
課 題 名 診 療 科 対 象 疾 患 種 類 承 認 日

未治療ⅢＢ/Ⅳ期(EGFR遺伝子変異を認める)非小
細胞肺癌非扁平上皮癌に対するペメトレキセド+カ
ルボプラチン+ベバシズマブ併用療法の臨床第Ⅱ相
試験

呼吸器内科
肺癌、非小細胞肺癌、非扁平上
皮癌

介入 H22.7.16

未治療ⅢＢ/Ⅳ期(EGFR遺伝子変異を認めない)非
小細胞肺癌非扁平上皮癌に対するペメトレキセド+
カルボプラチン+ベバシズマブ併用療法の臨床第Ⅱ
相試験

呼吸器内科
肺癌、非小細胞肺癌、非扁平上
皮癌

介入 H22.7.16

入院を要する肺炎患者における検出微生物と抗菌
薬の薬剤感受性に関する研究（CJLSG 0911におけ
る付随研究）

呼吸器内科 肺炎 疫学 H22.7.16

切除可能な大腸癌肝転移に対するneoadjuvant
chemmtherapy FOLFOX/XELOX ＋モノクローナル
抗体(MoAb)療法の検討

肛門外科
切除可能な肝移転を有する大腸
癌

介入 H22.9.24

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 観察 H22.9.24

切除可能大腸癌肝転移に対する術前TS-１、
Oxaliplatin,Bevacizumsb併用療法の臨床第Ⅱ相試
験

一般外科 大腸癌肝転移 介入 H22.11.29

KRAS野生型 治癒切除不能進行・再発大腸癌 肝転
移症例に対するFOLFIRI+Cetuximab療法、
mFOLFOX6+Bevacizumab療法の逐次投与における
肝切除率の向上を探索する為の多施設共同臨床
第Ⅱ相試験

一般外科 大腸癌肝転移 介入 H22.11.29

StageⅡ/Ⅲ結腸癌治癒切除例に対する術後補助
化学療法としてのmFOLFOX6療法の認容性に関す
る検討

一般外科 結腸癌 介入 H22.11.29

間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性
増悪に関する因子の検索―多施設共同後向きコ
ホート研究―

心臓血管・呼吸器外科 間質性肺炎合併肺癌切除患者 疫学 H23.1.7

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

心臓血管・呼吸器外科 心臓血管外科手術症例 観察 H23.1.7

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 観察 H23.1.7

H22.9.24
糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対
象としたスタチンによるLDL-C低下療法（通常治療/
強化治療）の比較研究

糖尿病・内分泌内科
糖尿病網膜症合併高コレステ
ロール血症

介入

舟状骨偽関節・遷延癒合に対して観血的手術を
行った症例に対する低出力超音波パルスの治療効
果に関する研究　【変更申請】

整形外科
舟状骨偽関節・遷延癒合に対し
て観血的手術を行った症例

皮膚・粘膜バリア関連遺伝子の多型解析によるアレ
ルギー素因の研究

小児科

早期胃癌切除術後の胃潰瘍治療におけるＰＰＩの治
療効果に対するイルソグラジンマレイン酸塩の併用
効果の検証

消化器内科

鼻炎合併喘息患者におけるQOLに関する観察研究
呼吸器・アレルギー内
科

進行・再発乳癌患者を対象としたカペシタビン治療
による手足症候群（HFS）に対するピリドキサール
（ビタミンB6）予防投与の有効性に関する臨床評価

一般外科

胃潰瘍

H22.11.29

進行・再発乳癌 介入 H23.1.20

H23.1.20

食物アレルギー

鼻炎合併喘息

H22.9.9

観察

観察

H23.1.20介入



課 題 名 診 療 科 対 象 疾 患 種 類 承 認 日

ＭＮＡ－ＳＦにおける日本人下腿最長周囲長に関す
る東三河地域連携栄養カンファランスグループでの
多施設評価研究

肛門外科 観察 H23.1.20

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
疫学研究

小児科 小児血液腫瘍性疾患 疫学 H23.3.11

妊婦の緊急地震速報後の揺れに備える姿勢と安全
な行動の検討

看護局 観察 H23.3.11

StageⅡ/Ⅲ結腸癌治癒切除例に対する術後補助
科学療法としてのmFOLFOX6療法の認容性に関す
る検討 付随研究 オキサリプラチンの安全性指標に
関する策定研究

