
豊橋市民病院　進行中の臨床研究一覧
2018年3月31日時点

管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

旧1 ― 体外受精・胚移植 産婦人科（生殖医療）

従来の方法では妊娠に至らな

かった難治性不妊症（卵管不

妊、子宮内膜症不妊、男性不

妊、免疫学的不妊、機能性不

妊）

登録中 1996/05/31 設定なし

旧2 ― 凍結受精卵融解胚移植 産婦人科（生殖医療）
体外受精・胚移植を受けた患

者
登録中 1996/05/31 設定なし

旧4 ― 顕微鏡受精法 産婦人科（生殖医療）

従来の培精法では受精卵を得

るのが困難な重症な欠精子

症、精子無力症及び、過去の

体外受精に於いて受精が困難

であった受精障害例

登録中 1997/03/17 設定なし

旧7 ― 精子凍結保存 産婦人科（生殖医療）

射出精液中に精子が認められ

ない閉塞性無精子症、又は射

精により得られた精子でも極め

て量や数が少なく、一回量の精

液では不十分な場合や射出困

難な患者

登録中 1998/09/01 設定なし

旧13 ― 受精卵凍結保存説明ならびに同意書の改訂 産婦人科（生殖医療） 受精卵凍結適応患者 登録中 2000/04/11 設定なし

旧15 ― 同種骨移植 整形外科

広範な骨欠損を有する症例

（主に、人工骨頭、人工股関

節を過去に行いloosening等

の原因で再置換手術を要する

症例や慢性関節リウマチで人工

股関節置換術を要し、臼蓋側

に広範な骨欠損を有する症

例）

登録中 2000/06/27 設定なし

旧24 ―
血液検体（末梢血・骨髄液）の名古屋大学附

属病院第一内科・難治感染症部への提供
血液・腫瘍内科

当院血液内科で新たに診断さ

れた血液疾患患者
登録中 2001/07/24 設定なし

旧31 ― 化学療法施行造血器腫瘍患者の生殖細胞保存 血液・腫瘍内科
当院にて化学療法を施行する

造血器腫瘍患者
登録中 2001/08/30 設定なし

旧47 ― 多施設に依頼して遺伝子診断を施行してもらう 小児科

当院にて経過観察中の遺伝子

異常が原因と思われ診断が確

定していない患者

登録中 2002/11/26 ―

旧69 ― 低酸素換気療法 小児科

肺血流増加型先天性心疾患

に伴う心不全児及び体重増加

の乏しい低体重児

登録中 2004/02/27 ―
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

旧81 ― 自己免疫疾患に対するリツキサン®注の投与 小児科

ステロイド依存症でステロイドに

よる重篤な副作用のためQOL

の低下している患者

登録中 2004/10/15 ―

旧89 ―

・横紋筋肉腫中間リスク群に対する　ｉＶＡＣ

療法の有効性および安全性に関する多施設共同

研究

・進行性・転移性横紋筋肉腫に対する自家造血

幹細胞救援法を併用した大量化学療法の第Ⅱ相

試験

小児科

・18才以下の未治療中間リス

ク群横紋筋肉腫

・遠隔転移または術後残存病

変を有する高リスク横紋筋肉腫

登録中 2005/01/27 ―

旧90 ―
小児リンパ芽球型リンパ腫　ｓｔａｇｅⅠ／Ⅱに

対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験
小児科 小児悪性腫瘍 登録中 2005/01/27 ―

旧105 ― ALCL99治療研究への参加 小児科

新しく診断されたT,null細胞型

ALCL症例（B細胞型は対象

としない）

登録中 2005/08/01 ―

旧116 ―
進行神経芽腫に対する13－ｃｉｓ　レチノイン酸

の投与
小児科 進行神経芽腫 登録中 2006/05/29 ―

旧122 ―
本邦における小児腎腫瘍に対する病期別統一プロ

トコール治療の有効性と安全性の評価
小児科 小児腎腫瘍 登録中 2006/08/16 ―

旧128 ―
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
産婦人科（生殖医療） FSH・PRL産生下垂体腫瘍 登録中 2006/08/16 設定なし

