づく適正使用と安全性情報
に関する研究

血液・腫瘍内科
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

更新日：2021年12月01日

管理番号

試験名

診療科

院内責任者

454

小児および若年成人におけるEBウイルス関連血球貪食性
リンパ組織球症に対するリスク別多施設共同第Ⅱ相臨床
試験

小児科

伊藤剛

455

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対する
層別化治療の多施設共同第Ⅱ相試験

小児科

456

一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する化学療法によ
る標準治療法の確立を目指した第２相臨床試験

461

開始日

終了予定日

EBウイルス関連血球貪食性リンパ
組織球症

2019/07/10

2029/12/31

伊藤剛

ダウン症候群に発症した急性骨髄
性白血病

2019/06/21

2025/09/30

小児科

伊藤剛

一過性骨髄異常増殖症

2019/08/28

2028/01/31

国内の小児血友病A患者を対象とした遺伝子組換え血
液凝固第Ⅷ因子Fc融合タンパク質（rFⅧFc）製剤の有
用性を検討する多施設観察研究

小児科

伊藤剛

小児血友病A患者

2019/08/07

2022/12/31

462

ミトコンドリア病におけるレジストリ事業を中心とした疫学研
究、及び診療ガイドライン策定や特殊診断の確立などに関
する臨床研究

小児科

小山典久

ミトコンドリア病が疑われる患者及び
診断されたミトコンドリア病患者

2019/08/07

2025/07/31

472

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

脳神経外科

雄山博文

脳動脈瘤クリッピング術を受けた患
者

2019/09/04

2022/03/31

473

小児外科疾患の病態形成に関する原因遺伝子の網羅的
遺伝子解析研究

小児科

伊藤剛

16歳未満で発症した病態形成に
遺伝子の関与を疑う小児外科疾患
症例およびその血縁者

2019/09/04

2024/04/11

474

膵頭十二指腸切除術におけるトラネキサム酸投与の術中
出血抑制効果に関する研究

一般外科

平松和洋

膵頭十二指腸切除術を受けた患
者

2019/08/15

2026/12/31

475

遺伝性血栓性血小板減少性紫斑病（UpshawSchulman症候群）のレジストリー研究

小児科

伊藤剛

遺伝性TTPと診断された患者又は
その疑いのある患者、及びその家族

2019/10/03

2023/03/31

476

ペディクルスクリューシステム刺入方法における固定性・術後
変化に関する調査

脊椎外科

吉原永武

脊椎変形疾患、外傷、腫瘍、脊柱
変形等の脊椎疾患

2019/10/03

2023/03/31

478

初発BCR-ABL1陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）
を対象としたダサチニブ、ポナチニブ併用化学療法および造
血幹細胞移植の臨床第Ⅱ相試験

倉橋信悟

B-lymphoblastic
leukemia/lymphomaと診断され
たBCR-ABL1融合遺伝子発現
ALL

2019/12/13

2026/03/31

血液・腫瘍内科
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研究の対象

【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

更新日：2021年12月01日

管理番号

試験名

診療科

院内責任者

研究の対象

開始日

終了予定日

479

高齢者急性骨髄性白血病(AML)の層別化により化学療
法が可能な症例に対して若年成人標準化学療法の近似
用量を用いる第II相臨床試験

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

急性骨髄性白血病と診断された未
治療患者

2019/11/27

2028/02/26

481

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

リウマチ科

平野裕司

骨粗鬆症を有する関節リウマチ患者

2019/11/21

2026/03/31

482

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

血液・腫瘍内科

井本直人

造血器疾患（悪性リンパ腫、白血
病、骨髄腫、骨髄異形成症候群、
慢性骨髄増殖性疾患、再生不良
性貧血など）と診断された症例

2019/11/06

2025/03/31

483

エミシズマブ定期投与中のFVIIIインヒビターを保有しない
先天性血友病A患者における，身体活動及び出血イベン
ト，日常生活の質，安全性を評価する多施設共同，前
向き観察研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