一般外科 結腸癌 観察 H23.3.11

成人再発フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性
白血病に対するダサチニブ併用化学療法の有効性
と安全性を評価する臨床第２相試験

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 介入 H23.5.19

大腸癌転移切除症例を対象としたTS-1術後補助化
学療法臨床第Ⅱ相試験および遺伝子発現に基づく
効果予測因子の探索的研究

一般外科 大腸癌 H23.4.27

胃がん化学療法に起因する口腔粘膜炎に対する半
夏瀉心湯の有効性を検討する二重盲検無作為化
比較第Ⅱ相臨床試験

肛門外科 胃がん 介入 H23.7.21

大腸がん化学療法に起因する口腔粘膜炎に対する
半夏瀉心湯の有効性を検討する二重盲検無作為
化比較第Ⅱ相臨床試験

肛門外科 大腸がん 介入 H23.7.21

ＫＲＡＳ wild-type 進行再発大腸癌症例に対するＩＧ
Ｆ-１を用いたCetuximabの効果予測因子の検討

一般外科 進行再発大腸癌 観察 H23.5.25

産科施設における「いわゆる正常新生児」の管理実
態及び新生児の急変事例に関する調査

小児科・新生児医療セ
ンター

観察 H23.7.6

名古屋大学関連病院における冠動脈形成術の実
態調査と予後の観察研究

循環器内科 虚血性心疾患 観察 H23.7.6

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 観察 H23.8.3

小腸癌、十二指腸癌、虫垂癌におけるムチン蛋白
出現に関する臨床病理学的研究－特に予後との関
連について

一般外科 小腸癌、十二指腸癌、虫垂癌 疫学 H23.8.31

XELOX（カペシタビン＋オキサリプラチン）療法にお
ける手足症候群（HFS,hand-foot syndrome）の発現
状況に関する観察研究

外科肛門外科
大腸癌XELOX±ベバシツマブ療
法施行

観察 H23.8.31

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 疫学 H23.8.31

末梢性顔面神経麻痺患者に対する多施設共同リハ
ビリテーション介入研究

リハビリテーション技
術室

末梢性顔面神経麻痺 介入 H23.1.20



課 題 名 診 療 科 対 象 疾 患 種 類 承 認 日

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 疫学 H23.8.31

慢性腎臓病（CKD）における保存期から透析導入期
にかけての管理状況と透析導入後の予後との関連
に関する観察研究

腎臓内科 慢性腎臓病 観察 H23.8.31

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 観察 H23.11.17

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

観察 H23.8.31

進行肝細胞癌に対する分子標的薬ソラフェニブ投
与後の初期変化と治療効果・予後との関係の研究

消化器内科 肝細胞癌 観察 H23.10.5

一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する多施設共
同観察研究

小児科 一過性骨髄異常増殖症 観察 H23.10.5

心疾患患者における運動時下肢血流量に及ぼす
因子の検討および運動療法の効果について

リハビリテーション技
術室

心筋梗塞、心不全 観察 H23.10.5

呼吸器外科手術における自動縫合器安全性に関
する実態調査

心臓血管呼吸器外科 呼吸器外科手術症例 疫学 H23.11.2

肺動脈性肺高血圧症患者における治療目標を設定
した運動耐容能評価による積極的併用療法の検討

循環器内科 肺動脈性肺高血圧症 介入 H23.11.17

ペレチノイン第Ⅱ/Ⅲ相試験終了後の予後追跡調査 消化器内科 肝細胞癌 疫学 H23.12.7

極低体重出生児の父親の役割と家族機能との関連
について

看護局 観察 H23.12.7

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 疫学 H23.12.7

