
実施中 終了 番号 臨床研究審査委員会で審査された臨床研究一覧 所属 研究責任者 研究期間 情報公開 共同研究者(他施設）

2011年度

5月26日 実施中 1 膵嚢胞性疾患の自然史解明の為の経過観察に関する多施設共同研究 （消化器内科） 内田博起
登録１０年、
経過観察１５年

名古屋大学医学部附属病院

6月23日 終了 2 体重を他者へ公開することが減量に有効であるか検証する （看護局） 高山千恵美
   2011/4/25～
2012/4/30

8月25日 終了 3
ＴＡＣＥ施行後の肝細胞癌患者に対するミリプラチンによる再TACE施行の抗腫瘍効果と
安全性の検討

（放射線科） 渡辺賢一
    2011/9/1～
2012/12/31

愛知医科大学医学部

9月22日 終了 4 治療切除不能な進行再発胃癌症例におけるHER2の検討・観察研究 （外科） 石山聡治
　　2011/9/1～
2016/8/31

終了 5
前治療歴を有するHER2強陽性進行再発胃癌症例を対象とするトラスツマブ/パクリタキ
セル併用療法・第Ⅱ相試験

（外科） 石山聡治
　　2011/9/1～
2014/8/31

終了 6 胃全摘術における再建方法別のQOL評価 （外科） 鈴木祐一
　　2011/9/1～
2016/3/31

終了 7
深達度SS以深の切除可能胃がんに対する腹腔内大量洗浄の意義に関するランダム化
比較第Ⅲ相試験

（外科） 鈴木祐一
　　2011/9/1～
2018/9/31

10月27日 終了 8
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おける積極的
併用療法の検討

（循環器内科） 田中寿和
　　2011/11/1～
2015/12/31

終了 9 腎動脈狭窄症に関する前向き多施設共同登録研究 （循環器内科） 三木研
　　2011/5/　～
2013/3/

11月25日 終了 10 早産児簡易脳波の電極部位別振幅値の検討 （小児科） 加藤徹
　　2008/12/1～
2011/7/31

終了 11 看護師の退院支援に関する意識調査 （地域連携室） 宮島さゆり
　　　2011/12/1～
2012/3/31

12月25日 終了 12 自己免疫性膵炎の診断におけるEUS-FNAの有用性に関する多施設共同研究 （消化器内科） 内田博起
　　2012/1/1～
2013/6/30

名古屋大学医学部附属病院

終了 13 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相試験 （消化器内科） 内田博起
　　2012/1/1～
2015/9/30

名古屋大学医学部附属病院

終了 14
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） 飯塚昭男
　　2012/1/1～
2014/8/1

名古屋大学大学院医学系研
究科

終了 15 心臓カテーテル検査時における効果的な保温効果について （看護局） 山本真由美
　　2011/10/1～
2012/4/30

1月26日 終了 16 正期産児の低酸素性虚血性脳症における、脳波およびMRIによる予後予測意義の検討 （小児科） 加藤徹
　　　2004/1/1～
2009/12/31

終了 17
StageⅢ/Ⅳ胃癌切除症例を対象としたティーエスワン＋シスプラチン併用療法の認容性
試験

（外科） 石山聡治
　　2012/2/1～
2017/2/1

18
オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ既治療KRAS遺伝子野生型進行再発大腸
癌に対するセツキシマブ（隔週投与）併用S-1療法の臨床第Ⅱ相試験

（外科） 石山聡治
　　2012/2/1～
2017/2/1



19
オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ既治療KRAS遺伝子変異型進行再発大腸
癌に対するベバシズマブ併用S-1療法の臨床第Ⅱ相試験

（外科） 石山聡治
　　2012/2/1～
2017/2/1

20
オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ既治療KRAS遺伝子変異型進行再発大腸
癌に対するS-1単独療法の臨床第Ⅱ相試験

（外科） 石山聡治
　　2012/2/1～
2017/2/1

終了 21 ストーマ受容に及ぼす影響～術前オリエンテーションの充実～ （看護局） 耳塚加寿美
　　　2011/8/1～
2012/10/31

終了 22 癌患者の退院支援についての検討 （地域連携室） 山根美代子
　　2012/2/1～
2012/2/29

2月24日 終了 23
手術を受ける子供を持つ母親の不安軽減に向けて母親への手術前オリエンテーションの
説明について振り返りを通して

（看護局） 仲紋巳
　　2011/10/1～
2012/9/30

終了 24
術前オリエンテーションによる不安の軽減～術前オリエンテーションブックとDVD視聴によ
る術前訪問を比較して

（看護局） 稲石志津子
　　2012/3/1～
2012/4/30

3月22日 終了 25
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
率に関する観察研究

（血液内科） 山口哲士
　　　2012/2/27～
2019/8/22

終了 26
研修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年生存率に関する観
察研究

（血液内科） 山口哲士
　　2012/2/6～
2021/2/6

2012年度

4月26日 終了 1 バソプレシンキットの中枢性尿崩症患者における臨床研究 （内分泌内科 奥村中
　　2012/4/1～
2012/9/30

5月24日 終了 2
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） 安藤隆之
　　2012/3/　～
2014/2/

