
研究課題名 研究責任者所属 終了予定日

R22-088 情報公開 頚椎椎弓形成術における使用インプラントの費用対効果に関する比較研究 整形外科 2025/3/31

R22-087 死後の処置や対応に対する職員の意識に関する研究 介護老人保健施設あおみ 2026/3/31

R22-086 情報公開 新生児聴覚スクリーニング検査における検査実施日齢の検討 臨床検査室 2025/3/31

R22-085 情報公開
成人T細胞白血病(ATL) に対する同種移植後の予後に移植前モガムリズマブ

投与が与える影響に関する研究（WG13-22）
血液・腫瘍内科 2025/12/31

R22-084 情報公開 新生児マススクリーニング対象疾患拡大に関する研究 新生児科 2030/3/31

T22-001

ESBL(extended-spectrum β-lactamase)産生大腸菌による血流感染症に

対する標的治療としてのメロペネムとセフメタゾールの有効性を検討する

無作為化非盲検比較対照試験（CEFMEC 試験）

感染症内科 2025/12/31

R22-083 休日・夜間発災時の初動訓練を行い、現状把握と課題を明らかにする 看護部 2025/3/31

R22-082 情報公開
超低出生体重児における新生児期ステロイド投与量と発達指数・知能指数

との関連
新生児科 2026/3/31

R22-081 情報公開 当院における経尿道的前立腺核出術、経尿道的前立腺切除術の検討 泌尿器科 2024/3/31

R22-080 情報公開
同種造血幹細胞移植における移植後早期FCN投与が慢性GVHD発症などの

移植後の予後に与える影響
血液・腫瘍内科 2025/3/31

R22-079 情報公開 安城更生病院におけるスボレキサント適正使用に向けた取り組み後の評価 薬剤部 2028/2/1

R22-078 情報公開 ATG併用同種造血幹細胞移植におけるletermovirの有効性の検討 血液・腫瘍内科 2023/10/15

R22-077 情報公開
実臨床におけるDLBCLに対するpola-R-CHPとR-CHOPの安全性と有効性の

比較
血液・腫瘍内科 2027/12/31

R22-076 安城更生病院のあるべき姿を考える
教育研修・臨床研究支援

センター
2024/3/31

R22-075 情報公開 超高齢者に対する冠動脈治療と予後に関する観察研究 循環器内科 2026/12/31

R22-074
総合周産期母子医療センターで就業する3-5年目助産師の就業継続とキャリ

ア発達に関する研究
看護部 2023/5/31

R22-073
左室駆出率の保たれた心不全における心筋脂肪酸代謝障害の臨床的意義の

検討
循環器内科 2027/12/31

R22-072 情報公開
経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全 に対する 治療

介入 の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究
循環器内科 2026/3/31

■終了した研究は、一定期間が過ぎますと未表示になります。

＜2023年4月1日現在＞

管理番号

 当院で実施されている臨床研究

当院で行われる臨床研究は、世界医師会が定めた「ヘルシンキ宣言」や厚生労働省・文部科学省が定めた「人を対象とする生命科学・医学系研

究に関する倫理指針」などを遵守しております。なお、全ての研究は当院の「倫理委員会」「治験審査委員会」で研究の科学性・倫理性などの

審査を行い、承認された後に実施されています。

下記の一覧表は、当院で現在実施されている研究の一覧です。

臨床研究の中には、患者さんやご家族に研究の内容を直接ご説明し、ご理解いただき、その上で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く手続きを行わない場合があります。

これらの研究についてお聞きになりたい点や、情報を利用されることを希望されない方は、研究責任者所属先や、各研究の情報公開文書に記載

されている「問い合わせ先」までご連絡ください。

■情報公開をクリックすると内容が確認できます。

■グレーの網掛けの研究は終了しております。
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R22-071 情報公開
心臓埋込デバイス埋込後の心房抗頻拍ペーシング機能の有効性についての