旧140 ― マルファン症候群の遺伝子解析 小児科 マルファン症候群 登録中 2007/03/06 ―

旧158 ―
マルチセルイメージングインキュベータから得られる情

報を用いた良好胚の選択
産婦人科（生殖医療）

マルチセルイメージングインキュ

ベータを使用した体外受精患

者

登録中 2007/07/02 設定なし

旧180 ―

横紋筋肉腫低リスクA群患者に対する短期間

VAC1.2　療法の有効性および安全性の評価　第

Ⅱ相臨床試験

横紋筋肉腫低リスクB群患者に対する短期間

VAC2.2／VA療法の有効性および安全性の評価

第Ⅱ相臨床試験

小児科 横紋筋肉腫 登録中 2008/02/19 ―
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

旧202 ―
本邦における心血管インターベンションの実態調査

（J-PCI)
循環器内科 心血管インターベンション症例 登録中 2009/01/20 設定なし

旧211 ―
関節リウマチ患者の生命予後からみた至適医療に

関する臨床研究
リウマチ科

生物学的製剤投与中あるいは

投与歴のある関節リウマチ患者
登録中 2009/07/14 設定なし

旧227 ―
小児慢性期慢性骨髄性白血病（CML)に対する

多施設共同観察研究　CML-08
小児科

小児慢性期慢性骨髄性白血

病（CML)
登録中 2009/11/02 ―

旧235 ―
体外受精反復不成功難治症例に対するアロマター

ゼ阻害薬の使用
産婦人科（生殖医療）

体外受精反復不成功難治症

例
登録中 2010/01/25 設定なし

旧241 ―
試験実施医療機関：日本血液学会

疫学調査『血液疾患症例登録』
血液・腫瘍内科

血液疾患と診断されたすべての

患者
登録中 2010/03/26 設定なし

011 観察 てんかん・熱性けいれんの遺伝子研究 小児科 てんかん・熱性けいれん 登録中 2010/09/24 ―

012 観察

急性期離脱後一過性循環不全(Chronic stage

circulatory dysfunction:CSCD)　―臨床像の

実態調査　後方視的検討―

小児科
急性期離脱後一過性循環不

全、晩期循環不全
登録中 2010/09/09 設定なし

021 観察

日本心臓血管外科手術データベース（Lapan

Cardiovascular Surgery Database,

JCVSD）への参加に関して

心臓外科・血管外科 心臓血管外科手術症例 登録中 2011/01/07 設定なし

023 観察
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 外科手術症例 登録中 2011/01/07 設定なし

041 観察
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 仮性嚢胞を除く膵囊胞性疾患 登録中 2011/08/03 2036/03/15

045 疫学

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

する疫学研究（前向き臨床観察研究）

血液・腫瘍内科 AML、MDS、CMML 登録終了 2011/08/31 2019/07/31
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

046 疫学 造血細胞移植医療の全国調査 血液・腫瘍内科 造血幹細胞移植症例 登録中 2011/08/31 設定なし

048-1 観察
名古屋大学腎臓病総合レジストリー（N-KDR：

Nagoya-Kidney Disease Registry）
腎臓内科 腎疾患 登録中 2011/09/15 2018/01/15

048-2 観察

わが国の腎臓病患者における腎生検データベース

構築ならびに腎臓病総合データベース構築に関す

る研究（J-RBR・J-KDR）

IgA腎症の腎病理所見と予後の関連に関する前

向き多施設共同研究（J-IgACS ）

日本急速進行性糸球体腎炎前向きコホート研究

（J-RPGNCS）

多発性嚢胞腎患者全国登録による多施設共同

研究（J-PKD）

糖尿病性腎症例を対象とした予後、合併症、治

療に関する観察研究（J-DNCS）

腎臓内科 腎疾患 登録中 2011/09/15 2018/01/15

050 観察
マルファン症候群等類縁動脈疾患の病因解明のた

めの遺伝子解析
小児科

マルファン症候群等類縁動脈疾

患
登録中 2011/08/31 設定なし

059 疫学
Janis（厚生労働省院内感染対策サーベイランス

事業）の検査部門参加にともなうデータ提出
中央臨床検査室

検出された有意菌の感受性試

験成績
登録中 2011/12/07 設定なし

060 観察

ウイルス感染症の早期診断・モニタリング・病態解析

へのウイルスDNA・サイトカインの検出・定量法の応

用　―脳炎および熱性痙攣患者における検討―

小児科 脳炎および熱性痙攣患者 登録中 2011/12/07 ―

064 観察 交換輸血施行例の実態調査 小児科
高ビリルビン血症、重症貧血ほ

か
登録中 2012/01/19 ―

066 介入
小児及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
小児科 T細胞性急性リンパ性白血病 登録中 2012/01/19 ―

