
【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】 更新日：2018年10月01日

管理番号 試験名 診療科 院内代表者 研究の対象 開始日 終了予定日

旧001 体外受精･胚移植
産婦人科

（生殖医療）
安藤寿夫

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)

1996/05/31 ―

旧002 凍結受精卵融解胚移植
産婦人科

（生殖医療）
安藤寿夫 体外受精･胚移植を受けた患者 1996/05/31 ―

旧004 顕微鏡受精法
産婦人科

（生殖医療）
安藤寿夫

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

1997/03/17 ―

旧007 精子凍結保存
産婦人科

（生殖医療）
安藤寿夫

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

1998/09/01 ―

旧013 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）
安藤寿夫 受精卵凍結適応患者 2000/04/11 ―

旧015 同種骨移植 整形外科 山内健一

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)

2000/06/27 ―

旧024
血液検体(末梢血･骨髄液)の名古屋大学付属病院第

一内科･難治感染症部への提供
血液・腫瘍内科 杉浦勇

当院血液内科で新たに診断された

血液疾患患者
2001/07/24 ―

旧031 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 杉浦勇
当院にて化学療法を施行する造

血器腫瘍患者
2001/08/30 ―

旧081 自己免疫疾患に対するﾘﾂｷｻﾝ®注の投与 小児科 伊藤剛

ｽﾃﾛｲﾄﾞ依存症でｽﾃﾛｲﾄﾞによる重

篤な副作用のためQOLの低下して

いる患者

2004/10/15 ―

旧089-1
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
小児科 伊藤剛

18才以下の未治療中間ﾘｽｸ群横

紋筋肉腫
2005/01/27 ―

旧089-2
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 伊藤剛

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
2005/01/27 ―
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旧090-1
小児ﾘﾝﾊﾟ芽球型ﾘﾝﾊﾟ腫 stageⅠ/Ⅱに対する多施設

共同後期第Ⅱ相臨床試験
小児科 伊藤剛 小児悪性腫瘍 2005/01/27 ―

旧105 ALCL99治療研究への参加 小児科 伊藤剛

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)

2005/08/01 ―

旧122
本邦における小児腎腫瘍に対する病期別統一ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ

治療の有効性と安全性の評価
小児科 伊藤剛 小児腎腫瘍 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）
安藤寿夫 FSH･PRL産生下垂体腫瘍 2006/08/16 ―

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

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 伊藤剛 横紋筋肉腫 2008/02/19 ―

旧202 本邦における心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝの実態調査 循環器内科 成瀬賢伸 心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ症例 2009/01/20 ―

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 平野裕司

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
2009/07/14 ―

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 伊藤剛

小児慢性期慢性骨髄性白血病

(CML)
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ｾﾞ阻害

薬の使用

産婦人科

（生殖医療）
安藤寿夫 体外受精反復不成功難治症例 2010/01/25 ―

旧241 日本血液学会疫学調査『血液疾患症例登録』 血液・腫瘍内科 杉浦勇
血液疾患と診断されたすべての患

者
2010/03/26 ―

011 てんかん･熱性けいれんの遺伝子研究 小児科 小山典久 てんかん･熱性けいれん 2010/09/24 2020/03/31
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012

急性期離脱後一過性循環不全(Chronic stage 

circulatory dysfunction:CSCD) ｰ臨床像の実態

調査 後方視的検討ｰ

小児科 小山典久
急性期離脱後一過性循環不全､

晩期循環不全
2010/09/09 ―

021

日本心臓血管外科手術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(Lapan 

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 (日本臨床ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

機構､NCD)における症例 登録事業
一般外科 加藤岳人 外科手術症例 2011/01/07 ―

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

046 造血細胞移植医療の全国調査 血液・腫瘍内科 倉橋信悟 造血幹細胞移植症例 2011/08/31 ―

050
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 小山典久 ﾏﾙﾌｧﾝ症候群等類縁動脈疾患 2011/08/31 ―