先天性血友病A（20歳以上）

2019/11/06

2024/10/31

484

エミシズマブ定期投与中のFVIIIインヒビターを保有しない
先天性血友病A患者における，身体活動及び出血イベン
ト，日常生活の質，安全性を評価する多施設共同，前
向き観察研究

小児科

伊藤剛

先天性血友病A（20歳未満）

2019/11/06

2024/10/31

485

内分泌代謝疾患の遺伝子型・核型・表現型関連等に関
する研究

小児科

竹内幸

内分泌代謝疾患の患者及び血縁
者

2019/11/06

2022/03/31

486

愛知県における結節性硬化症の疫学研究

小児科

小山典久

結節性硬化症

2019/11/06

2025/03/31

487

アデノウイルスおよびヒトメタニューモウイルス感染に伴う急性
脳症の全国調査

小児科

小山典久

アデノウイルスおよびヒトメタニューモウ
イルス感染に伴う急性脳症

2019/11/06

2024/03/31

489

慢性骨髄性白血病患者に対するチロシンキナーゼ阻害薬
中止後の無治療寛解維持を検討する日本国内多施設
共同観察研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

慢性期CML症例で、何らかの理由
でTKI治療を中止した患者または中
止する予定の患者

2019/12/04

2029/09/30

490

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

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

悪性リンパ腫を疑う不明熱

2019/12/04

2024/03/31

491

B細胞性急性リンパ性白血病におけるターゲットキャプチャー
RNA-seqを用いたサブタイプ診断の実行可能性に関する
研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

B細胞性急性リンパ性白血病

2019/12/04

2023/02/28

10/21

【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

研究の対象

開始日

終了予定日

十二指腸癌に対して外科的切除を
施行された症例

2020/01/08

2021/12/31

493

十二指腸癌外科的切除症例の臨床病理学的因子と予
後に関する研究

一般外科

平松和洋

495

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

呼吸器内科

大舘満

肺炎のため入院した患者

2020/01/08

2024/03/31

496

呼吸器疾患画像の機械学習に関する臨床研究

呼吸器内科

大舘満

呼吸器疾患と臨床診断された全患
者

2020/01/08

2025/03/31

499

小児救急診療における死亡症例に関する日本小児救急
医学会・調査研究委員会との合同登録調査（２次調
査）

小児科

小山典久

小児救急診療における18歳未満の
死亡症例

2020/02/05

2021/12/31

500

小児救急診療において新たに人工換気療法を実施した症
例に関する日本小児救急医学会・調査研究委員会との
合同登録調査（２次調査）

小児科

小山典久

小児救急診療において新たに人工
換気療法を実施した15歳未満の
症例

2020/02/05

2021/12/31

504

潰瘍性大腸炎患者における白血球数を指標とした免疫調
節薬投与と治療効果の検討

消化器内科

山田雅弘

免疫調節薬（AZAないし6-MP）
の処方をされた16歳以上の潰瘍性
大腸炎患者

2020/03/04

2027/03/31

508

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

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

急性骨髄性白血病初発例

2020/04/08

2028/02/28

509

日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に
関する研究

整形外科

山内健一

整形外科手術患者

2020/04/08

2035/03/31

510

ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患
者の背景因子と治療効果の検討（観察研究）

呼吸器内科

真下周子

COVID-19患者

2020/03/19

2021/12/31

511

AIによる画像診断（病理・放射線）についての研究

一般外科

平松和洋

腹部造影CTを撮影し、イレウスもし
くは腸閉塞と診断された患者

2020/05/13

2022/03/31

513

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

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

16歳以上の再発・難治性FLT3変
異陽性AML患者

2020/05/13

2024/03/31
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】

管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

研究の対象

開始日

終了予定日

514

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫におけるMYCおよび
BCL2またはBCL6の再構成を伴う高悪性度B細胞リンパ
腫の網羅的同定の検討