070 疫学 悪性卵巣腫瘍に対する疫学的研究 産婦人科 悪性卵巣腫瘍 登録中 2012/02/29 2022/03/31
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

073 介入

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

消化器内科 消化器疾患 登録中 2012/03/15 2018/12/31

075 疫学

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-CS12

血液・腫瘍内科 未治療ALL 登録終了 2012/04/25 2021/03/31

081 観察 小児固形腫瘍観察研究への参加 小児科 小児がん 登録中 2012/04/25 2021/12/31

082 観察

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病

の微小残存病変検索の実施可能性とその有用性

を探索するパイロット試験

小児科

ダウン症候群に発症した小児急

性骨髄性白血病（骨髄異形

成症候群を含む）

登録中 2012/04/25 ―

083 観察
「周産期母子医療センターネットワーク」データベース

参加
小児科 出生体重1500ｇ以下の児 登録中 2012/04/25 設定なし

091 介入

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-

JALSGAPL212

血液・腫瘍内科
新たに診断された15歳以上65

歳未満の未治療APL症例
登録終了 2012/07/19 2018/10/31

092 介入

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-

JALSGAPL212G

血液・腫瘍内科
新たに診断された65歳以上の

未治療APL
登録終了 2012/07/19 2018/10/31

093 疫学
日本産婦人科学会婦人科腫瘍委員会　婦人科

悪性腫瘍登録事業お飛び登録情報に基づく研究
産婦人科

子宮頸癌、子宮体癌、卵巣悪

性腫瘍、卵巣境界悪性腫瘍
登録中 2012/07/04 2018/12/31

096 介入
小児ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）に対す

るリスク別臨床研究
小児科

LCHのうち多臓器型と多発骨

型
登録中 2012/09/13 ―

097 観察
本邦における新生児低酸素性虚血性脳症の現状

と病態に関する研究事業
小児科

新生児低酸素性虚血性脳症

（HIE）
登録中 2012/08/29 ―

099 観察
HTLV-1母子感染予防に関する研究：HTLV-1

抗体陽性妊婦からの出生児のコホート研究
小児科 HTLV-1感染症 登録中 2012/08/29 ―
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

100 観察

HTLV-1検査で判定保留例となった妊婦における

Western Blot法再検討ならびにPCR法による感

染の有無とウィルス量の定量に関する研究

小児科 HTLV-1感染症 登録中 2012/08/29 ―

106 疫学
日本産科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く研究
産婦人科 出産症例 登録中 2012/10/03 2018/12/31