終了 3 早期癌におけるアプローチ別の術後栄養状態評価 （外科） 石山聡治
　　2012/6/1～
2014/5/31

6月28日 終了 4
日本人の慢性期慢性骨髄性白血病に対するダサニチブの継続性についての多施設共
同臨床Ⅱ相試験

（血液内科） 山口哲士
　　2012/1/1～
2014/12/31

藤田保健衛生大学

終了 5
治癒切除不能・進行再発大腸癌に対する一次治療としてのXELOX＋ベバシズマブ療法と
ＸＥＬＩＲＩ＋ベバシズマブ療法の多施設共同無作為化第Ⅱ相臨床試験

（外科） 石山聡治
　　2012/7/1～
2014/7/1

終了 6 半固型化栄養法による経鼻経管栄養の導入
（医療技術局リハビ
リテーション室）

長尾恭史
　　2012/7/1～
2013/3/31

終了 7
合併症の重症度判定と運動療法の効果判定に応用する糖尿病患者の下肢筋力基準値
の確立

（医療技術局リハビ
リテーション室）

佐藤武志
　　2010/4/　～
2014/3/

終了 8 運動性失語が音声知覚に与える影響について
（医療技術局リハビ
リテーション室）

堀籠未央
　　2012/7/1～
2013/3/31

中京大学人工知能高等研究
所

終了 9 日本産科婦人科学会へ当院で治療した婦人科悪性腫瘍の症例をオンライン登録する （産婦人科） 榊原克巳
　　2012/1/1～
2013/12/31

7月26日 終了 10 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 （外科） 石山聡治
　　2012/5/31～
2019/5/30

終了 11 高度局所進行直腸癌に対する術後補助化学療法としてのＸＥＬＯＸ療法第Ⅱ相臨床試験 （外科） 石山聡治
　　2012/5/31～
2019/5/30



終了 12 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 （血液内科） 山口哲士
　　2012/4/　～
2016/3/

浜松医科大学

終了 13
初発慢性期の成人慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサニチブの分子遺伝学的
完全寛解達成率の多施設共同前方視的ランダム化比較試験第Ⅲ相臨床試験

（血液内科） 山口哲士
　　2012/4/12～
2017/10/

近畿大学医学部

終了 14 日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象とした観察研究 （血液内科） 山口哲士
　　2010/4/ ～
2018/3/

名古屋大学大学院医学系研
究科

9月27日 終了 15
Noboriステントおよび金属製ステントを用いた無作為化、前向き、多施設共同連続登録臨
床研究

(循環器内科） 根岸陽輔
　　2011/7/25～
2017/7/24

特定非営利活動法人ティー
アールアイ国際ネットワーク

終了 16
高コレステロール血症合併CKD患者の腎マーカーに対するHMG-CoA還元酵素阻害剤ピ
タバスタチンの効果

（腎臓内科） 朝田啓明
　　2012/4/30～
2014/4/30

10月25日 終了 17 日本産婦人科学会周産期登録 （産婦人科） 森田剛文
　　　/　　/
～　　　　/　　/

終了 18
冠動脈病変合併リスクの高い川崎病患者に対する免疫グロブリンと免疫グロブリン・プレ
ドニゾロン初期併用投与の前方視的ランダム化比較試験多施設共同研究

（小児科） 長井典子
　　2012/11/1～
2015/12/31

名古屋大学医学部小児科

11月22日 終了 19
原発性アルドステロン症診療ガイドラインの検証および診断・治療に関するわが国独自
のエビデンス構築に関する研究（PHAS-J3）

(内分泌・糖尿病
内科）

奥村中
　　2012/10/　～
2016/3/

12月27日 終了 20 活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口５－ASA製剤治療に関する実態調査 (消化器内科） 内田博起
　　2012/7/1～
2014/6/30

終了 21
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） 飯塚昭男
　　2013/1/5～
2015/9/30

名古屋大学大学院医学系研
究科

終了 22 脳梗塞急性期患者の認知機能低下がリハビリに及ぼす影響の検討 (脳神経内科） 小林洋介
　　2013/1/4～
2015/3/31

1月24日 終了 23
思春期・若年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（ＡＬＬ２０２
Ｕ－ＥＷＳ）