検討
循環器内科 2024/12/31

R22-070 情報公開 SGLT2阻害薬が導入された急性心不全入院患者の状況調査 リハビリテーション室 2023/12/31

R22-069 情報公開
急性骨髄性白血病におけるVenetoclax併用レジメンにおける、発熱性好中

球減少症の検討
血液・腫瘍内科 2025/3/31

R22-068 情報公開 当院におけるドナーリンパ球輸注療法の検討 血液・腫瘍内科 2023/12/31

R22-067 情報公開
超早産児における各成長指標、成長率と暦3歳時神経発達予後の関連性の検

討
血液・腫瘍内科 2025/3/31

R22-066 情報公開 腹部大動脈瘤ステントグラフト術後　追加治療の検討 外科 2025/12/31

R22-065

未治療びまん性大細胞型B 細胞リンパ腫患者に対するポラツズマブ ベドチ

ン＋R-CHP 療法の有効性と安全性を検討する多機関共同前向き観察研究 -

W-JHS NHL03(POLASTAR)-

血液・腫瘍内科 2028/12/31

R22-064 3Dテンプレートを用いた頚椎椎弓根スクリュー挿入の正確性の検討 整形外科 2026/3/31

R22-063 情報公開 当院におけるOHAT導入と歯科衛生士の取り組み 歯科口腔外科 2023/12/1

R22-062 情報公開
緩和ケア病棟に病棟薬剤師が常駐することで得られる長期的な医療経済効

果
薬剤部 2027/10/30

R22-061
余暇活動の提供を円滑に実施するための個人カード作成の効果に関する研

究
介護老人保健施設あおみ 2023/6/30

R22-060 情報公開
小児がんサバイバーにおけるquality of lifeならびにサルコペニア・神経心

理学的合併症・心臓健康管理に関するWEBアンケート調査
小児科 2026/3/31

R22-059 情報公開
わが国の小児がんサバイバーの健康・社会生活状況の実態解明に関する大

規模調査研究
小児科 2026/3/31

R22-058 情報公開
わが国の小児がんサバイバーの健康・社会生活状況の実態解明に関する前

向きコホート研究
小児科 2030/12/31

R22-057 情報公開
急性骨髄性白血病におけるVenetoclax併用レジメン初期効果での層別化と

MLFS症例の予後
血液・腫瘍内科 2025/3/31

R22-056 情報公開 クリニカルパス日数見直しが心筋梗塞の入院日数と安全性に与える影響 循環器内科 2024/3/31

R22-055 情報公開 VPシャント留置中患児への腹腔鏡下噴門形成術に関する研究 小児外科 2024/12/31

R22-054 情報公開
移植後再発の急性骨髄性白血病におけるベネトクラクス併用療法の有効性

の検討
血液・腫瘍内科 2023/2/9

R22-053 情報公開
症候性再発慢性硬膜下血腫に対し穿頭血腫除去洗浄術に中硬膜動脈塞栓術

を併用した治療成績
脳神経外科 2024/3/3

R22-052 情報公開 検査法変更に伴う不規則抗体スクリーニングの現状と有用性 臨床検査室 2023/1/31

R22-051 情報公開 血友病患者における関節エコーを用いた血友病関節症の評価 小児科 2025/3/31

R22-050
入退院支援センター開設による患者満足度及び看護師の業務負担軽減への

効果の検証
地域連携部 2025/3/31

R22-049 情報公開
HLAフルマッチドナーからの血縁非血縁同種末梢血幹細胞移植における

ATG使用例と非使用例での急性慢性GVHD発症についての後方視的検討
血液・腫瘍内科 2024/3/31

R22-048 情報公開 心不全急性増悪に対するフロセミド静注が予後に及ぼす影響 循環器内科 2024/12/31

R22-047 情報公開  当院における局所進行非小細胞癌に対する化学放射線療法の検討 呼吸器内科 2027/11/1

R22-046 一般小児科診療における医療者の着衣についての検討 小児科 2025/3/31

R22-045 予防医療センター移転後の受診者満足度と推奨度の相関分析 保健事業部 2023/3/31
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R22-044 情報公開 オキサリプラチン誘発末梢神経障害に対するスタチン系薬剤の影響調査 薬剤部 2024/3/31

R22-043 情報公開
原発性中枢神経系リンパ腫に対する自家末梢血幹細胞移植におけるチオテ

パレジメンとLEEDレジメンの比較
血液・腫瘍内科 2023/3/31

R22-042

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B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）

登録症例を対象とした観察研究

血液・腫瘍内科 2024/3/31

R22-041 情報公開
変形性股関節症に対する人工関節の術前骨格筋量と術後成績についての検

討
リウマチ科 2023/12/1

R22-040 通所リハビリ利用者の生活空間と身体機能の変化 介護老人保健施設あおみ 2023/8/1

R22-039 情報公開 当院における上部消化管出血に対する止血法の検討 消化器内科 2022/3/31

R22-038 情報公開

HER2陽性切除不能進行・再発胃癌に対するトラスツズマブ デルクステカ

ンの有効性・安全性を評価する後ろ向きコホート研究（EN-DEAVOR 研

究）

消化器内科 2024/3/31

R22-037 情報公開 当院における小児大腸内視鏡検査の現状 消化器内科 2023/12/31

R22-036
前方循環主幹動脈病変の急性期脳梗塞における持続脳波所見：臨床症状と

予後に関する検討
脳神経内科 2025/12/31

R22-035
ステロイド依存性慢性GVHDに対するイブルチニブの自覚症状を踏まえた

有効性の評価
血液・腫瘍内科 2024/9/30

R22-034 情報公開
健常ドナーに対するペグフィルグラスチムを用いた末梢血幹細胞採取の有

効性と安全性
血液・腫瘍内科 2024/9/30

R22-033 情報公開 若年成人(AYA)世代に対するAYA世代支援チームの活動と課題 血液・腫瘍内科 2027/9/30

R22-032 情報公開
補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業

（J-PVAD）
循環器内科 2025/12/31

R22-031
JALSG ALL202およびPh+ALL208研究で収集されたPh+ALL試料を対象と

したゲノム解析研究（JALSG Ph+ALL-GWS）
血液・腫瘍内科 2026/12/31

R22-030 情報公開 全国胆道癌の後方視的観察研究 外科 2029/12/31

R22-029 情報公開

「FLT3遺伝子変異を有する再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者におい

て，ギルテリチニブが同種造血幹細胞移植後成績に及ぼす影響」研究のた

めのヒストリカルデータ取得研究

血液・腫瘍内科 2025/12/3
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R22-028 情報公開