110 疫学 日本人工関節登録制度への参加 整形外科 人工関節の適応疾患 登録中 2012/11/07 設定なし

115 介入
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

小児B前駆細胞性急性リンパ

性白血病
登録終了 2013/01/17 2022/11/03

119 観察 先天性血液凝固異常症の遺伝子診断の研究 小児科 先天性血液凝固異常症 登録中 2013/01/09 ―

129 観察
腎移植ドナーおよびレシピエントの術前・術後の耐

糖能評価
移植外科 腎疾患 登録中 2013/04/24 2018/03/31

133 観察 二次性副甲状腺摘出術の症例登録について 移植外科 二次性副甲状腺機能亢進症 登録中 2013/07/03 設定なし

136 観察
小児におけるカルニチン欠乏の発生頻度とその原因

病態の解析
小児科 カルニチン欠乏疑い 登録中 2013/07/03 ―

139 疫学 ネフローゼ症候群の後ろ向きコホート研究 腎臓内科 ネフローゼ症候群 登録中 2013/09/04 2018/09/03

141 介入

成人フィラデルフィア染色体陰性precursorB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）

血液・腫瘍内科
初発フィラデルフィア染色体陰性

急性リンパ性白血病
登録終了 2013/09/19 2018/10/31

142 介入

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）

血液・腫瘍内科

成人フィラデルフィア染色体陰性

precursorB細胞性急性リンパ

性白血病

登録終了 2013/09/19 2021/04/11
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

149 疫学
早期声門部癌の1回2.25Gｙによる放射線治療

の実態調査に関する研究
放射線科 早期声門部癌 登録終了 2013/12/04 2020/12/31

150 介入

成人Precursor T 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

（JAL T-ALL213-0）

血液・腫瘍内科 急性リンパ性白血病 登録終了 2014/01/23 2021/01/22

151 観察 リソソーム病の病因遺伝子解析 小児科 リソソーム病が疑われる患者 登録中 2014/01/08 設定なし

154 介入

小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血

病に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法

の第Ⅱ相臨床試験

小児科
小児フィラデルフィア染色体陽性

急性リンパ性白血病
登録終了 2014/03/13 2021/09/30

158 介入
アブラキサンによる末梢性感覚ニューロパチーに対す

るFrozen Gloveの効果の検討
一般外科 進行再発乳癌 登録中 2014/03/13 2021/09/30

159 介入

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

一般外科 進行再発乳癌 登録中 2014/03/13 2021/09/30

162 観察 急性脳症・痙攣重積症例の後方視的解析 小児科 急性脳症・痙攣重積 登録中 2014/04/23 2018/04/22

163 疫学

Pseudomonas aeruginosa（緑膿菌）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

中央臨床検査室 院内で検出された緑膿菌菌株 登録中 2014/04/23 2018/06/30

171 疫学 小児の母親の訴えと児の状態に関わる研究 小児科
救急外来を受診した基礎疾患

のない16歳未満の小児患者
登録中 2014/06/04 ―

172 観察
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-
腎臓内科

ESA未投与の保存期慢性腎

臓病の腎性貧血患者
登録中 2014/06/04 2018/03/31

176 疫学
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 症候性多発性骨髄腫 登録中 2014/07/02 設定なし
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183 介入

重症及び最重症再生不良性貧血患者に対するウ

サギ抗胸腺細胞グロブリン（サイモグロブリン®）前

方視的ランダム化用量比較多施設共同研究

小児科 再生不良性貧血 登録中 2014/09/03 ―

184 介入

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導

入療法におけるシタラビン投与法についてランダム化

比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病

変の意義を検討する多施設共同シームレス第Ⅱ～

Ⅲ相臨床試験

小児科 白血病 登録中 2014/09/03 2023/02/28

185 介入

高リスク成人骨髄異形成症候群を対象としたアザ

シチジ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 MDS212（MDS212）-

血液・腫瘍内科 骨髄異形成症候群 登録中 2014/09/03 2020/06/30

186 介入

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)

血液・腫瘍内科 白血病 登録中 2014/09/03 2024/02/02

195 介入
婦人科悪性腫瘍（子宮頸癌、子宮体癌）におけ

るセンチネルリンパ節同定法に対する臨床研究
女性内視鏡外科 子宮頸癌、子宮体癌 登録中 2015/01/22 2020/01/21

196 介入
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 卵巣癌 登録中 2015/01/22 2020/01/21

197 介入
子宮頸癌Ⅰ、Ⅱ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 子宮頸癌、子宮体癌 登録中 2015/01/22 2020/01/21

198 介入
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 子宮体癌 登録中 2015/01/22 2020/01/21

199 介入
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 子宮頸癌 登録中 2015/01/22 2020/01/21

200 疫学
Ⅰ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 Ⅰ型糖尿病患者 登録中 2015/01/22 2021/03/31

202 介入
隋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

隋芽腫、松果体腫、テント上

PNET
登録中 2015/01/22 ―
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203 観察 固形腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析 小児科 固形腫瘍疾患 登録中 2015/01/22 ―

204 介入
小児急性前骨髄球性白血病に関する多施設共

同第Ⅱ相臨床試験　AML-P13
小児科 急性前骨髄球性白血病 登録中 2015/01/22 2020/11/30

208 疫学
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 放射線治療症例 登録中 2015/02/26 2020/03/31

209 疫学
本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術

期、手術因子の解析：多施設共同研究
呼吸器外科 肺切除術後脳梗塞 登録終了 2015/02/26 2019/03/31

211 観察
早産児晩期循環不全（早産児急性期離脱後循

環不全）の実態調査
小児科 早産児晩期循環不全 登録中 2015/02/26 ―

213 介入
腹膜透析患者における、新たな腹膜灌流用紫外

線照射器の腹膜炎発生予防効果に関する研究
腎臓内科 腹膜透析を施行中の患者 登録中 2015/04/23 2019/12/31

214 観察

進行期神経芽腫における多次元フローサイトメト

リー法及びリアルタイムＰＣＲ法による微小残存病

変（ＭＲＤ）モニタリングの確立と骨髄転移に関

与する分子の探索研究

小児科 進行期神経芽腫 登録中 2015/04/23 2020/03/31

215 疫学

日本小児白血病リンパ腫研究グループにおける小

児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的疫学研

究

小児科 小児血液腫瘍性疾患 登録中 2015/04/23 設定なし

216 介入

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）

血液・腫瘍内科
再発および難治の成人急性リン

パ芽球性白血病
登録中 2015/04/23 2018/10/31

223 介入

既治療の進行・再発非小細胞肺癌に対するドセキ

タキセルとnab-パクリタキセルのランダム化比較第Ⅲ

相試験

呼吸器内科 進行・再発非小細胞肺癌 登録中 2015/07/16 2020/01/15

226 観察 日本骨髄バンクにおける検体保存事業 血液・腫瘍内科

非血縁者間骨髄もしくは末梢

血幹細胞ドナー、非血縁者間

骨髄もしくは末梢血幹細胞移

植患者

登録中 2015/10/01 設定なし
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227 観察
染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群の包括的