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

2020/05/13

2024/03/31

517

JROAD-DPC を使用した、劇症型心筋炎の疾患登録と
その解析

循環器内科

成瀬賢伸

16歳以上の劇症型心筋炎患者

2020/05/13

2022/03/31

518

AIを用いた頭頸部癌予後解析に関する多施設研究

放射線科

山田剛大

中咽頭癌、下咽頭癌、喉頭癌

2020/05/13

2022/12/31

519

慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）における筋萎
縮の研究

脳神経内科

岩井克成

慢性炎症性脱髄性多発神経炎
（CIDP）患者

2020/05/13

2022/03/31

520

PD-L1発現50%未満高齢者非扁平上皮非小細胞肺が
んに対するペムブロリズマブ＋ペメトレキセド療法の第2相試
験: CJLSG1901

呼吸器内科

牧野靖

組織診あるいは細胞診により確認さ
れている非扁平上皮非小細胞肺が
ん患者

2020/05/25

2023/07/31

521

当院で経験した妊娠関連乳癌症例の妊娠分娩管理、治
療および予後

産婦人科

尾瀬武志

妊娠関連乳癌

2020/06/03

2022/03/31

524

育児休業から復帰した看護師の継続就業に関する研究

看護局

鈴木康予

第一子を出産し育児休業を取得し
復帰した看護師

2020/06/03

2023/03/31

525

小児髄芽腫に対し新規リスク分類を導入したチオテパ／メ
ルファラン大量化学療法併用放射線減量治療の有効性と
安全性を検討する第Ⅱ相試験

小児科

伊藤剛

30歳未満の初発の髄芽腫

2020/05/21

2029/03/31

527

新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいた
COVID19ワクチンの開発と評価系の構築

呼吸器内科

真下周子

新型コロナウイルス感染症患者、無
症候性感染者及び感染症が疑わ
れる患者

2020/06/12

2030/03/31

529

National Clinical Databaseを用いた日本における未破
裂脳動脈瘤の治療成績に関する後向き観察研究

脳神経外科

雄山博文

未破裂脳動脈瘤に対する手術症
例（開頭術、血管内治療両方を
含む）

2020/07/01

2025/03/31

531

悪性リンパ腫合併妊娠の多施設共同後方視的観察研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

妊娠中に悪性リンパ腫を発症した症
例

2020/07/01

2021/12/31
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管理番号

試験名

診療科

院内責任者

532

非血縁臍帯血移植および非血縁末梢血幹細胞移植にお
いてGVHD予防法とanti-thymocyte globulin投与が
移植後免疫再構築へ及ぼす影響についての検討