FLT3遺伝子変異を有する再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者におけ

る，ギルテリチニブが同種造血幹細胞移植後成績に及ぼす影響に関する観

察研究（多施設，非介入，後ろ向き研究）

血液・腫瘍内科 2023/12/3

R22-027
日常診療においてイブルチニブ治療を受けた日本人慢性リンパ性白血病患

者を対象とした観察研究（CLL-ORBIT研究）
血液・腫瘍内科 2024/3/31

R22-026
ボリコナゾール負荷投与患者におけるボリコナゾール血中濃度が4μg/mL

を超えない投与設計のための初回採血時期の検討

教育研修・臨床研究支援

センター
2024/3/31

R22-025
日本における大腿骨近位部骨折の適正治療を目指したグロ ーバルデー タ

ベー スの作成
整形外科 2026/3/31

R22-023
消化器内科の入院患者における入院時の患者評価項目と入院中の食事摂取

不良との関連

心臓血管外科(栄養管理

室)
2024/2/1

R22-022 情報公開
急性骨髄性白血病に対するベネクレクスタ併用化学療法とBest Supportive

Careとの比較
血液・腫瘍内科 2024/3/31

R22-020
ＰＡＣＵを導入して得られた効果

～手術センター・ＳＩＣＵ・外科病棟それぞれの立場からいえること～
看護部(手術センター） 2023/7/7

R22-019 CT-FFRの実臨床運用に向けた被曝低減可能性に関する評価研究 循環器内科 2022/12/31

R22-018 「心臓外科術後CPRプロトコ-ル」の導入効果と課題の検討 看護部 2023/3/31

R22-017 情報公開 急性骨髄性白血病に対するベネトクラクス併用療法の検討 血液・腫瘍内科 2022/10/14

R22-016 情報公開
再発/難治性AMLに対するVenetoclaxレジメンと従来型サルベージレジメ

ンの比較
血液・腫瘍内科 2022/11/1

R22-015 情報公開 安城更生病院におけるMSI検査の施行体制と結果 血液・腫瘍内科 2027/6/31

R22-014 情報公開
同種造血幹細胞移植におけるドナー由来クローン性造血が移植成績に及ぼ

す影響の検討
血液・腫瘍内科 2027/3/31

R22-013 情報公開 CM関節症に対する関節固定術と関節形成術の費用対効果の比較 整形外科 2026/3/31

R22-012 情報公開 AIを用いた手術画像解析（顕微鏡・関節鏡）に関する研究 整形外科 2025/3/31

R22-011 脳卒中患者の発症一週間後の機能と退院時の生活自立度の関連について リハビリテーション室 2023/3/31

R22-010 情報公開 手指PIP関節掌側脱臼骨折に対するhook plateを用いた骨接合術の有用性 整形外科 2025/7/17

R22-009 情報公開
骨粗鬆症性椎体骨折に対する患者適合型ガイドを使用したCross

Trajectory法による短椎間固定術
整形外科 2027/5/30

R22-008
アグレッシブATLにおける予後因子の検討と個別化医療の確立を目的とし

た全国一元化レジストリおよびバイオレポジトリの構築
血液・腫瘍内科 2031/3/31

R22-007 性分化疾患・性成熟疾患・生殖機能障害における遺伝的原因の探索 内分泌・糖尿病内科 2026/3/31

R22-006 当院における超高齢者(90歳以上)の周術期管理の検討 麻酔科 2023/3/31

R22-005 情報公開 当院における術後心肺停止患者の検討 麻酔科 2022/10/3

R22-004 情報公開
当院NICUで消化管アレルギーを疑った症例の1歳時点の牛乳摂取状況と

ALSTの検討
小児科 2022/12/31

R22-003 情報公開 急性胆嚢炎治療の現状と早期手術に向けた取り組み 外科 2026/12/31

R22-002 情報公開
深層学習を用いた新生児頭部エコー画像による脳室周囲白質軟化症の発症

予測
小児科 2027/3/31

R21-079 Unfit AMLに対するVenetoclaxレジメンと減量化学療法との比較 血液・腫瘍内科 2024/4/1

R21-078 情報公開
実臨床における再発難治性DLBCLに対するpola-BRの安全性と有効性の検

討
血液・腫瘍内科 2023/3/31
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R21-077 情報公開 早産児脳波に観察されるデルタブラッシュと神経発達予後の検討 小児科 2031/3/31

R21-076 情報公開
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)患者における伝導障害発生の予測因子

の検討
循環器内科 2024/3/31

R21-075 情報公開 心不全患者への多職種包括的介入が予後に与える影響 循環器内科 2024/3/31

R21-074 情報公開 四肢外傷に関する実態調査研究 整形外科 2025/3/31

R21-073 情報公開 心原性ショックを伴う急性心筋梗塞多施設前向き 循環器内科 2025/3/31

R21-071 Acumed社 橈骨遠位端骨折用プレート 調査 整形外科 2023/3/31

R21-070 情報公開 小児の遺伝性球状赤血球症の患者像と臨床経過 小児科 2023/3/31

R21-069 情報公開
大動脈基部病変を有する大動脈弁膜症患者に対する自己心膜弁または牛心

膜弁付き人工血管導管を用いた大動脈基部置換術の早期および遠隔成績
心臓血管外科 2033/6/30

R21-068 心不全再入院患者の入院期間外のADLの推移 看護部 2022/12/31

R21-067 情報公開
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 2030/3/31

R21-066 情報公開 当院NICUで施行した脳波所見と長期的な発達予後との関連 臨床検査技術科 2027/12/31

R21-065 情報公開
全身麻酔をうける小児にデスフルランを使用した場合の覚醒や術中・術後

に与える影響
麻酔科 2024/1/31

R21-062 川崎病と新型コロナウイルス感染症（COVID-19）との関連の検討 小児科 2024/8/31

R21-061 情報公開 OCV-501の第II相臨床試験の予後追跡調査試験（OCV-501長期観察研究） 血液・腫瘍内科 2022/3/31

R21-060 腎代替療法の治療選択における患者意識調査 腎臓内科 2026/3/31

R21-059 情報公開 COVID-19流行前後のRSV感染症の臨床像の変化に関する多施設共同研究 小児科 2023/3/31

R21-057
在胎28週以下の早産児のサイトメガロウイルスモニタリングを行いウイル

ス感染に伴う症候、発達予後を調査する多機関共同前向きコホート研究
小児科 2030/12/31

R21-054
病院職員の専門職業人としての意識および臨床研究推進における現状の課

題

教育研修・臨床研究支援

センター
2023/3/31

R21-053 情報公開 寛解期急性白血病における臍帯血移植の有利性の検討 血液・腫瘍内科 2022/5/15

R21-052 情報公開 小児神経外来から成人科へのTransferの現状と問題点 小児科 2023/12/31

R21-051 情報公開 院内の発達支援外来と行政サービスとの関わり 小児科 2023/12/31

R21-050
レートヒストグラム(心拍度数分布図)を指標とした植込み型心臓電気デバ

イス(CIEDS)に関する観察研究
循環器内科 2022/5/6

R21-049 情報公開 再発、難治性T細胞性リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植の成績 血液・腫瘍内科 2025/3/31

