実施中の臨床研究
課題名

診療科

リソソーム病の病因遺伝子解析

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－

腎臓内科

名古屋腎臓病研究コンソーシアム(NNRC : Nagoya Nephrology Research Consortium)

腎臓内科

大動脈弁狭窄症を併存する慢性維持透析患者の予後に関する多施設共同研究

総合内科・血液浄化センター

新規疾患；TAFRO症候群の疾患概念確立のための多施設共同後方視的研究

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

血液内科

多発性骨髄腫に関する多施設共同後方視的調査研究

血液内科

非小細胞肺癌に対するラムシルマブ+ドセタキセル療法におけるペグフィルグラスチム併用
時の発熱性好中球減少症発現率に関する多施設共同前向き観察研究

呼吸器内科

慢性C型肝炎、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、安全性の検討

消化器内科

C型肝炎インターフェロンフリー治療の実態と不成功例に対する全国規模
の診療指針に関する研究（多施設共同）

消化器内科

ファブリー病診療におけるLyso-Gb3の有用性の検討

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）

循環器内科

東海地区肺高血圧患者の前向き追跡研究

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

循環器内科

RESPIRE研究：SAMとAFのレジストリ研究
（ペースメーカ患者における睡眠時無呼吸モニタリングおよび心房細動の登録）

循環器内科

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

循環器内科

血液透析中の腎性貧血患者に対するエポエチン ベータ ペゴル製剤投与中の維持ヘモ
グロビン値による予後の評価
多施設共同の遠位胆管癌に関する臨床病理学的検討

情報公開

情報公開文書

人工透析外科

外科

日本人工関節登録制度

整形外科

日本骨折治療学会運動器外傷データベース[Database of Orthopaedic Trauma by
Japanese Society for Fracture Repair （DOTJ）] における四肢長管開放骨折症例の登録
事業

整形外科

情報公開文書

静岡県西部地域の大腿骨近位部骨折患者の治療、予後調査・分析・公表する事業

整形外科

Surgical outcomes of decompressive laminoplasty with spinous process osteotomy to
treat lumbar spinal stenosis

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

整形外科

転移型大腿骨頸部骨折症例に対する、セメントレスステムとセメントステムの多施設にお
ける比較臨床評価

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：T-ReX study Tocilizumab treatment with Reducing and stopping
methotreXate in patients with rheumatoid arthritis in stable low disease activity-state

リウマチ科

体内（血液や関節液など）サイトカイン（TNF-α、IL-6）濃度による関節リウマチ患者におけ
る病態把握

リウマチ科

ステント支援脳動脈瘤塞栓術の効果と安全性に関する多施設共同前向き観察研究

脳神経外科

脳動脈瘤塞栓術におけるHydrogel coilの塞栓効果に関する多施設共同無作為化比較試
験 （HYBRID (Hydrogel coil versus Bare platinum coil in Recanalization Imaging Data)
study）

脳神経外科

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（Cilostazol Stroke Prevention Study．Combination）

脳神経外科

頭蓋内動脈硬化症に対する経皮的血管形成術に関する前向き観察研究
Prospective Registry of Percutaneous Transluminal Angioplasty for Intracranial
Atheroslerotic Disease (AICAD)

脳神経外科

過灌流症候群高リスク例に対する頚動脈ステント留置術に関する後ろ向き研究
STrategy of Optimal carotid revascularization for high-risk Patients of Cerebral
Hyperperfusion Syndrome (STOP CHS) Retrospective Study

脳神経外科

脳卒中の医療体制の整備のための研究
J-ASPECT study (Nationwide survey of Acute Stroke care capacity for Proper
dEsignation of Comprehensive stroke cenTer in Japan)

脳神経外科

てんかん、高アルカリフォスファターゼ血症、精神運動発達障害を呈する患者における遺
伝性変異の検索と先天性GPI欠損症の病態解析

小児科

正常新生児、正常小児における超音波検査による心機能および動脈硬化性指標の検討

小児科

生存時間解析を用いた生後の動脈管開存症(PDA)の循環動態

小児科

川崎病の診断、治療に関わる多施設共同研究
[介入を伴わない、多施設共同観察型研究（コホート研究）]