血液・腫瘍内科

堺寿保

533

血液疾患登録

血液・腫瘍内科

534

下垂体腫瘍組織からの細胞株樹立と細胞株が産生する
物質を用いた研究および臨床応用

535

融解胚移植周期における天然型エストラジオール経口剤と
経皮吸収貼付剤による無作為割付け前向き比較対照臨
床試験

536

開始日

終了予定日

造血器悪性腫瘍に対し非血縁臍
帯血移植および非血縁末梢血幹
細胞移植を行う16歳以上の患者

2020/07/01

2029/12/31

倉橋信悟

2012年１月１日以降に診断され
た、すべての血液疾患患者

2020/07/01

2031/12/31

産婦人科
（生殖医療）

安藤寿夫

FSH･PRL産生下垂体腫瘍

2006/08/16

2026/03/31

産婦人科
（生殖医療）

安藤寿夫

天然型エストラジオール製剤の禁忌
とならない凍結胚融解移植ホルモン
補充周期患者

2009/07/14

2026/03/31

熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査

救急科

平松和洋

救命救急センターで熱中症と診断さ
れ、入院となった全症例

2020/07/01

2022/03/31

537

希少未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する
研究

小児科

村松幹司

0歳以上の未診断疾患患者、患者
両親およびその他の血縁者

2020/08/05

2024/03/31

538

骨盤骨折治療における外側大腿皮神経損傷合併の調査

整形外科

武田真輔

手術治療（ASPIF）を行った骨盤
骨折患者

2020/08/05

2030/03/31

539

骨盤骨折手術における合併症対策に関する研究

整形外科

武田真輔

手術治療（ASPIF）を行った骨盤
骨折患者

2020/08/05

2030/03/31

540

コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材（リナーブ®）の
臨床調査

整形外科

武田真輔

手指の神経損傷に対してリナーブ®
で治療した患者

2020/08/05

2030/03/31

541

小児前腕骨骨幹部骨折における術後合併症調査

整形外科

武田真輔

当科で前腕骨骨幹部骨折の治療
をした15歳以下の患者

2020/08/05

2030/03/31

543

日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用
いた臨床研究

救急科

平松和洋

救命救急センターを受診したAISス
コア3以上の外傷を有する全患者

2020/09/02

2023/03/31
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管理番号

更新日：2021年12月01日

試験名

診療科

院内責任者

研究の対象

開始日

終了予定日

救急科

平松和洋

救命救急センターに受診した、アナ
フィラキシーでSampsonグレード1以
上の全患者

2020/09/02

2021/12/31

産婦人科

梅村康太

ロボット支援下手術施行症例

2020/09/02

―

消化器内視鏡検査および腹部超
音波検査を施行する20歳以上の
患者

2020/09/02

2027/12/31

原発性自然気胸

2020/10/07

2026/12/31

544

救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査

546

豊橋市民病院 産婦人科 NCD症例登録

548

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

消化器内科

山本英子

551

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

呼吸器外科

成田久仁夫

552

高悪性度B細胞リンパ腫の臨床病理学的検討

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

高悪性度B細胞リンパ腫症例

2020/10/07

2028/03/31

553

前向き観察研究に登録された骨髄異形成症候群におけ
る、同種移植までの橋渡し治療と移植成績の検討

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

JALSG CS-11研究に登録された
MDS-RAEB/EB症例

2020/10/07

2023/03/31

554

JAK2変異陰性多血症患者における睡眠時無呼吸症候
群検査の有用性

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

当科において赤血球増多症の鑑別
でJAK2変異検査を行い陰性であっ
た患者

2020/10/07

2021/12/31

555

中枢神経系原発非ホジキンリンパ腫に対する大量MTX療
法と全脳照射療法の単施設における後方視的観察研究

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

当院にてpCNS-NHLと診断され、
治療を受けた患者

2020/10/07

2021/12/31

倉橋信悟

骨髄性血液悪性腫瘍（急性骨髄
性白血病（AML）および骨髄異
形成症候群(MDS)）であり、非血
縁同種移植の適応であると考えられ
るにもかかわらず適切なドナーが得ら
れない患者

2020/11/20

2024/12/31

倉橋信悟

de novo AMLと診断され、白血病
キメラスクリーニング検査にて、
RUNX1-RUNX1T1またはCBFBMYH11が定量検出されたCBF白
血病症例

2020/11/13

2027/05/31

倉橋信悟

再発または難治性のFLT3 遺伝子
変異陽性（FLT3-ITDおよび
FLT3-TKD変異）の急性骨髄性
白血病
患者

2020/11/20

2026/03/31

557

成人骨髄性血液悪性腫瘍に対する臍帯血移植における
G-CSF priming骨髄破壊的前治療の有効性に関するラ
ンダム化比較試験 臨床第Ⅲ相試験

558

t(8;21)およびinv(16)陽性AYA・若年成人急性骨髄性
白血病に対する微小残存病変を指標とするゲムツズマブ・
オゾガマイシン治療介入の有効性と安全性に関する臨床
第II相試験 (JALSG CBF-AML220)

559

再発または難治性のFLT3遺伝子変異陽性急性骨髄性
白血病患者を対象とするMEC（ミトキサントロン／エトポシ
ド／シタラビン）とギルテリチニブの逐次療法の非盲検、多
施設共同、前向き介入試験 (JALSG-RR-FLT3AML220)

血液・腫瘍内科

血液・腫瘍内科

血液・腫瘍内科
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試験名

診療科

院内責任者

560

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

呼吸器内科

牧野靖

561

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラク
ティブMDD 診断システムを用いた診断標準化に基づく疫
学データの創出 ―AI診断システムと新規バイオマーカーの
開発―