R21-048 情報公開
シスタチンC・クレアチニンにより推定される低筋量と変形性関節症に対す

る下肢人工関節の術後成績についての検討
整形外科 2022/12/31

R21-047 同種移植後に出現した拘束性肺障害についての検討 血液・腫瘍内科 2022/10/1

R21-046 情報公開 コンドリアーゼによる椎間板内酵素注入療法の成績 整形外科 2023/10/31

R21-045 情報公開
同種造血幹細胞移植後VOD/SOSに対するディフィブロタイドの有用性の検

討
血液・腫瘍内科 2022/6/30

R21-044
食道癌に対する根治（化学）放射線療法＋/－hotodynamic Therapyにお

ける食道温存生存率を明らかにする多施設前向き研究
消化器内科 2030/12/31

R21-043 新生児における高頻度振動換気中の呼気炭酸ガス濃度測定 新生児科 2030/3/31
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R21-042 臨床実習経験の少ない新卒看護師に実務研修を導入した効果 看護部 2023/3/31

R21-041 情報公開 Trifecta 弁の中長期成績についての多施設共同観察研究 心外 2021/12/31

R21-040 情報公開
川崎病治療における免疫グロブリン5%製剤と10%製剤の比較に関する多

施設共同後方視的観察研究
小児科 2025/3/31

R21-039 情報公開
粗大病変を伴う免疫療法不応性固形癌に対する放射線治療の多施設共同前

向き観察研究
放射線科 2024/3/31

R21-038 同種造血幹細胞移植の治療効果や合併症等に関する基礎的研究 血液・腫瘍内科 2022/11/30

R21-035 情報公開
経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動患者の塞栓予防の

有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究―J LAAO
循環器内科 2029/12/31

R21-034 情報公開 Acumen analysisを用いた術中低血圧の解析 麻酔科 2021/10/2

R21-033 情報公開 後天性サイトメガロウイルス感染症と診断された超早産児の検討 小児科 2022/7/31

R21-032 情報公開 慢性肺疾患の生後早期予測モデルに関する多施設共同観察研究 新生児科 2023/3/31

R21-031 情報公開 当院成人手術における緊急呼出システムの検討 麻酔科 2022/3/31

R21-030 早産児の社会性の発達及び家族のメンタルヘルスの検討 新生児科 2026/3/31

R21-029 情報公開 腰椎X線画像を用いた新たな骨粗鬆症評価法の確立 整形外科 2024/3/31

R21-028 情報公開

小児急性リンパ性白血病の異なるプロトコール間でのQOL比較研究：

JACLS 修正ALL-02 vs. BFM-ALL oriented protocol（JACLS QoALL-

20）

小児科 2025/2/28

R21-027
私たちの病院づくりプロジェクト ～病院職員の感情労働とレジリエンスに

対する意識向上を目指した研修の効果～

教育研修・臨床研究支援

センター
2023/3/31

R21-025 経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)における術後血小板減少の検討 麻酔科 2022/3/31

R21-023
血液疾患患者における新型コロナウイルスワクチン接種による血中抗体価

の変動に関する研究
血液・腫瘍内科 2025/12/31

R21-022
分子生物学的手法と代謝物解析による腫瘍性疾患の病態解明及び診断治療

に関する包括的研究
小児外科 2025/3/31

R21-021 尿中代謝物を用いた診断マーカーの探索 小児外科 2022/3/31

R21-020 情報公開
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 2024/12/31

R21-019 当院における超低出生体重児の動脈管結紮術の麻酔経験 麻酔科 2022/3/31

R21-018 情報公開 90歳以上の急性心不全患者における臨床転帰に関する検討 循環器内科 2023/12/31

R21-017 情報公開
術前フレイル患者に対する開心術後早期リハビリテーションの有用性に関

する研究
心臓血管外科 2022/3/31

R21-015
コールマットの効果的な活用方法による転倒対策　過去7年間の転倒件数を

比較して
看護部 2022/6/10

R21-013 情報公開
PER+HER+タキサンレジメンにおける過敏症対策薬先行投与によるIR軽減

効果
薬剤部 2023/4/30

R21-012
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
整形外科 2023/3/31

R21-011
手術時破棄される組織を用いた癒痕・ケロイドの遺伝解析およびコラ ーゲ

ン構造の解析
形成外科 2024/3/31

R21-010 小児思春期・若年成人リンパ腫に対する前方視的観察研究(JPLSG-PL-19) 小児科 2037/3/31
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R21-009 小児遺伝性血液疾患を対象とした前方視的研究 小児科 2029/3/31

R21-007 情報公開 対面での出産前教育が産後の直接母乳量に及ぼす影響の検討 看護部 2021/8/31

R21-006 情報公開 当院における栄養カンファレンスの実際と今後の課題 リハビリテーション室 2021/10/31

R21-005 情報公開 糖尿病教育入院患者におけるNAFLD患者の現況 消化器内科 2022/3/31

R21-004 Cryo AF グローバルレジストリ研究 循環器内科 2023/12/31

R21-003
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 2023/3/31

R21-002 痙攣性発声障害患者レジストリ 耳鼻咽喉科 2023/3/31

R21-001
免疫抑制療法未治療の再生不良性貧血患者を対象とした531-003/531-

004試験（第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験）終了後の観察研究（531-005試験）
血液・腫瘍内科 2025/6/30