遺伝子診断システムの構築
小児科

染色体または遺伝子に変化を

伴う疾患群
登録中 2015/09/02 2020/03/31

229 観察
成人急性リンパ芽球性白血病におけるトランスクリ

プトーム解析（JALSG　ALL2020-EWS）
血液・腫瘍内科 成人急性リンパ芽球性白血病 登録終了 2015/09/02 2020/09/01

230 観察
ダウン症候群の児への初期対応に関するアンケート

調査
小児科 ダウン症 登録中 2014/05/01 ―

231 介入

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 小児ホジキンリンパ腫 登録中 2015/11/12 2020/09/30

232 介入

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　JPLSG-ALB-NHL-14

小児科 リンパ芽球性リンパ腫 登録中 2015/11/12 2019/08/31

235 観察

症例登録システムシステムを用いた腹腔鏡下肝切

除術の安全性に関する検討～前向き多施設共同

研究～

一般外科 腹腔鏡下肝切除を受ける患者 登録中 2015/12/02 2019/01/31

237 観察

極低出生体重児における出生早期のカルニチン動

態及びベレスタットナトリウム投与前後のカルニチン

動態の検討

小児科 極低出生体重児 登録中 2015/12/02 ―

240 介入
難治性消化管GVHDに対する経口ベクロメタゾン

の有効性の検討
血液・腫瘍内科 難治性消化管GVHD 登録中 2016/01/06 2023/03/31

242 観察
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 腹膜透析患者 登録中 2016/01/06 2025/11/16

243 疫学
先天性中枢性肺胞低換気症候群(CCHS)に関

する臨床像調査
小児科

先天性中枢性肺胞低換気症

候群
登録中 2016/01/06 ―

244 介入
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 子宮頸癌 登録中 2016/01/21 2020/03/31
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245 介入

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 子宮悪性腫瘍 登録中 2016/01/21 2020/03/31

248 観察 日本人患者における慢性腎臓病の実態調査 腎臓内科 腎臓疾患 登録中 2016/02/03 2019/07/31

253

人遺

伝子

解析

研究

頭頸部腫瘍に対する免疫組織額適および遺伝子

診断に関する臨床病理学的研究
歯科口腔外科 頭頸部腫瘍 登録中 2016/05/12 2019/05/11

254 観察
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 前立腺がん 登録中 2016/04/20 2018/12/31

260

観

察・

疫学

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
血液・腫瘍内科 骨髄腫関連疾患 登録中 2016/06/01 2018/12/31