呼吸器内科

牧野靖

562

先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観
察調査をおこなう研究－研究として遺伝子診断を行う疾
患－

小児科

563

カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト

564

開始日

終了予定日

24ヶ月以内に間質性肺疾患を新
規に指摘された症例

2020/11/04

2035/12/31

新規にIIPs（特発性間質性肺
炎）と診断された患者

2020/11/04

2027/12/31

村松幹司

先天性代謝疾患が疑われる患者

2020/11/04

2023/03/31

循環器内科

冨田崇仁

カテーテルアブレーション症例

2020/11/04

2030/03/31

リキッドバイオプシーを用いた切除不能RAS野生型大腸癌
に対する抗EGFR抗体の効果予測

一般外科

平松和洋

抗ＥＧＦＲ抗体を１次治療として
投与する切除不能RAS野生型大
腸癌

2020/11/19

2023/12/31

566

初発再生不良性貧血に対する免疫抑制療法におけるエ
ルトロンボパグ併用の有用性の検討

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

再生不良性貧血と診断され、免疫
抑制療法を受けた患者

2020/12/02

2022/12/31

567

気道異物による窒息に対する多施設前向き観察研究

救急科

平松和洋

気道異物による気道閉塞をきたし
救命救急センターへ救急搬送された
全患者

2020/12/02

2023/03/31

568

患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価

救急科

平松和洋

集中治療室入室患者

2020/12/02

2024/03/31

571

TKIが使用されたJALSG Ph+ALL臨床試験とTRUMP
データの統合による予後因子解析

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

JALSG Ph+ALL202試験、
Ph+ALL208試験、Ph+ALL213
試験に登録された全症例

2021/01/06

2024/03/31

572

レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調
査

脳神経外科

雄山博文

脳卒中および脳神経外科に関連す
る医療のため入院した患者

2021/01/06

2026/03/31

575

呼吸器外科の低侵襲手術における創（ポート）の数や挿
入肋間部位と術後疼痛に関する調査

呼吸器外科

成田久仁夫

肺癌に対して肺葉切除または区域
切除をロボットまたは胸腔鏡下に施
行された患者

2021/01/06

2023/07/10
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開始日

終了予定日

577

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

消化器内科

松原浩

消化器内視鏡検査・治療を受けた
全ての方

2021/01/06

2024/12/31

578

切除不能遠位胆道悪性閉塞を伴う膵癌に対する10mm
径および12mm径金属ステントの無作為化比較第Ⅲ相
試験

消化器内科

松原浩

遠位胆管閉塞を伴う切除不能膵
癌

2021/01/21

2025/03/31

579

本邦の初発APLに対するATRA+ATO療法の多施設共
同第II相試験

血液・腫瘍内科

倉橋信悟

未治療の初発急性前骨髄球性白
血病患者

2021/02/15

2028/02/14

582

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の長期合併症
の実態把握と病態生理解明に向けた基盤研究

呼吸器内科

真下周子

2021年2月28日までに当院に入
院された新型コロナウィルス感染症
患者のうち、研究に同意された方

2021/02/03

2030/03/31

583

当院における食道癌の放射線治療成績

放射線科

山田剛大

2010年1月から2019年12月に当
院で放射線治療を開始した食道癌
患者

2021/02/03

2022/12/31

584

深層学習を用いたPET画像の画質改善および特徴量抽
出

放射線技術室

市川肇

呼吸同期収集もしくは連続移動収
集によってPET/CT検査を行った患
者さん

2021/02/03

2023/03/31

585

第26回川崎病全国調査

小児科

村松幹司

2019年、2020年の2年間の川崎
病初診患者

2021/03/03

2023/12/31

小児科

竹内幸

1) 染色体異常症 2) 単一遺伝子
異常症 3) インプリンティング疾患
4) 原因不明の多発奇形症候群 の
診断が確定している患者、罹患が
疑われる患者、および 患者（もしく
は罹患が疑われる者）の親族