R20-106 情報公開 高リスク同種骨髄・末梢血幹細胞移植に対する移植前処置の影響 血液・腫瘍内科 2021/9/22

R20-105 情報公開 移植非適応多発性骨髄腫に対する初回DLd療法およびVLd療法の比較 血液・腫瘍内科 2022/3/31

R20-104 情報公開 当院におけるMDSに対する造血幹細胞移植成績の検討 血液・腫瘍内科 2022/3/31

R20-103 情報公開 インスリン関連処方の処方修正プロトコール導入後の評価 薬剤部 2022/3/31

R20-102
オキサリプラチン起因性末梢神経障害に対する圧迫療法の予防効果の実態

調査
看護部 2023/6/30

R20-100
CT-FFRおよび冠動脈CTAによる高度狭窄病変（プラーク病変）を含む患者

の臨床評価研究
循環器内科 2021/12/31

R20-098 情報公開 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 2023/12/31

R20-097 情報公開
電位指標ガイド下クライオバルーンアブレーション手技の有用性に関する

多施設共同研究
循環器内科 2024/9/30

R20-095 情報公開 病因不明の高齢発症てんかんの臨床的特徴と認知機能の推移 脳神経内科 2025/12/31

R20-094 情報公開 泌尿器科疾患とメタボリックシンドローム関連因子の網羅的解析 泌尿器科 2023/3/31

R20-092 情報公開 重症小脳梗塞における予後予測因子の検討 脳神経内科 2021/8/1

Ｔ20-001 非重症再生不良性貧血に対するシクロスポリン療法の有用性に関する検討 血液・腫瘍内科 2023/3/31

R20-091

治験「自己集合性ペプチドゲルCK2-092による後方腰椎椎体間固定術時に

おける骨補填材としての評価試験」終了後の骨癒合に関する多施設共同研

究

整形外科 2023/7/31

R20-090
新規コロナウイルス感染拡大下における健常人ボランティアドナー数維持

を目指した口腔内スワブ検体と血液検体のHLA検査制度の検証
血液・腫瘍内科 2022/3/31

R20-089
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 2025/3/31

R20-088
急性リンパ性白血病の治療薬デキサメタゾンによって生じる精神系有害事

象に関する多施設共同前向き観察研究
小児科 2021/9/30

R20-087 中期流産既往妊婦に対する予防的頸管縫縮術の検討 産婦人科 2021/7/30

R20-086 情報公開
心不全を合併した心房細動に対するクライオカテ―テルアブレーション治

療の予後に関する多施設共同研究
循環器内科 2022/3/31

R20-085 心不全患者の療養上の意思決定 看護部 2021/3/31
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R20-082 情報公開
大動脈弓部全置換術症例の早期および遠隔予後に関する多施設共同観察研

究
心臓血管外科 2021/12/31

R20-081 情報公開
消化器内視鏡及び体外式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 2027/12/31

R20-080 情報公開 小児におけるCOVID-19パンデミック後の疫学情報の変化に関する研究 小児科 2023/3/31

R20-079
左室駆出率の保たれた心不全に合併した持続性心房細動における、カテー

テルアブレーションの効果の前向き観察研究
循環器内科 2024/12/31

R20-078
同種造血幹細胞移植において移植片中の免疫担当細胞構成が移植成績に及

ぼす影響についての検討
血液・腫瘍内科 2026/12/31

R20-077 川崎病冠動脈瘤を予防するための急性期難治例予測診断法の開発研究 小児科 2023/9/30

R20-076 情報公開
早産児への超早期口腔内母乳塗布による愛着形成や母乳支援、感染予防効

果の検討
小児科 2021/12/31

R20-075 情報公開
HLA一致血縁同種造血幹細胞移植における骨髄移植と末梢血幹細胞移植お

よびATGによるGVHD予防に関する後方視的検討
血液・腫瘍内科 2022/12/31

R20-074 情報公開
小児における抗てんかん薬の効果・副作用および薬物相互作用についての

後方視的検討
小児科 2023/3/31

R20-072 情報公開
パーキンソン病に併発する慢性便秘治療としての酸化マグネシウム製剤と

ポリエチレングリコール製剤の後ろ向き前後比較検討
脳神経内科 2024/10/1

R20-071
初期治療開始までの若年成人期乳がん患者に対する外来看護師の看護実践

と課題
看護部 2025/12/31

R20-070 情報公開
小児における未分化白血病の治療と予後に関する後方視的観察研究

(JACLS-SN-17)
小児科 2022/3/31

R20-069 情報公開
急性心不全入院後の尿道バルーンカテーテル留置期間とリハビリ進行に関

する調査

リハビリテーション技術

科
2021/12/31

R20-068 情報公開
小児がん連携病院を対象とした小児がん医療の質を表す指標（Quality

IndicatorQI ）の作成と小児がん連携病院における適応に関する研究
小児科 2023/3/31

R20-066 情報公開 急性心不全患者における栄養アセスメントが臨床転帰に与える影響 循環器内科 2022/12/31

R20-065 情報公開
パクリタキセル施行乳がん患者における末梢神経障害予防のための圧迫療

法の長期成績
看護部 2025/12/31

R20-064
シネMRI及び拡散強調画像を用いた合併症のない偽腔開存型B型大動脈解離

の予後予測
心臓血管外科 2025/12/31

R20-063
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための調査

（リウマチフレイル調査）
整形外科 2025/3/31

R20-062 情報公開
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

（PROMISE study）
呼吸器内科 2035/12/31

R20-061

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 2027/12/31

R20-060 熱性けいれんを経験した保護者の心的外傷・不安についての調査 小児科 2022/3/31

R20-056 多職種合同の新入職員フォローアップ研修の効果
教育研修・

臨床研究支援センター
2022/3/31

R20-055
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（JSH-J-SKI）
血液・腫瘍内科 2029/9/30

R20-054
新生児仮死による低酸素性虚血性脳症（HIE）に対して脳低温療法を行う児

の瞳孔所見と神経学的予後についての前向き観察による解明
新生児科 2028/3/31

R20-053
超低出生体重児を対象とした新生児期MRI所見と幼児期の情緒・行動に関

する評価との関連調査
新生児科 2027/3/31

R20-052 先天性骨髄不全症候群レジストリ研究 小児科 2025/8/11

R20-051 “院長と語る会”における職員の理解度と職務継続への思い
教育研修・

臨床研究支援センター
2022/3/31
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R20-050 頚椎人工椎間板置換術手術のデータベース構築に関する研究 整形外科 2024/3/31