059
Janis(厚生労働省院内感染対策ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ事業)の検

査部門参加にともなうﾃﾞｰﾀ提出
中央臨床検査室 山口育男

検出された有意菌の感受性試験

成績
2011/12/07 ―

070 悪性卵巣腫瘍に対する疫学的研究 産婦人科 河井通泰 悪性卵巣腫瘍 2012/02/29 ―

073

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 松原浩 消化器疾患 2012/03/15 2018/12/31

075
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
血液・腫瘍内科 岩崎年宏 未治療ALL 2012/04/25 2021/03/31

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

083 ｢周産期母子医療ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ｣ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ参加 小児科 小山典久 出生体重1500g以下の児 2012/04/25 ―
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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APL症例
2012/07/19 2018/10/31

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APL
2012/07/19 2018/10/31

093
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 河井通泰

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 ―

106
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 河井通泰 出産症例 2012/10/03 ―

110 日本人工関節登録制度への参加 整形外科 山内健一 人工関節の適応疾患 2012/11/07 ―

115
小児B前駆細胞性急性ﾘﾝﾊﾟ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ﾊﾟ性白

血病
2013/01/17 2022/11/03

133 二次性副甲状腺摘出術の症例登録について 移植外科 長坂隆治 二次性副甲状腺機能亢進症 2013/07/03 ―

139 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群の後ろ向きｺﾎｰﾄ研究 腎臓内科 山川大志 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 2013/09/04 2023/01/16

141

成人ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陰性precursorB細胞性急性

ﾘﾝﾊﾟ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

血液・腫瘍内科 杉浦勇
初発ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陰性急性

ﾘﾝﾊﾟ性白血病
2013/09/19 2018/10/31

142

初発ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陽性成人急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病

を対象としたﾀﾞｻﾁﾆﾌﾞ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

血液・腫瘍内科 杉浦勇

成人ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陰性

precursorB細胞性急性ﾘﾝﾊﾟ性

白血病

2013/09/19 2021/04/11

149
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 石原俊一 早期声門部癌 2013/12/04 2020/12/31

150
成人Precursor T 細胞性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病に対す

る多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験
血液・腫瘍内科 倉橋信悟 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病 2014/01/23 2021/01/22
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151 ﾘｿｿｰﾑ病の病因遺伝子解析 小児科 小山典久 ﾘｿｿｰﾑ病が疑われる患者 2014/01/08 ―

154

小児ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陽性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病に対

するﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試

験

小児科 伊藤剛
小児ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陽性急性

ﾘﾝﾊﾟ性白血病
2014/03/13 2021/09/30

158
ｱﾌﾞﾗｷｻﾝによる末梢性感覚ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰに対するFrozen 

Gloveの効果の検討
一般外科 吉原基 進行再発乳癌 2014/03/13 2021/09/30

159
HER2陽性進行再発乳癌の二次治療以降におけるｴﾘ

ﾌﾞﾘﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ併用療法の有効性､安全性の検討
一般外科 吉原基 進行再発乳癌 2014/03/13 2021/09/30

172
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究-ﾀﾞﾙﾍﾞ

ﾎﾟｴﾁﾝ ｱﾙﾌｧ製剤低反応に関する検討-
腎臓内科 山川大志

ESA未投与の保存期慢性腎臓病

の腎性貧血患者
2014/06/04 ―

183

重症及び最重症再生不良性貧血患者に対するｳｻｷﾞ

抗胸腺細胞ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(ｻｲﾓｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ®)前方視的ﾗﾝﾀﾞﾑ

化用量比較多施設共同研究

小児科 伊藤剛 再生不良性貧血 2014/09/03 ―

184

小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療

法におけるｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与法についてﾗﾝﾀﾞﾑ化比較検討､

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 伊藤剛 白血病 2014/09/03 2023/02/28