2021/03/03

2026/03/31

耳鼻いんこう科

平山真理子

2018年4月から2020年3月に初
診され一側性感音難聴と診断され
た症例

2021/03/03

2025/03/31

消化器内科

山田雅弘

2010年6月1日から2019年3月
31日までに潰瘍性大腸炎と診断さ
れ、抗TNF-α抗体薬治療中止を
実施した患者

2021/03/03

2025/03/31

救急科

平松和洋

2019年1月1日から2021年3月
31日の間に当院救急外来で血液
培養検査を行った患者

2021/03/03

2023/03/31

586

先天奇形症候群における遺伝的要因の探索

587

一側感音難聴の実態調査

588

潰瘍性大腸炎患者における抗TNF-α抗体薬中止時の免
疫調節薬併用と再燃率の検討

589

救急外来における菌血症予測モデル
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590

小児および若年成人におけるランゲルハンス細胞組織球症
に対するリスク別多施設共同第Ⅱ相臨床試験

小児科

伊藤剛

40 歳未満の新規に診断された
LCHのうち、多臓器型または多発骨
型のLCH

2021/06/01

2031/08/31

2021/04/07

2022/03/31

591

妊婦に対する自己血輸血の現状に関する研究

産婦人科

岡田真由美

2016年1月1日から2018年12月
31日の3年間に出産のために自己
血を採取し、出産した20歳以上の
妊婦

592

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
者の登録調査

脊椎外科

吉原永武

当院における脊椎インプラント手術
全例

2021/04/07

2028/02/26

594

転移性腎細胞癌患者における治療パターン、治療アウトカ
ム及び医療資源利用状況に関する観察研究

泌尿器科

山本晃之

全身性抗癌剤による1次治療を開
始する成人転移性腎細胞癌患者

2021/04/07

2026/12/31

596

ICUにおける人工呼吸器装着患者へタッチングケアを導入
した看護師の認識変化

看護局

太田美佐登

ICUに在室する人工呼吸器装着患
者、タッチングケアを行う看護師

2021/04/07

2026/12/31

597

関節リウマチに対するセルトリズマブペゴル治療におけるメト
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