R20-049 CGHアレイ法とエクソーム解析による小児血液腫瘍性疾患の遺伝子解析 小児科 2023/7/31

R20-048

レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ（LCAT）欠損症の 他

の先天性低 HDL-C 血症との病態比較と脂質代謝関連遺伝子変異の相関に関

する研究

内分泌・糖尿病内科 2024/6/30

R20-047 情報公開
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 2023/12/31

R20-046 情報公開
婦人科癌CBDCA(AUC≧4)含有レジメンにおける制吐療法標準化への取り

組みと評価
薬剤部 2021/3/31

R20-045 情報公開 臍帯血移植における幹細胞輸注方法に関する研究 血液・腫瘍内科 2021/3/31

R20-043 内分泌代謝疾患の遺伝子型・核表現関連等にする研究 新生児科 2027/3/31

R20-041 パーキンソン病患者の運動機能の変化 神経内科 2022/9/30

R20-040 情報公開 愛知県における結節性硬化症の疫学研究 小児科 2025/3/31

R20-038 情報公開 UGT1A1遺伝子多型情報がFOLFIRI療法の治療継続期間へ与える影響 薬剤部 2025/3/31

R20-037
デュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象とした新たな患者レジストリを構

築するための研究（Remudy-DMD）
小児科 2025/2/28

R20-035 情報公開 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 2030/3/31

R20-034 情報公開 自然血気胸手術症例の検討 呼吸器外科 2020/8/31

R20-033 情報公開 ヒト褐色脂肪組織は尿路結石形成を抑制する 泌尿器科 2023/3/31

R20-032 超早産児の運動機能評価 新生児科 2025/3/31

R20-030 情報公開 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 2025/11/16

R20-028
多施設患者登録システムによる、弾性線維性仮性黄色腫の臨床像、自然経

過、予後、病因、治療の反応性の解析
脳神経内科 2029/3/31

R20-027 静脈血栓症の遺伝的素因に関する研究 脳神経内科 2022/3/31

R20-026
パーキンソン病をはじめとする神経筋疾患臨床検体の解析（遺伝子，蛋

白，小分子など）研究
脳神経内科 2025/3/31

R20-025 情報公開 当院におけるカフ型透析カテーテルの使用実態 腎臓内科 2024/3/31

R20-023 三次元歩行分析による小児神経疾患患者の運動機能評価 小児科 2023/3/31

R20-021 情報公開 2015年出生児を対象としたハイリスク新生児医療全国調査 新生児科 2021/9/30

R20-017 情報公開

成人フィラデルフィア染色体陰性precursor B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）

登録症例を対象とした観察研究

血液・腫瘍内科 2024/3/31

R20-015 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 小児科 2029/5/31

R20-014 造血器腫瘍傷害性T細胞の抗原特異性と抗腫瘍活性機序に関する研究 血液・腫瘍内科 2024/7/31

R20-013 情報公開 超低出生体重児の6歳MRIにおける脳voluemeの評価 小児科 2025/12/31

R20-007
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 2024/.3/31

R20-006
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(JALSG-CS17sq-Molecular)
血液・腫瘍内科 2028/2/28

R20-005

日本のNAFLDに関して、超音波エラストグラフィ（フィブロスキャン）と

Fib4 indexを用いた、有病率と線維化ステージ分布に関する多施設共同前

向き観察研究

消化器内科 2024/3/31
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R19-112 情報公開

再発難治濾胞性リンパ腫に対するベンダムスチン＋トレアキシン療法に引

き続く90Y-イブリツモマブ チウキセタン地固め療法と自家末梢血幹細胞移

植の治療成績の比較検討

血液・腫瘍内科 2022/3/31

R19-111 情報公開 心血管疾患の疫学・病態・診断・治療に関する後ろ向き研究 心臓血管外科 2022/12/31

R19-108 情報公開

上顎急速歯列弓拡大法による睡眠時無呼吸症候群(OSAS)に対する予防効果

の検討ー外科的口蓋急速拡大法による上顎狭窄歯列に対する解剖学的変化

と呼吸機能変化の評価ー

歯科口腔外科 2023/3/31

R19-107 情報公開 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 2021/3/1

R19-102
CTG判読力と分娩管理能力向上にむけたDR C BRAVADOシートの活用と勉

強会の有用性
看護部 2020/2/29

R19-100 情報公開 低体温療法中の新生児発作時脳波所見の検討 小児科 2024/12/31

R19-099 情報公開

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(JALSG-CS-17)