ヒト卵巣腫瘍におけるNOBOX遺伝子変異及び
FOXL2遺伝子変異の解析

産婦人科 卵巣腫瘍（顆粒膜細胞腫） 疫学 H23.12.7

タイムラプス動画で観察される胚発生異常の原因
探索：第1胚分割異常胚の染色体数スクリーニング

産婦人科(生殖医療) 不妊症 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 観察

H23.9.15

H23.9.15



課 題 名 診 療 科 対 象 疾 患 種 類 承 認 日

未熟児動脈開存症における遺伝子多型に関する検
討

小児科・新生児医療セ
ンター

動脈開存症 観察 H24.1.4

「Consensus2010に基く新しい日本版新生児蘇生法
ガイドラインの確立・普及とその効果の評価に関す
る研究（分担研究者田村正徳）」班調査
新生児低体温療法レジストリー

小児科・新生児医療セ
ンター

新生児低酸素性虚血性脳症 観察 H24.1.4

交換輸血施行例の実態調査
小児科・新生児医療セ
ンター

高ビリルビン血症、重症貧血ほ
か

観察 H24.1.19

TS-1術後補助化学療法の至適投与スケジュール
に関する無作為化第Ⅱ相試験

一般外科 StageⅢ結腸癌治癒切除例 介入 H24.1.19

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 介入 H24.1.19

切除可能な肝外転移を有する進行・再発大腸癌に
対する術前化学療法の検討

一般外科
切除可能な肝外転移を有する進
行・再発大腸癌

介入 H24.3.15

切除不能胆嚢癌に対するゲムシタビンとシスプラチ
ン療法の第Ⅱ相臨床試験 多施設共同研究

消化器内科 切除不能胆嚢癌 介入 H24.3.15

自己免疫性膵炎の診断におけるEUS-FNAの有効
性に関する多施設共同研究（Mｕｌｔｉｃｅｎｔｅｒ study on
the usefulness of EUS-FNA in the diagnosis of
autoimmune pancreatitis.）

消化器内科 自己免疫性膵炎 観察 H24.2.29

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 疫学 H24.2.29

切除不能な大腸癌症例におけるセツキシマブを含
む一次治療の観察研究

一般外科 切除不能な大腸癌症例 疫学 H24.2.29

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 観察 H24.3.15

ピタバスタチンを用いた積極的脂質低下療法の頭
蓋内動脈狭窄に対する効果 Pitavastatin on
Intracranial Arterial Stenosis(PLAS Study)

脳神経外科 H24.2.29

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 疫学 H24.4.25

H24.5.17

H24.7.19

がんの呼吸困難に対して経口モルヒネ製剤を投与
した場合の呼吸困難の変化の検討

呼吸器内科 肺癌および転移性肺腫瘍 観察 H24.4.25

MRSA肺炎診断・治療の実態調査 呼吸器内科 MRSA肺炎 疫学 H24.4.25

移植外科 慢性腎不全（血液透析患者） 疫学
日本における血液透析の治療方法と患者の予後に
ついての調査「J-DOPPS（第5期調査）」



課 題 名 診 療 科 対 象 疾 患 種 類 承 認 日

肺扁平上皮癌に対する初回カルボプラチン・S-1併
用療法施行後のS-1維持療法の第Ⅱ相試験

呼吸器内科
肺癌、非小細胞肺癌、扁平上皮
癌

介入 H24.5.17

ヒト疾患由来ips細胞の樹立とそれを用いた病態解
析および治療法の研究への資料提供

小児科
ips細胞作製が疾患研究に役立
つと考えられる疾患

観察 H24.5.17

小児固形腫瘍観察研究への参加 小児科 小児がん 観察 H24.4.25

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）

観察 H24.4.25

「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（新生児） 出生体重1500ｇ以下の児 観察 H24.4.25