261 介入

骨髄破壊的前処置による移植後シクロフォスファミ

ドを用いた血縁者間HLA半合致移植の多施設共

同第Ⅱ相試験 -JSCT Haplo16 MAC-

血液・腫瘍内科
同種造血幹細胞移植の適応と

なる血液悪性疾患患者
登録終了 2016/07/14 2020/03/31

262 介入

強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを

用いた血縁者間HLA半合致移植の多施設共同

第II相試験 -JSCT Haplo16 RIC-

血液・腫瘍内科
同種造血幹細胞移植の適応と

なる血液悪性疾患患者
登録終了 2016/07/14 2020/03/31

263

観

察・

疫学

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

血液・腫瘍内科 急性前骨髄球性白血病 登録終了 2016/06/01 2020/03/31

264

観

察・

疫学

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

非血縁者間骨髄・末梢血幹細

胞移植の患者およびドナー
登録中 2016/06/01 設定なし

266 介入

子宮頸癌患者を対象としたda Vinciサージカルシ

ステム(DVSS)による

ロボット支援広汎子宮全摘術

女性内視鏡外科 子宮頸癌 登録中 2016/07/14 2020/03/30

267 介入

婦人科悪性腫瘍手術におけるセンチネルリンパ節

同定、生検の有用性と安全性を

検討する臨床研究

女性内視鏡外科 子宮頸癌、子宮体癌 登録中 2016/07/14 2021/03/31

11/18



管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

268

観

察・

疫学

脳卒中患者のサルコペニアに関する研究 神経内科 急性期脳卒中 登録中 2016/07/06 2019/03/31

270 介入

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
胃ならびにその隣接臓器の良・

悪性腫瘍
登録中 2016/07/14 2018/06/30

271 介入
難治性中外耳炎に対するブロー液の有効性につい

て
耳鼻いんこう科

外耳道真珠腫、外耳道真菌

症、MRSAや緑膿菌による慢

性中耳炎

登録中 2016/07/14 2020/03/31

272 介入
ロボット支援腹腔鏡下直腸手術の周術期管理に

おけるERASの適応
一般外科 直腸癌 登録中 2016/07/14 設定なし

274

観

察・

疫学

出産体重500g以下の児の生存限界と、生存児

の長期予後
小児科 早産児 登録中 2016/07/27 ―

277 介入
シベレスタットナトリウム投与前後のカルニチン動態に

関する検討
小児科 極低出生体重児 登録中 2016/09/15 2018/07/31

278 介入
極低出生体重児における出生早期のカルニチン動

態
小児科 極低出生体重児 登録中 2016/09/15 2018/07/31

281 介入

小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマ

ブ追加LMB化学療法の安全性と有効性の評価を

目的とした多施設共同臨床試験

小児科
初発、未治療の小児高リスク成

熟B 細胞性腫瘍
登録中 2016/11/10 2023/09/30

282 介入
アダリムマブ（ADA）とメトトレキサート（MTX）

併用時のMTX減量による臨床的効果の比較
リウマチ科 関節リウマチ 登録中 2016/11/10 2018/06/30

284 介入
母体血中cell-free DNAを用いた無侵襲的出生

前遺伝学的検査の臨床研究
産婦人科 妊婦 登録中 2016/11/10 2018/03/31

285 観察 急性脳症・痙攣重積症例の後方視的解析 小児科 急性脳炎・痙攣重積 登録中 2016/09/28 ―
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286 観察
愛知県における小児死因究明制度の導入に関す

る後方視的調査
小児科 小児死亡例 登録中 2016/09/28 2018/03/31

287 観察
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
リウマチ科 関節リウマチ 登録中 2016/10/26 2021/03/31

288 介入

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

リウマチ科 関節リウマチ 登録終了 2016/11/10 2018/07/31

293 観察
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 口唇口蓋裂 登録中 2017/01/04 2023/01/31

294 観察
切除不能進行・再発大腸癌におけるBRAF遺伝

子変異に関する多施設共同観察研究
一般外科 大腸癌 登録中 2017/01/04 2023/03/31

296 観察

JALSG AML209GS試験付随研究

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（JALSG AML209 genome-wide

study: AML209GWS）ver4.0

血液・腫瘍内科 急性骨髄性白血病 登録終了 2017/01/04 2022/03/07

298 観察 放射線治療を施行した骨転移患者の予後 放射線科 骨転移 登録終了 2017/02/01 2018/07/31

299 観察
豊橋市民病院における過去10年間の18歳未満

の死亡例の検討
小児科 疾患、事故を含めた死亡 登録中 2017/02/01 2018/12/31

300 観察 小児救急重篤疾患登録調査 小児科
死亡症例、人工換気療法実

施症例、化膿性髄膜炎症例
登録中 2017/02/01 2021/12/31

302 観察 小児固形腫瘍観察研究 小児科 小児固形腫瘍 登録中 2017/02/22 2024/12/31

303 介入
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 小児上衣腫 登録中 2017/02/22 2026/12/31
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

306 観察

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

腎臓内科

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

登録中 2017/02/22 2022/04/30

307 観察
免疫性神経疾患における自己抗体の系統的測定

と機能解析
小児科

小児（18歳未満）の免疫性

神経疾患ならびにその関連疾

患

登録中 2017/02/22 2021/12/31

308 観察
免疫学的診断システムを用いた肺がんEGFR遺伝

子変異の解析
呼吸器内科 非小細胞肺がん 登録中 2017/04/19 2020/03/31

309 観察
固形がん患者に対する化学療法後のHBV再活性

化リスク：多施設共同後方視的観察研究
薬局 固形がん 登録中 2017/04/19 2019/03/31

310 観察
新生児および小児消化器疾患の病態形成に関わ

る免疫細胞の網羅的解析
小児科 新生児・小児　消化器疾患 登録中 2017/04/19 2021/11/28

311 観察
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

重症複合免疫不全症

（SCID）およびポンぺ病
登録中 2017/04/19 2021/03/31

312 観察
重症RSウイルス感染症の実態調査－基礎疾患、

医療ケアとの関係について－
小児科 RSウイルス感染症 登録中 2017/04/19 ―

313 観察
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 遺伝性疾患 登録中 2017/04/19 2020/09/30