185

高ﾘｽｸ成人骨髄異形成症候群を対象としたｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ

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

血液・腫瘍内科 倉橋信悟 骨髄異形成症候群 2014/09/03 2020/06/30

186
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
血液・腫瘍内科 杉浦勇 白血病 2014/09/03 2024/02/02

191
National Clinical Databaseを利用した日本脳神経

外科学会手術症例登録事業
脳神経外科 雄山博文 脳神経外科手術 2014/12/03 ―

195
婦人科悪性腫瘍(子宮頸癌､子宮体癌)におけるｾﾝﾁﾈﾙ

ﾘﾝﾊﾟ節同定法に対する臨床研究
女性内視鏡外科 梅村康太 子宮頸癌､子宮体癌 2015/01/22 2020/01/21

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 2020/01/21
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197
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 梅村康太 子宮頸癌､子宮体癌 2015/01/22 2020/01/21

198
子宮体癌ⅠB､Ⅱ期に対するﾛﾎﾞ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 2020/01/21

199
子宮頸癌Ⅰ､ⅡA期に対するﾛﾎﾞ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 2020/01/21

200
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 山守育雄 Ⅰ型糖尿病患者 2015/01/22 2021/03/31

202
隋芽腫に対する新ﾘｽｸ分類を用いた集学的治療のﾊﾟｲ

ﾛｯﾄ試験
小児科 伊藤剛 隋芽腫､松果体腫､ﾃﾝﾄ上PNET 2015/01/22 ―

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

204
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
小児科 伊藤剛 急性前骨髄球性白血病 2015/01/22 2020/11/30

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 石原俊一 放射線治療症例 2015/02/26 2020/03/31

209
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 成田久仁夫 肺切除術後脳梗塞 2015/02/26 2019/03/31

211
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 小山典久 早産児晩期循環不全 2015/02/26 ―

213
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 山川大志 腹膜透析を施行中の患者 2015/04/23 2019/12/31
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管理番号 試験名 診療科 院内代表者 研究の対象 開始日 終了予定日

214

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)ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの確

立と骨髄転移に関与する分子の探索研究

小児科 伊藤剛 進行期神経芽腫 2015/04/23 2020/03/31

215
日本小児白血病ﾘﾝﾊﾟ腫研究ｸﾞﾙｰﾌﾟにおける小児血

液腫瘍性疾患を対象とした前方視的疫学研究
小児科 伊藤剛 小児血液腫瘍性疾患 2015/04/23 ―

216

再発および難治の成人急性ﾘﾝﾊﾟ芽球性白血病に対す

るｸﾛﾌｧﾗﾋﾞﾝ､ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ､ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ併用化学療法

(CLEC療法)の第I/Ⅱ相試験

血液・腫瘍内科 倉橋信悟
再発および難治の成人急性ﾘﾝﾊﾟ

芽球性白血病
2015/04/23 2018/10/31

223
既治療の進行･再発非小細胞肺癌に対するﾄﾞｾｷﾀｷｾﾙ

とnab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙのﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験
呼吸器内科 竹山佳宏 進行･再発非小細胞肺癌 2015/07/16 2020/01/15

226 日本骨髄ﾊﾞﾝｸにおける検体保存事業 血液・腫瘍内科 杉浦勇

非血縁者間骨髄もしくは末梢血

幹細胞ﾄﾞﾅｰ､非血縁者間骨髄も

しくは末梢血幹細胞移植患者

2015/10/01 ―

227
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 小山典久

染色体または遺伝子に変化を伴う

疾患群
2015/09/02 2020/03/31

229
成人急性ﾘﾝﾊﾟ芽球性白血病におけるﾄﾗﾝｽｸﾘﾌﾟﾄｰﾑ解

析
血液・腫瘍内科 杉浦勇 成人急性ﾘﾝﾊﾟ芽球性白血病 2015/09/02 2020/09/01

231

小児ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫に対する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 小児ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫 2015/11/12 2020/09/30