糖尿病患者の歯周病治療への包括的アプローチに
関する臨床的研究

歯科口腔外科 糖尿病および歯周病 観察 H24.4.25

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

一般外科
組織的に大腸癌（腺癌）と診断さ
れた症例

介入 H24.5.17

高LDL血症を合併する慢性腎臓病（CKD）患者に対
するアトルバスタチンの腎血行動態に与える影響

腎臓内科
高LDL血症を合併する慢性腎臓
病

介入 H24.7.19

小児科病棟に配置転換が決定してからの看護師の
思い

看護局 なし 観察 H24.6.6

早産児の発達予後から見た新生児・乳児期の発達
の特徴

リハビリテーション技
術室

早産児 観察 H24.6.6

イマチニブ投与で分子遺伝学的大寛解（Major
Molecular Response；MMR）と判断された慢性期慢
性骨髄性白血病（CML-CP）患者を対象としたニロ
チニブの遺伝子学的完全寛解（Complete Molecular
Response；CMR）達成率を検討する多施設共同試
験（C-SHOT1202）

血液・腫瘍内科 慢性骨髄性白血病 介入 H24.7.19

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

介入 H24.7.19

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

介入 H24.7.19

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

疫学 H24.7.4

糖尿病患者と医療者との共同ケアを目指した療養
支援～SCAQを使用して～

看護局 2型糖尿病 観察 H24.7.4

CBD療法を寛解導入療法とする自己末梢血幹細胞
移植の初発多発性骨髄腫に対する有効性と安全性
の検討（臨床第Ⅱ相試験）

血液・腫瘍内科 多発性骨髄腫 介入 H24.5.17



課 題 名 診 療 科 対 象 疾 患 種 類 承 認 日

ワンタキソテールⓇ投与時の呼気中アルコール濃
度推移の検討

薬局
乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭
頸部癌、卵巣癌、食道癌、子宮
体癌、前立腺癌

観察 H24.7.4

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 介入 H24.9.13

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）
新生児低酸素性虚血性脳症
（HIE）

観察 H24.8.29

エリスロポエチンによる早産児脳性麻痺の予防に
関する多施設共同研究

小児科（新生児） 早産児脳性麻痺 介入 H24.9.13

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（新生児） HTLV-1感染症 観察 H24.8.29

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（新生児） HTLV-1感染症 観察 H24.8.29

微生物感受性分析装置（BDフェニックス・現在院内
使用機器）と微生物分類同定分析装置（MALDI
Biotyper）における同定結果の比較検討

中央臨床検査室 疫学 H24.8.29

高感度CRP値の変化により広域抗生剤の投与を行
い、発熱性好中球減少症発症を予防する研究

小児科 急性白血病 観察 H24.8.29

高度局所進行直腸癌に対する術後補助科学療法と
してのXELOX療法　第Ⅱ相臨床試験

一般外科 高度進行直腸癌 介入 H24.11.15

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対す
るXELOX＋ベバシズマブ療法の有効性と安全性を
検討する　第Ⅱ相臨床試験

一般外科 切除不能進行再発結腸・直腸癌 介入 H24.11.15

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

一般外科
切除可能な高度局所進行直腸
癌

介入 H24.11.15

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 疫学 H24.10.3

脳卒中患者に対する膝関節屈伸アシスト装具の有
用性を検証するための前向き研究

リハビリテーション技
術室

脳卒中 介入 H24.11.15

アダリムマブを導入したクローン病患者の臨床経過
についての多施設共同研究

消化器内科 クローン病 観察 H24.11.7

クローン病小腸病変に対する抗TNFα抗体療法（ア
ダリムマブおよびインフリキシマブ）の寛解導入・維
持効果に関するカプセル内視鏡を用いた多施設共
同前向きコホート研究

消化器内科 クローン病 介入 H24.11.15

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 疫学 H24.11.7