314 観察
未治療多発性骨髄腫における遺伝子解析による

治療感受性・予後予測因子の探索的研究
血液・腫瘍内科 未治療の多発性骨髄腫 登録中 2017/05/24 2021/03/31

316 介入

強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを

用いた血縁者間HLA半合致移植後における併用

免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設共同

第Ⅱ相試験

血液・腫瘍内科
同種造血幹細胞移植の適応と

なる血液悪性疾患
登録中 2017/07/20 2021/03/31

317 介入

骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミド

を用いた血縁者間HLA半合致移植後における併

用免疫抑制剤の減量および早期中止の多施設共

同第Ⅱ相試験

血液・腫瘍内科
同種造血幹細胞移植の適応と

なる血液悪性疾患
登録中 2017/07/20 2021/03/31
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

318 観察
ダウン症候群に対するPopulation-based の登

録システム、検体バンクの構築に関する研究
小児科

愛知県で新規に出生したダウン

症候群
登録中 2017/05/24 2020/12/07

319 観察
ダウン症候群に対する白血病関連遺伝子の変異

解析研究
小児科

GATA1 遺伝子変異が確認さ

れたダウン症候群
登録中 2017/05/24 2020/12/07

320 観察

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 急性肺血栓塞栓症 登録中 2017/07/05 2022/03/31

321 観察
子宮頸癌放射線治療後の有害事象とその経時的

変化の解析
放射線科 子宮頸癌 登録中 2017/07/05 2019/12/31

322 観察

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

リウマチ科 関節リウマチ 登録終了 2017/07/05 2019/03/31

323 観察
ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察

（コホート）研究
一般外科 切除不能大腸癌 登録終了 2017/07/05 2019/06/30

325 観察
東海地区肺高血圧症前向き観察研究 -

NAGOYA PH Registry-
循環器内科 肺高血圧症 登録中 2017/08/02 2021/03/31

326 観察
早産児の出生時体温測定法の検討　　検討１．

直腸温と皮膚温の比較検討
小児科

在胎27週以上36 週未満の

早産児
登録中 2017/08/02 2019/09/30

327 観察
早産児の出生時体温測定法の検討　検討 ２．

持続体温管理による早産児の短期予後比較
小児科

在胎27週以上36 週未満の

早産児
登録中 2017/08/02 2019/09/30

329 介入
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

初発フィラデルフィア染色体陽性

急性リンパ性白血病
登録中 2017/09/21 2023/12/31

330 介入
小児脳腫瘍治療後の神経心理学的合併症に関

する横断的調査研究
脳神経外科 小児脳腫瘍経験者 登録中 2017/09/21 2018/12/31
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管理番号 種別 試験名 診療科 研究の対象 登録状況 開始日 終了予定日