232

標準的化学療法を行なった進行期小児ﾘﾝﾊﾟ芽球性ﾘﾝ

ﾊﾟ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 ﾘﾝﾊﾟ芽球性ﾘﾝﾊﾟ腫 2015/11/12 2019/08/31

235
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 青葉太郎 腹腔鏡下肝切除を受ける患者 2015/12/02 2019/01/31

240
難治性消化管GVHDに対する経口ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝの有効

性の検討
血液・腫瘍内科 杉浦勇 難治性消化管GVHD 2016/01/06 2023/03/31

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
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】 更新日：2018年10月01日

管理番号 試験名 診療科 院内代表者 研究の対象 開始日 終了予定日

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 2020/03/31

245

ﾀﾞ･ヴｨﾝﾁSi 手術ｼｽﾃﾑを用いたﾛﾎﾞ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 子宮悪性腫瘍 2016/01/21 2020/03/31

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

253
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 嘉悦淳男 頭頸部腫瘍 2016/05/12 2019/05/11

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 長井辰哉 前立腺がん 2016/04/20 2018/12/31

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

261

骨髄破壊的前処置による移植後ｼｸﾛﾌｫｽﾌｧﾐﾄﾞを用い

た血縁者間HLA半合致移植の多施設共同第Ⅱ相試

験

血液・腫瘍内科 倉橋信悟
同種造血幹細胞移植の適応とな

る血液悪性疾患患者
2016/07/14 2020/03/31

262
強度減弱前処置による移植後ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞを用いた血

縁者間HLA半合致移植の多施設共同第II相試験
血液・腫瘍内科 倉橋信悟

同種造血幹細胞移植の適応とな

る血液悪性疾患患者
2016/07/14 2020/03/31

263
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)
血液・腫瘍内科 倉橋信悟 急性前骨髄球性白血病 2016/06/01 2020/03/31

264
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

移植の患者およびﾄﾞﾅｰ
2016/06/01 ―

266
内視鏡下手術用ﾛﾎﾞｯﾄを用いた腹腔鏡下広汎子宮全

摘術
女性内視鏡外科 梅村康太 子宮頸癌 2016/07/14 2022/09/30

267

婦人科悪性腫瘍手術におけるｾﾝﾁﾈﾙﾘﾝﾊﾟ節同定､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 梅村康太 子宮頸癌､子宮体癌 2016/07/14 2021/03/31
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】 更新日：2018年10月01日

管理番号 試験名 診療科 院内代表者 研究の対象 開始日 終了予定日

268 脳卒中患者のｻﾙｺﾍﾟﾆｱに関する研究 神経内科 大山健 急性期脳卒中 2016/07/06 2019/03/31

272
ﾛﾎﾞ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 前田周良 直腸癌 2016/07/14 2019/03/31

281

小児高ﾘｽｸ成熟B細胞性腫瘍に対するﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ追加

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 伊藤剛
初発､未治療の小児高ﾘｽｸ成熟B 

細胞性腫瘍
2016/11/10 2023/09/30

282
ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(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 平野裕司 関節ﾘｳﾏﾁ 2016/11/10 2019/12/31

286
わが国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 小山典久 小児死亡例 2016/09/28 2019/03/31

287
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 平野裕司 関節ﾘｳﾏﾁ 2016/10/26 2021/03/31

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

294
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 神谷忠宏 大腸癌 2017/01/04 2023/03/31

296

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

血液・腫瘍内科 杉浦勇 急性骨髄性白血病 2017/01/04 2022/03/07

299
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 小山典久 疾患､事故を含めた死亡 2017/02/01 2018/12/31

300 小児救急重篤疾患登録調査 小児科 小山典久
死亡症例､人工換気療法実施症

例､化膿性髄膜炎症例
2017/02/01 2021/12/31

302 小児固形腫瘍観察研究 小児科 伊藤剛 小児固形腫瘍 2017/02/22 2024/12/31
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【豊橋市民病院で実施中の臨床研究】 更新日：2018年10月01日