リウマチ科

平野裕司

適格基準を満たす関節リウマチ患者

2021/03/18

2024/12/31

598

周産期型および乳児型低ホスファターゼ症の病勢を反映す
る臨床的マーカーの探索

小児科

村松幹司

生後6ヶ月齢以内の低ホスファターゼ
症

2021/04/06

2022/12/31

599

四肢長管骨および骨盤骨折における手術療法の臨床成
績および合併症に関する研究（多施設共同研究）

整形外科

山内健一

四肢長管骨および骨盤骨折に対す
る治療を行われた患者

2021/05/12

2025/03/31

600

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

脊椎外科

吉原永武

脊椎疾患を主体とする上肢痛・下
肢痛と臨床的に診断され、薬物治
療を行った患者

2021/05/12

2023/03/31

601

転移性脳腫瘍に対する定位放射線治療の有用性と安全
性の検討

放射線科

山田剛大

転移性脳腫瘍に対して定位放射線
治療を施行した患者

2021/05/12

2022/12/31

602

末梢血幹細胞採取時のsysmex XN systemを用いた
HPC値の検討

血液・腫瘍内科

井本直人

多発性骨髄腫、悪性リンパ腫で、末
梢血幹細胞採取を行った患者

2021/05/12

2022/03/31
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603

血液・腫瘍内科における細胞性免疫不全感染症の検討

血液・腫瘍内科

井本直人

代表的な血液疾患全般

2021/05/12

2022/03/31

604

アンケート調査による日本人糖尿病の死因に関する研究

糖尿病・内分泌内科

山守育雄

当院において死亡が確認された糖
尿病ならびに非糖尿病患者

2021/05/12

2024/03/31

605

小児、AYA世代および成人T細胞性急性リンパ性白血病
に対する多施設共同後期第II相臨床試験

小児科

伊藤剛

T細胞性急性リンパ性白血病

2021/08/17

2029/10/31

606

小児・AYA・成人に発症したB前駆細胞性急性リンパ性白
血病に対する多剤併用化学療法の多施設共同第III相
臨床試験

小児科

伊藤剛

B前駆細胞性急性リンパ性白血病

2021/07/13

2032/10/31

607

小児期発症の胆汁うっ滞性肝疾患を対象とした多施設前
向きレジストリ研究

小児科（新生児）

戸川泰子

小児胆汁うっ滞性肝疾患

2021/06/02

2026/02/01

608

急性期脳出血患者の離床開始時期に影響を与える因子
の検討

リハビリテーション技術室

森嶋直人

脳出血で当院に入院しリハビリテー
ションを行った患者

2021/07/07

2021/12/31

609

上腸間膜動脈閉塞症例の治療成績についての検討

一般外科

青葉太郎

上腸間膜動脈閉塞症と診断された
患者

2021/07/07

2022/04/01

610

院内がん登録でみる愛知県のがん診療（施設別集計）

がん登録部会

河井通泰

院内がん登録に登録されている
2008年から2019年に診断された
症例の診療情報

2021/07/07

2026/03/31

611

網羅的遺伝学的解析による遺伝性疾患の病因解析

小児科

村松幹司

遺伝性疾患

2021/07/07

2025/09/30

612

豊橋市民病院における免疫チェックポイント阻害薬専用の
検査セット運用開始前後における検査セット使用率に関す
る研究

薬局

町支優和

ニボルマブまたはペムブロリズマブを投
与された患者さん

2021/07/07

2022/09/30

613

豊橋市民病院における免疫チェックポイント阻害薬院内フ
ローチャート運用開始前後における免疫関連有害事象に
関する院内紹介状による紹介率に関する研究

薬局

町支優和

ニボルマブまたはペムブロリズマブを投
与された患者さん

2021/07/07

2022/09/30
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血液・腫瘍内科

井本直人

トキソプラズマIgG抗体を測定した患
者および検診センターで検査を行っ
た健常者

2021/07/07

2022/12/31

泌尿器科

寺島康浩

前立腺がん

2021/07/07

2022/03/31

看護局

鈴木康代

手術センター看護師

2021/07/07

2022/07/31

614

トキソプラズマIgG抗体の測定状況と陽性率の検討

615

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術周術期における下
部尿路症状および骨盤底筋訓練の実施状況に関する調
査研究

616

手術を受ける患児への保育士と協働した術前プレパレー
ションの効果

617

人工呼吸器患者における早期離床の障壁の変化と退院
時歩行自立との関連を明らかにする多施設後向きコホート
研究

リハビリテーション技術室

内藤善規

2019年度にICUへ入院され48時
間以上人工呼吸器管理された患
者

2021/08/04

2023/03/31

618

敗血症の電子カルテデータとDPCデータを利用した多施設
後ろ向きレジストリ研究

救急科

斗野敦士

敗血症

2021/08/04

2024/03/31

619

自己免疫性溶血性貧血における感染症と、背景となる免
疫不全に関する検討

血液・腫瘍内科

井本直人

自己免疫性溶血性貧血の患者

2021/08/04

2023/03/31

620

Effusive constrictive pericarditisの臨床的意義に関
する観察研究（ELUCIDATE-ECP）

循環器内科

成瀬賢伸

心嚢液貯留に対する心嚢穿刺を行
う際、心臓カテーテル検査が同時に
施行される患者

2021/09/01

2024/12/31

621

高齢者急性骨髄性白血病における遺伝子異常と予後の
関連に関する研究（JALSG GML219-Molecular）
JALSG-GML219試験（jRCTs041190088）付随研
究