331 観察

多施設による遡及的調査：

子宮頸部小細胞癌の治療法とその予後に関する

実態調査

放射線科 子宮頸部小細胞癌 登録中 2017/09/06 2021/12/31

332 介入

Borderline resectable膵癌に対するFully

Covered Metallic StentとTube Stentの臨床

成績に関する多施設共同無作為化比較試験

消化器内科 膵癌 登録中 2017/09/21 2021/02/28

333 介入
自己免疫性膵炎の診断におけるEUS-FNBの有

用性に関する多施設共同研究
消化器内科 自己免疫性膵炎 登録中 2017/09/21 2020/10/31

334 観察

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
中等症～重症の新生児低酸

素性虚血性脳症
登録中 2017/09/06 2026/03/31

335 観察
当院における高齢者Ph陽性ALL患者の後方視的

検討
血液・腫瘍内科

フィラデルフィア染色体陽性急性

リンパ性白血病
登録中 2017/09/06 2018/12/31

336 観察
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

2011年1月以降に受診した全

がん患者
登録中 2017/09/06 2019/06/30

337 観察
仰臥位と体位変換時の気管内チューブカフ圧比較

試験
臨床工学室

西病棟3階棟の気管内チューブ

管理患者
登録中 2017/11/01 2018/05/31

338 観察 核医学検査における追加撮像の実態調査 放射線技術室
核医学検査を行ったことのある

放射線技師
登録中 2017/10/11 2019/03/31

339 介入

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II相試験

呼吸器内科
特発性肺線維症（IPF）を合

併する進行非小細胞肺癌
登録中 2017/10/11 2022/05/31

341 観察

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
16歳以上のすべての未治療の

AML、MDS、CMML症例
登録中 2017/10/11 2026/03/31

342 介入
単一施設における肥満手術に対する腹腔鏡下胃

切除術の安全性と実行可能性の評価
一般外科

BMI 35 kg/m2 以上の高度

肥満患者及びBMI 30 kg/

m2以上で糖尿病か、または糖

尿病以外の1つ以上の合併疾

患を有する肥満患者

登録中 2017/11/16 2020/12/31
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345 観察
初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観

察研究
小児科 神経芽腫 登録中 2017/11/01 2022/01/31

346 観察
稀少小児遺伝性血液疾患における原因遺伝子の

探索研究
小児科 小児遺伝性血液疾患 登録中 2017/11/01 2021/03/31

348 観察
新生児胆汁うっ滞疾患に対する網羅的遺伝子解

析
小児科 胆汁うっ滞 登録中 2017/12/06 2021/03/31

349 観察

レセプトおよびDPCデータを用いた心疾患における

医療の質に関する研究

(JROAD-DPC)

循環器内科 2015年度のDPCデータ 登録中 2017/12/06 2018/03/31

350 観察

小児救急重篤疾患登録調査　（Japan

Registry System for Children with critical

disease）

小児科 小児救急重篤疾患 登録中 2017/12/27 2021/12/31

351 観察 疫学調査「口腔がん登録」 歯科口腔外科 口腔がん 登録中 2017/12/27 2022/12/31

352 観察
豊橋市民病院における小児在宅療法の現状と課

題
小児科

在宅療法を施行している児とそ

のご家族
登録中 2018/02/07 2020/03/31

353 観察
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
脳神経外科 脳神経外科入院患者 登録中 2018/02/07 2023/09/30

354 観察
胆嚢癌の診断と治療方針・予後に関する前向き観

察研究
消化器内科

治療開始前に画像診断で胆

嚢癌・胆嚢管癌と診断された

20歳以上の患者

登録中 2018/02/07 2021/09/30

355 観察
放射線治療を施行した骨転移患者の予後～片桐

らによる新旧の予後スコアの比較～
放射線科 骨転移患者 登録中 2018/02/07 2019/12/31

356 観察 新生児医療センター退院児アンケート調査 小児科
新生児医療センターに入院し、

生存退院した児のご両親
登録中 2018/02/07 2019/03/31
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357 観察 脳卒中の医療体制の整備のための研究 脳神経外科 脳卒中 登録中 2018/02/07 2020/03/31

358 観察 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 産婦人科

遺伝性乳がん卵巣がん症候群

が疑われ、遺伝カウンセリングを

受けたのちにBRCA遺伝子検

査を受検した者

登録中 2018/02/07 2019/10/31

359 観察
子宮頸癌、子宮体癌術後の下肢リンパ浮腫発症

リスク因子の検討
産婦人科 子宮頸癌、子宮体癌 登録中 2018/03/07 2018/05/31

360 観察
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
リウマチ科 関節リウマチ 登録中 2018/03/07 2018/09/30

361 観察 インタクトPTHの各アッセイ間比較 移植外科
移植外科外来に通院中の患

者
登録中 2018/03/07 2019/03/31

362 観察
去勢抵抗性前立腺癌に対するカバジタキセルの有

効性と安全性の検討
泌尿器科 去勢抵抗性前立腺癌 登録中 2018/03/07 2018/07/21

363 観察
リウマチ性多発筋痛症患者治療におけるステロイド

中止の予測因子の検討
リウマチ科 リウマチ性多発筋痛 登録中 2018/03/07 2019/03/31

367 観察
リキッドバイオプシーを用いた肺がん分子標的薬耐

性機序の解析
呼吸器内科 非小細胞肺がんの患者 登録中 2018/03/07 2021/03/31

368 観察

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
IFN-free経口抗HCV剤治療

を受けたC型肝疾患患者
登録中 2018/03/07 2022/03/31

369 観察 豊橋市民病院泌尿器科　NCD症例登録 泌尿器科

2018/04/01以降泌尿器科

で手術、処置を施行された患

者

登録中 2018/03/07 設定なし
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