管理番号 試験名 診療科 院内代表者 研究の対象 開始日 終了予定日

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 2017/02/22 2026/12/31

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
腎臓内科 山川大志

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

308
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 竹山佳宏 非小細胞肺がん 2017/04/19 2020/03/31

309
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 町支優和 固形がん 2017/04/19 2019/03/31

310
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 小山典久 新生児･小児 消化器疾患 2017/04/19 2021/11/28

311
新生児ﾏｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ対象疾患拡大に関する研究 

TMH-1706
小児科 小山典久

重症複合免疫不全症(SCID)お

よびﾎﾟﾝぺ病
2017/05/24 2021/03/31

313 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 伊藤剛 遺伝性疾患 2017/04/19 2020/09/30

314

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 H26-遺伝子-

02

血液・腫瘍内科 倉橋信悟 未治療の多発性骨髄腫 2017/05/24 2021/03/31

316

強度減弱前処置による移植後ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞを用いた血

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 倉橋信悟
同種造血幹細胞移植の適応とな

る血液悪性疾患
2017/07/20 2021/03/31

317

骨髄破壊的前処置による移植後ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞを用いた

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 倉橋信悟
同種造血幹細胞移植の適応とな

る血液悪性疾患
2017/07/20 2021/03/31

318
ﾀﾞｳﾝ症候群に対するPopulation-based の登録ｼｽﾃ

ﾑ､検体ﾊﾞﾝｸの構築に関する研究
小児科 小山典久

愛知県で新規に出生したﾀﾞｳﾝ症

候群
2017/05/24 2020/12/07

319
ﾀﾞ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 小山典久

GATA1 遺伝子変異が確認された

ﾀﾞｳﾝ症候群
2017/05/24 2020/12/07
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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

321
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 石原俊一 子宮頸癌 2017/07/05 2019/12/31

322

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

体ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙと､ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄの効果および安全性との関連に

対するﾚﾄﾛｽﾍﾟｸﾃｨﾌﾞ解析

リウマチ科 平野裕司 関節ﾘｳﾏﾁ 2017/07/05 2019/03/31

323 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 平松和洋 切除不能大腸癌 2017/07/05 2019/06/30

325 東海地区肺高血圧症前向き観察研究 循環器内科 島津修三 肺高血圧症 2017/08/02 2021/03/31

326
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 杉浦崇浩

在胎27週以上36 週未満の早産

児
2017/08/02 2019/09/30

327
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 杉浦崇浩

在胎27週以上36 週未満の早産

児
2017/08/02 2019/09/30

329
ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陽性急性ﾘﾝﾊﾟ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

初発ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陽性急性

ﾘﾝﾊﾟ性白血病
2017/09/21 2023/12/31

330
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 若林健一 小児脳腫瘍経験者 2018/03/07 2018/12/31

331

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 石原俊一 子宮頸部小細胞癌 2017/09/06 2021/12/31

332

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 松原浩 膵癌 2017/09/21 2021/02/28

333
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 松原浩 自己免疫性膵炎 2017/09/21 2020/10/31
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334
新生児低体温療法ﾚｼﾞｽﾄﾘｰによる我が国の新生児蘇

生法ｶﾞｲﾄﾞ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

335 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 井本直人
ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色体陽性急性ﾘﾝﾊﾟ

性白血病
2017/09/06 2018/12/31

336
がん診療均てん化のための臨床情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築と活

用に関する研究
がん登録部会 浦野文博

2011年1月以降に受診した全が

ん患者
2017/09/06 2019/06/30

337 仰臥位と体位変換時の気管内ﾁｭｰﾌﾞｶﾌ圧比較試験 臨床工学室 中村省三
西病棟3階棟の気管内ﾁｭｰﾌﾞ管

理患者
2017/11/17 2019/05/31

339

特発性肺線維症合併進行非小細胞肺癌に対するｶﾙ

ﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞ療法とｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗ

ﾁﾝ+nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ療法のﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ相試験