小児科

小児白血病研究会(JACLS)参加施設における小児血液腫瘍性疾患を対象にした前方視
的疫学研究

小児科

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(JPLSG CHM-14)

小児科

20歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究

小児科

小児固形腫瘍観察研究

小児科

小児期におけるB型肝炎ワクチン接種後の抗体保有状況の検討

小児科

冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究(KIDCAR)

小児科

情報公開文書

アトピー性皮膚炎児を対象とする石けん洗浄の有効性

小児科

食物摂取頻度が食物アレルギーの耐性獲得に与える影響（栄養食事指導中のアレルゲン
暴露頻度研究）

小児科

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

低リスク前立腺癌患者を対象とした低用量クロルマジノン酢酸エステルのアクティブサーベ
イランス継続率に対する効果を検討する多施設共同、プラセボ対照、無作為化二重盲検
群間比較試験―PROSAS-Study―

泌尿器科

低用量ＢＣＧ膀胱腔内注入維持療法の再発予防効果ならびに安全性に関するランダム化
比較試験

泌尿器科

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

ウロビジョンによる尿中細胞の染色体遺伝子異常の長期評価

泌尿器科

日本集中治療医学会主催のICU入室患者登録システム事業への参画

救急科

日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 安全対策アンケート

麻酔科

入院の経験の有無による病院食への認識の違いを踏まえた、QOLの向上の検討

看護部

看護師の患者に対する言葉遣いと、患者の求める看護師の言葉遣いの共通点と相違点
について

看護部

小児科混合病棟における看護の現状～プレパレーションを通して～

４階東病棟

自宅で最期を迎えたいと望む終末期癌患者と苦悩する家族の意思決定支援

４階西病棟

血液疾患患者が感染予防行動を退院直後の日常生活に取り組むための患者指導の検討

８階東病棟

退院支援の現状と課題 ～同じ視点で退院支援をして行くために～

８階西病棟

保存期慢性腎臓病（CKD）患者における栄養状態とQOLの関連

血液浄化センター

透析看護師が申し送りで知りたい情報は何かを明らかにする

血液浄化センター

慢性腎臓病保存期の患者のCKD病期の進行を外来看護により緩徐にできるか1事例の看
護過程を検証する

血液浄化センター

ICUスタッフへ急変時シミュレーション学習を行うことでの自己効力感の変化

ICU・CCU

ＩＣＵ・ＣＣＵにおける面会制限に関するアンケート調査

ICU・CCU

男性患者が手術室で感じる羞恥心に関する調査

手術室

抗てんかん薬の使用状況と副作用の調査

薬剤部

情報公開文書

「抗てんかん薬の体内動態に及ぼす個体間差要因に関する研究」

薬剤部

バイコマイシン注とタゾバクタム/ピペラシリン注併用による腎機能障害の検討

薬剤部

中東遠糖尿病研究会ｱﾝｹｰﾄ調査

リハビリテーション室

当院における妊娠・出産直後の身体機能障害の有無と運動習慣との関係

リハビリテーション室

急性期リハビリテーションでの園芸活動導入について

リハビリテーション室

ボイタ療法により寝返り動作改善を認めた一例

リハビリテーション室

血液培養試料を対象とした迅速遺伝子検査の性能評価

臨床検査室

グラム陰性桿菌菌血症に対するVerigeneシステムBC-GNパネルを用いた耐性遺伝子検
出による第3世代セフェム系抗菌薬感受性予測における検討

臨床検査室

臨床工学技士による透析患者への末梢動脈疾患予防への取り組み

臨床工学室

3T-MRI装置を用いたDWIBS撮像法の検討Dual Shimを中心に

診療放射線室

肝MRエラストグラフィー測定の標準化：多施設共同研究

診療放射線室

平成30年3月15日現在

当院における臨床研究は、「臨床研究倫理審査委員会」で研究の科学性・倫理性などの審査を実行し、承認後研究
を行っています。
臨床研究の中には、患者さんに直接ご説明し同意をいただく場合と、研究に関する情報を公開することによって直接
同意をいただかない場合があります。
掲載している研究についてお知りになりたいことや疑問に思うこと、情報の利用を希望されない研究対象者の方は、
以下にお問い合わせください。
臨床研究管理室 TEL:0537-21-5555(代表）