血液・腫瘍内科

井本直人

JALSG-GML219試験に登録した
65歳以上74歳以下（同意取得
時）の未治療AML患者よりJALSG
検体保存センターに保存された試料

2021/09/01

2027/10/31

622

シンバイオティクスの腸内環境改善効果が大腸癌の腫瘍微
小環境に及ぼす影響に関する研究

一般外科

青葉太郎

大腸癌に対して原発巣切除を予定
している患者

2021/08/25

2028/03/31

623

前立腺癌組織中遺伝子変異を予測する病理学的スク
リーニング法の開発に関する研究

泌尿器科

山本晃之

2018年5月1日から2021年4月
30日の間に転移性ホルモン感受性
前立腺がんと診断された患者

2021/10/06

2024/12/31

624

当院で経験した急性虫垂炎合併妊娠の臨床的検討

産婦人科

岡田真由美

当院で妊娠中に虫垂炎の手術を受
け、診断が確定した患者

2021/10/06

2022/03/31
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625

愛知県における手指切断患者搬送システム（テレトリアー
ジ）の搬送時および病院収容後の治療成績に関わる後ろ
向き調査

整形外科

三矢聡

愛知県内で手指外傷を受傷し、救
急隊からテレトリアージシステムを用
いて病院収容依頼が行われた方

2021/10/06

2024/12/31

626

小児・AYA世代の限局期成熟B細胞性リンパ腫に対するリ
ツキシマブ併用化学療法の有効性の評価を目的とした多
施設共同臨床試験

小児科

伊藤剛

診断時年齢6か月以上26歳未満
の初発、未治療の限局期成熟B細
胞性リンパ腫

2021/11/22

2029/02/28

627

ビタミンB6依存性てんかんの実態調査

小児科（新生児）

加藤丈典

「ビタミンB6依存性てんかん」と診断
された小児患者

2021/11/10

2025/03/31

628

低ホスファターゼ症患者に対する同種間葉系幹細胞治療
のFeasibility調査

小児科（新生児）

戸川泰子

アスフォターゼ アルファによる治療を
受けている12歳未満の低ホスファ
ターゼ症患者

2021/11/10

2022/12/31

629

当院における膵体尾部切除後の糖尿病の発症率とその
risk factorについての検討

一般外科

鶴田成昭

膵体尾部切除を受けた患者

2021/11/10

2022/04/16

630

厚生労働研究 難治性疾患等政策研究事業「難治性の
肝・胆道疾患に関する調査研究」班・Acute-OnChronic Liver Failure（ACLF）の全国調査（令和3
年～5年度）

救急科

平松和洋

慢性肝不全急性増悪の患者

2021/11/10

2024/03/31

631

急性腎盂腎炎に対する腹部単純CTの診断精度に関する
検討

救急科

平松和洋

当院救急外来センターを受診し、感
染症の診断を受けた患者

2021/11/10

2023/03/31

632

救急患者におけるフィブリノゲン迅速測定器の正確性およ
び実用性に関する研究

救急科

平松和洋

当院救急外来センターで迅速フィブ
リノゲン測定器（FibCare®）によ
るフィブリノゲン測定が行われれた
方。

2021/11/10

2023/12/31

633

重症外傷患者における凝固・線溶系マーカーに関する研
究

救急科

平松和洋

当院救急外来センターに受診した
重症外傷（Injury Severity
Score 16以上）患者

2021/11/10

2024/12/31

634

単純MR angiographyによる肺静脈および左心房の描
出に関する撮像パラメータの至適条件の検討

放射線技術室

小野孝明

健常ボランティア（放射線技術室の
職員）

2021/11/10

2022/03/31

635

人工知能を用いた胆膵・消化管疾患に対する超音波内
視鏡検査の診断能向上に向けた研究

消化器内科

鈴木博貴

胆膵・消化管疾患

2021/11/10

2023/03/31
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636

新型コロナウイルス感染症の炎症マーカー・背景因子と重
症度の検討

呼吸器内科

真下周子

当院に入院された新型コロナウイル
ス症例

2021/11/10

2022/04/30

637

腹腔鏡下胃切除術における術後膵液漏に対するポリグリ
コール酸シートの有用性の臨床研究

一般外科

青葉太郎

腹腔鏡下にリンパ節郭清を伴う胃
切除（胃全摘）を施行する症例

2021/12/01

2022/12/31

21/21