呼吸器内科 竹山佳宏
特発性肺線維症(IPF)を合併す

る進行非小細胞肺癌
2017/10/11 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

AML､MDS､CMML症例
2017/10/11 2026/03/31

342
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 平松和洋

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

2017/11/16 2020/12/31

343

高ﾘｽｸ神経芽腫に対する ICE 療法を含む寛解導入療

法と BU+LPAM による大量化学療法を用いた遅延局

所療法 第II相臨床試験

小児科 伊藤剛 神経芽腫 2018/01/18 2019/03/31

344

IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術

適応時期の決定と､段階的に強度を高める

化学療法による､神経芽腫中間ﾘｽｸ群に対する 第II相

臨床試験

小児科 伊藤剛 神経芽腫 2018/01/18 2018/12/01

345
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 伊藤剛 神経芽腫 2017/11/01 2022/01/31

346
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 伊藤剛 小児遺伝性血液疾患 2017/11/01 2021/03/31

348 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 小山典久 胆汁うっ滞 2017/12/06 2021/03/31
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350

小児救急重篤疾患登録調査 (Japan Registry 

System for Children with critical 

disease:JRSC)

小児科 小山典久 小児救急重篤疾患 2017/12/27 2021/12/31

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

352 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 小山典久
在宅療法を施行している児とそのご

家族
2018/02/07 2020/03/31

353
一般社団法人日本脳神経外科学会ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ研究事

業
脳神経外科 雄山博文 脳神経外科入院患者 2018/02/07 2023/09/30

354
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 松原浩

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

2018/02/07 2021/09/30

355
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 石原俊一 骨転移患者 2018/02/07 2019/12/31

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

退院した児のご両親
2018/02/07 2019/03/31

357 脳卒中の医療体制の整備のための研究 脳神経外科 雄山博文 脳卒中 2018/02/07 2020/03/31

358 BRCA遺伝子検査に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成 産婦人科 岡田真由美

遺伝性乳がん卵巣がん症候群が

疑われ､遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを受けたの

ちにBRCA遺伝子検査を受検した

者

2018/02/07 2019/10/31

361 ｲﾝﾀｸﾄPTHの各ｱｯｾｲ間比較 移植外科 長坂隆治 移植外科外来に通院中の患者 2018/03/07 2019/03/31

363
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症患者治療におけるｽﾃﾛｲﾄﾞ中止の予

測因子の検討
リウマチ科 平野裕司 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛 2018/03/07 2019/03/31

364
愛知県透析ｾｰﾌﾃｨﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ研究会へのｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ報告

について
移植外科 長坂隆治

血液浄化施行中に起きたｲﾝｼﾃﾞﾝ

ﾄ･ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ
2018/05/14 ―
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365
日本心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞｰｼｮﾝ治療学会内登録ﾃﾞｰﾀを用い

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

録されたﾃﾞｰﾀ
2018/03/07 2027/03/30

366 本邦における心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞｰｼｮﾝの実態調査 循環器内科 成瀬賢伸
心血管ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝを施行する全

症例
2018/03/07 ―

367
ﾘｷｯﾄﾞﾊﾞｲｵﾌﾟ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 竹山佳宏 非小細胞肺がんの患者 2018/03/07 2021/03/31

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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築
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 長井辰哉
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 2019/03/31

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 2020/03/31

372

関節ﾘｳﾏﾁの骨粗鬆症におけるﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ連日投与製剤

治療後のﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸+ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙとﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞの比較-

24か月治療成績-

リウマチ科 平野裕司
骨粗鬆症治療を施行した関節ﾘｳﾏ

ﾁ症例
2018/04/11 2020/12/31

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

374

再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象としたｲｷｻ

ｿﾞﾐﾌﾞとﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ及びﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用療法の多施設