血液・腫瘍内科 2028/2/28

R19-095 心不全入院患者における重度サルコペニアの予後への影響
リハビリテーション技術

科
2021/2/28

R19-090 情報公開
小児血液腫瘍性疾患を対象とした二次がん発症に関するケースコントロー

ル研究
小児科 2022/12/31

R19-084 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 整形外科 2027/3/31

R19-083 情報公開
化学療法誘発性末梢神経障害に対する加圧グローブ・ストッキングを用い

た圧迫療法の予防効果の検討
外科 2025/12/31

R19-082 情報公開 NAVAで呼吸管理を行った新生児の後方視的研究 新生児科 2024/3/31

R19-075 情報公開
後産期出血(PPH)に対してバルーンタンポナーデを行った上で産褥搬送さ

れた症例の検討
産婦人科 2021/3/31

R19-073 情報公開 早期リハビリテーションチームの介入はICUでの不動回避に繋がったか 看護部 2020/2/28

R19-070 情報公開
Philadelphia染色体陽性急性リンパ性白血病症例に対する同種造血幹細胞

移植成績の検討
血液・腫瘍内科 2021/3/31

R19-066 情報公開 EUS-FNAにおけるEZ Shot 3 Plus25G針の有用性の検討 消化器内科 2020/12/31

R19-065 情報公開
インターフェロン治療にてSVRを得られなかったC型慢性肝炎症例の予後の

検討
消化器内科 2020/12/31

R19-064 情報公開 サイトメガロウイルス先制治療におけるバルガンシクロビルの有効性 血液・腫瘍内科 2020/3/31

R19-063 情報公開
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 2022/3/31

R19-061
経皮的腎砕石術（ECIRS）における術中体位についての無作為化比較試験

（修正Valdivia位、腹臥位）
泌尿器科 2022/8/26

R19-060
小児難治性マイコプラズマ肺炎に対する高用量ステロイドの効果に関する

多施設共同ランダム化比較試験
小児科 2023/3/31

R19-058 情報公開 当院における65歳以上の高齢者に対しての造血幹細胞移植の後方視的検討 血液・腫瘍内科 2020/7/31

R19-057 情報公開
再発・難治性悪性リンパ腫に対する同種造血幹細胞移植の治療成績の後方

視的検討
血液・腫瘍内科 2020/3/31

R19-052 情報公開 当院におけるミトコンドリア異常症の検討 小児科 2021/3/31

R19-050
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 2024/3/31

R19-049

非血縁臍帯血移植および血縁・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に及ぼす影響につ

いての検討

血液・腫瘍内科 2029/12/31

R19-047 情報公開
分岐部病変に対する冠動脈インターベンションとその予後に関する観察研

究
循環器内科 2020/12/31
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研究課題名 研究責任者所属 終了予定日管理番号

R19-045 肺癌患者における標的抗原の同定とがん微小環境の解析 呼吸器外科 2024/2/11

R19-042 情報公開 当院における大腸憩室出血症例の検討 消化器内科 2020/7/31

R19-035 情報公開
HLA不適合移植後患者の造血器腫瘍再発に対する不適合HLA-DP抗原を抗腫

瘍効果の標的としたT細胞療法の研究
血液・腫瘍内科 2026/12/31

R19-033 情報公開 腎代替療法選択教室の有効性の検討 看護部 2022/3/31

R19-032 情報公開 急性心不全患者における口腔内環境に関する検討 循環器内科 2020/12/31

R19-031 情報公開 急性心不全における基礎疾患・増悪要因が予後に与える影響 循環器内科 2020/12/31

R19-029 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 2023/9/13

R19-025 情報公開
オフポンプ冠動脈バイパス術(OPCAB)術中ランジオロール投与における術

後心房細動(POAF)予防効果についての研究

心臓血管外科・呼吸器外

科
2020/12/31

R19-022 情報公開 新しい新生児発作分類の臨床応用に関する問題点評価 小児科 2022/3/31

R19-020 情報公開 極低出生体重児における生後２８日未満のMRSA保菌と動脈管閉鎖遅延 新生児科 2020/3/31

R19-015
心不全の発症・重症化の高精度予測とそれに基づく最適な治療法の開発の

ための心不全レジストリ
循環器内科 2024/3/31

R19-014
新しいヒス束ペースメーカの長期予後と刺激伝導系の解明を目指した多施

設共同研究
循環器内科 2026/3/31

R19-003 情報公開 ニボルマブ治療の治療成績と有害事象の検討 血液・腫瘍内科 2022/3/31

R18-076 情報公開 小児橈骨頚部骨折の術後中長期成績 救急科 2020/3/31

R18-075 情報公開 手指デグロービング損傷の術後調査 救急科 2020/3/31

R18-069 情報公開
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 2028/8/31

R18-068 情報公開
破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選

択に 関する全国多施設観察研究
外科 2025/12/31

R18-067 情報公開
冠動脈バイパス術後患者に対する冠動脈インターベンションとその予後に

関する観察研究
循環器センター 2021/12/31

R18-065 80歳以上の高齢心不全入院患者の早期リハビリとADLについての検討
リハビリテーション技術

科
2020/12/31

R18-063
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
新生児科 2022/3/31

R18-058 情報公開
「カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-ABレジスト

リ）」（多施設共同研究）
循環器内科 2030/3/31

R18-056 情報公開

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

（2017-2019年度　日本医療研究開発機構事業「冠動脈疾患に係る医療の

適正化を目指した研究」の内容を包括）

循環器内科 2027/3/30

R18-055 情報公開 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-ＥＶＴ/SHDI） 循環器内科 未定

R18-054 情報公開 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 未定

R18-053 情報公開 疫学調査「血液疾患登録」 血液・腫瘍内科 2031/12/31

R18-052
HBV既往感染歴を有する同種造血細胞移植レシピエントに対する、HBワク

チンによるHBV再活性化予防法のランダム化検証的試験
血液・腫瘍内科 2024/3/31

R18-051
低酸素性虚血性脳症児における出生後早期の循環幹細胞および血中サイト

カインの推移
新生児科 2027/3/31
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R18-050
臍ヘルニアに対する臍圧迫療法の有用性についての他施設共同ランダム化

比較試験
新生児科 2024/3/31

R18-045 妊娠中期に入院安静をしている妊婦に対する助産師の捉え方とケア 看護部 2020/3/31

R18-044 情報公開 若年者における冠動脈疾患の特徴と予後に関する観察研究 循環器センター 2023/12/31

R18-043 情報公開 低置胎盤症例に自己血貯血は有用か？ 産婦人科 2019/6/30

R18-039 脳腫瘍の進展における遺伝子異常変化の解析 脳神経外科 2024/3/31

R18-036 情報公開 高齢心不全患者における入院中のADL維持が予後に与える影響の検討 循環器センター 2021/12/31

R18-034 情報公開 当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後妊娠の臨床的検討 産婦人科 2019/3/31