共同前向き観察研究

血液・腫瘍内科 倉橋信悟 再発又は難治性の多発性骨髄腫 2018/05/07 2021/01/31

375
骨髄増殖性腫瘍における遺伝子異常と臨床経過の解

析
血液・腫瘍内科 杉浦勇

真性赤血球増多症､本態性血小

板血症
2018/05/09 2018/12/31

376
Tinnitus cognitions questionnaire日本語版の信

頼性･妥当性の検証
耳鼻いんこう科 小澤泰次郎 慢性耳鳴患者 2018/05/09 2018/12/31
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377

日本人新生児を対象とした脊髄性筋萎縮症ﾏｽ･ｽｸﾘｰﾆ

ﾝｸﾞのﾊﾟｲﾛｯﾄ研究: SMN1遺伝子欠失の検出を目的と

した新しいﾏｽ･ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの確立

小児科 小山典久 新生児 2018/05/09 2020/10/31

378
核磁気共鳴画像-経直腸的超音波画像融合画像に基

づいた前立腺生検
泌尿器科 長井辰哉 前立腺がん疑い患者 2018/05/17 ―

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 2022/03/31

381
全身麻酔導入時の気管挿管に用いるﾃﾞﾊﾞｲｽの違いに

よる成功率､合併症の発生率の比較検討
麻酔科 中田純 麻酔科管理全身麻酔症例 2018/07/04 2019/09/07

382 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の周産期予後 産婦人科 河合要介
当院で腹腔鏡下子宮筋腫核出術

を行った子宮筋腫の患者
2018/07/04 2018/12/31

383 ﾌﾟﾚﾘｷｻﾎﾙを利用した幹細胞採取 血液・腫瘍内科 井本直人 発性骨髄腫､悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 2018/07/04 2018/10/10

384 神経筋変性疾患の遺伝子解析研究 小児科 小山典久 神経筋変性疾患 2018/07/04 2023/05/21

385
hCG負荷試験前後のｱﾝﾄﾞﾛｹﾞﾝ生成過程の中間生成

物濃度の調査
小児科 小山典久

副腎酵素欠損症患者

その他の精巣機能異常疑いの患

者

2018/07/04 2020/03/31

386
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 杉浦勇 多発性骨髄腫 2018/07/04 2018/12/31

387
我が国のGIST治療におけるｲﾏﾁﾆﾌﾞ使用の実態に関す

る研究
消化器内科 坂巻恵一

GISTと診断された患者のうち､ｲﾏﾁ

ﾆﾌﾞを使用した患者
2018/07/04 2020/06/30

388

他のﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害薬に不耐容または効果不十分の

慢性期慢性骨髄性白血病に対するﾎﾞｽﾁﾆﾌﾞ療法の有

効性と安全性の検討

血液・腫瘍内科 小山大輔
慢性骨髄性白血病でﾎﾞｽﾁﾆﾌﾞを

投与された患者
2018/08/01 2018/12/31

389 免疫性神経疾患におけるﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの探索と病態解明 小児科 小山典久 免疫性神経疾患 2018/08/01 2021/03/31
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390
三学会合同抗菌薬感受性ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ -歯科･口腔外

科領域感染症-
歯科口腔外科 嘉悦淳男 歯科口腔外科感染症 2018/08/01 2019/07/31

391 手術を受ける患者の不安、ストレスの調査 看護局 鈴木宏昌 全身麻酔で手術を受ける患者 2018/09/05 2019/03/31

392
食物経口負荷試験によるアナフィラキシー症例に関する

調査
小児科 田島巌 食物経口負荷試験を行った患者 2018/09/05 2019/03/31

393

小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向

けた実現可能性の検証に関する全国版後方視的調査

（2014-2016年）愛知県分担研究

小児科 小山典久 死亡例 2018/09/05 2019/03/31

394
極低出生体重児における慢性腎臓病発症のリスクファク

ターの検討―全国疫学調査―
小児科 中野優

出生体重1500g未満の極低出

生体重児
2018/09/05 2020/03/31

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
一般外科の癌患者でR0切除予

定の患者
2018/09/05 2021/03/31
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