R18-033 情報公開 小児前腕骨骨幹部再骨折における受動喫煙の影響調査 整形外科 2021/3/31

R18-031
絆創膏を用いたドレン創の早期閉鎖に関する比較試験：無作為・非盲検試

験
泌尿器科 2022/3/31

R18-030 尿中代謝物を用いた診断マーカーの探索 小児外科 (外科） 2021/3/31

R18-028
褐色嘔吐を呈した新生児に対する胃洗浄の効果に関する多施設共同ランダ

ム化比較試験
新生児科 2022/3/31

R18-026 情報公開 熱性けいれん児の早期MRI所見 小児科 2022/12/31

R18-025 情報公開 新生児低酸素性虚血性脳症児の脳波所見 小児科 2022/12/31

Ｔ18-001
転移性尿路上皮癌に対する二次化学療法の比較試験：無作為・非盲検・第3

相試験
泌尿器科 2023/3/31

R18-014 情報公開 安城更生病院歯科口腔外科開設5年間の下顎関節突起骨折患者の臨床的検討 歯科口腔外科 2021/3/31

R18-013 腎疾患における原因遺伝子の検索 腎臓内科 2023/3/31

R18-010 手関節・肘関節手術後の経過調査 整形外科 2022/3/31

R18-009
デュピュイトラン拘縮患者を対象としたコラゲナーゼ注射治療と腱膜切除

術後の上肢機能及び費用効果の前向き観察研究
整形外科 2020/12/31

R17-090 情報公開 閉塞性黄疸に対する内視鏡的胆道ドレナージ術の成績 消化器内科 2021/3/31

R17-089 情報公開 当院における術後再建腸管に対するERCPの治療成績 消化器内科 2021/3/31

R17-083 情報公開
急性冠症候群に対する冠動脈インターベンション後の予後に関する観察研

究
循環器内科 2025/12/31

R17-077 情報公開
新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査

- New Japan Cardiac Device Treatment Registry（New JCDTR）-
循環器内科 2023/3/31

R17-076 遠隔医療プラットホームを活用した小児外科医療資源配分最適化への挑戦 小児外科 2026/12/31

R17-075 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 小児外科 2021/11/28

R17-067 遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究（J-HOPE4研究） 緩和ケア内科 2022/3/31

R17-060 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 2020/10/31

R17-059 情報公開

HBs抗原陽性びまん大細胞型 B細胞リンパ腫患者における 、リツキシマブ

併用化学療法後のB型肝炎ウイルス再活性化関連肝障害に関する多施設共同

後方視的観察研究

血液・腫瘍内科 2018/12/31

R17-052 情報公開
高度腎機能障害を有する患者における冠動脈インターベンション後の造影

剤腎症の発生とその予後に関する観察研究
循環器センター 2019/12/31

R17-050 情報公開
未治療の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫に

対する Bendamustineの使用経験
血液・腫瘍内科 2018/10/31

T17-002
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 2023/12/31
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R17-048 情報公開 当院における腹腔内リンパ節腫大に対するEUS-FNAの臨床的検討 消化器内科 2021/11/30

R17-047

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　Fc

dolescent and Children Treatment study (FACTs)

小児科 2022/12/31

R17-040 情報公開 当院におけるHLA不適合非血縁者間移植に対する少量ATGの有効性の検討 血液・腫瘍内科 2022/10/31

R17-036 情報公開 1椎間の頚椎前方固定術でのzero-profile implantの使用経験 整形外科 2018/9/30

R17-032
RSウイルス性細気管支炎に対するプランルカストの有用性についての前方

視的多施設共同研究
小児科 2020/9/30

R17-026
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
新生児科 2026/3/31

R17-022
手指変形性関節症患者に対して用いられる患者立脚型評価票『Functional

Index for and Osteoarthritis』の日本語版作成及び妥当性・信頼性の確認
整形外科 2020/12/31

R17-017 情報公開
レシピエントが有する抗HLA抗体の抗原特異性と反応強度が血縁者間HLA

不適合移植、および、非血縁者間臍帯血移植の生着に与える影響
血液・腫瘍内科 2018/12/31

R17-016 情報公開 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 血液・腫瘍内科 -

R17-010
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 2022/3/7

R17-009
染色体・遺伝子変異が成人急性骨髄性白血病の予後に及ぼす影響に関する

観察研究
血液・腫瘍内科 2020/1/28

R17-008
新生児黄疸における光線療法の照射強度についての前方視的多施設共同非

劣性試験
新生児科 2022/3/31

R17-005 情報公開 当院における移植成績への敗血症の影響 血液・腫瘍内科 2022/10/20

R16-069 情報公開 大動脈・動脈疾患に対するステントグラフト内挿術の有用性の検討 心臓血管外科 2025/12/31

R16-065
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
外科 2024/3/31

R16-059 情報公開 名古屋腎臓病研究コンソーシアム（NNRC） 腎臓内科 2031/6/15

R16-027 J-ORCHESTRA Study 　心臓血管外科 2023/6/30

R16-025 情報公開 移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間HLA半合致移植の全国調査 血液・腫瘍内科 2017/12/31

R16-018
小児およ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
血液・腫瘍内科 2019/5/31

R16-017 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 2023/11/30

R16-014
終末期患者に関わる救急外来看護師・救急隊の看取り観とその関連要因の

分析
救命救急センター 2023/3/31

R16-006 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 泌尿器科 2023/11/30

R16-005 情報公開
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 2029/3/31

R15-046 情報公開 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 血液・腫瘍内科 2025/7/15
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N18-009
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相臨床試験HL-14への参加
小児科 2025/9/30

R15-021 小児固形腫瘍観察研究 小児科 2024/12/31

R15-018
標準的化学療法を行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試験JPLSG-ALB-NHL-14
小児科 2022/8/31

R15-001 情報公開 体外循環症例データーベース登録 臨床工学技術科 未定

H26-07 急性冠症候群の治療経過、予後に関する登録観察研究（多施設共同研究） 循環器内科 2021/12/31

H26-05
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 2021/12/31

192
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疾患

を対象とした前方視的研究
小児科 2035/3/31

85 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 腎臓内科 2028/12/31
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