(血液内科） 山口哲士
　　2013/1/25～
2016/1/25

名古屋大学大学院医学系研
究科

2月28日 終了 24
従来利尿剤を投与しても、入院下で体液是正を要する慢性腎臓病を合併するうっ血性心
不全患者に対してフロセミドを比較対象にトルバプタンの短期および長期での有用性を比
較検討する

（腎臓内科） 朝田啓明
　　2013/　/　～
2015/11/30

3月28日 終了 25
切除不能進行膵癌の二次治療例に対するS-1通常投与法とS-1隔日投与法の無作為化
Ⅱ相試験 SCOTCH trial

(消化器内科） 内田博起
　　2013/1/　～
2015/12/

名古屋大学大学院医学系研
究科

終了 26 腎動脈狭窄症に対するステント治療の治療反応群予測因子の検討 （循環器内科） 三木研
　　2013/1/30～
2017/6/30

終了 27 周産期心筋症（産褥心筋症）における遺伝子解析研究 （循環器内科） 三木研
　　2011/11/1　～
2015/3/301

終了 28 早期臍帯脱落を目指した臍処理方法の検討 （看護局） 浜口敏枝
　　2013/4/1　～
2013/7/31

2013年度

4月25日 終了 1 急性脳症・痙攣重積症例の後方視的解析 （小児科） 辻　健史
　　2013/4/1　～
2013/7/31

名古屋大学大学院医学系研
究科



終了 2 インフルエンザ脳症及び病原の異なる脳炎・脳症のマーカー探索に関する研究 （小児科） 辻　健史
　　2013/4/1　～
2013/7/31

名古屋大学医学部附属病院

5月23日 終了 3 ICDによる持続的STモニタリングの有用性に関する検討（虚血性心疾患） （循環器内科） 田中寿和
　　/　/　　～
2014/12/31

終了 4
リゾリュート・インテグリティを用いた日本の実地臨床における長期の有効性および安全
性に関する前向き多施設共同市販後臨床研究

（循環器内科） 田中寿和
　　2013/2/　～
2016/12/31

終了 5 アジルサルタン錠が高血圧症に与える影響の検討 （循環器内科） 田中寿和
　　　/　　/　　～
2015/9/30

終了 6
左室肥大合併高血圧症例におけるエプレレノン、アリスキレンを用いた治療に関する研
究

（循環器内科） 田中寿和
　　　/　　/　　～
2016/7/

6月27日 終了 7
治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する経口フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキ
サリプラチン、ベバシズマブ併用療法既治療例の二次治療としてのXELIRI＋ベバシズマ
ブ療法の第Ⅱ相臨床試験

（外科） 石山聡治
　　2013/7/1　～
2015/12/31

8
治癒切除不能な進行・再発大腸癌に対する経口フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、イリノ
テカン、ベバシズマブ併用療法既治療例の二次治療としてのXEROX＋ベバシズマブ療法
の第Ⅱ相臨床試験

（外科） 石山聡治
　　2013/7/1　～
2015/12/31

終了 9
StageⅢの治癒切除胃癌に対する術後補助化学療法としてのTS-1＋Docetaxel併用療法
とTS-１単独療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

（外科） 石山聡治
　　2013/7/1　～
2018/7/1

終了 10 東洋紡から発売されるMRSA遺伝子検査試薬の臨床的有用性の評価
（医療技術局検査
室）

堀　光広
　　2013/7/1　～
2018/7/1

終了 11 ERCPを受ける患者様へのオリエンテーション　ERCPパンフレットの導入を試みて （看護局） 長谷礼子
　　2012/9/1　～
2013/11/1

終了 12 当院の頭部血管３DCT検査における造影剤注入条件の最適化に関する検討について
（医療技術局放射
線室）

箕浦健一郎
　　2013/7/1～
2013/9/30

終了 13
（再審査）左室肥大合併高血圧症例におけるエプレレノン、アリスキレンを用いた治療に
関する研究

（循環器内科） 田中寿和
　　2013/7/ ～
2016/7/

7月25日 終了 14 新生児発作症例における上衣下嚢胞の意義 （小児科） 加藤徹
　　2000/1/1～
2013/12/31

終了 15 早産児における通常脳波と簡易脳の判定一致性の検討 （小児科) 加藤徹
　　　2008/1/1～
2013/12/31

終了 16
パーキンソン病における新たな定量的重症度指標の解析と、ゾニサミドによる運動機能
の改善効果判定

（脳神経内科） 真野智生
　　2013/8/1～
2014/3/31

終了 17 高純度EPA製剤の腎保護効果 （腎臓内科） 朝田啓明
　　2013/7/1～
2015/7/1

藤田保健衛生大学医学部

8月22日 終了 18
インスリングラルギン（Ｇ）を使用してBasal supported Oral Therapy(BOT)を行っている２
型糖尿病患者においてインスリンデグルデグ（ＤＧ）に変更後の効果を検証する臨床試験

（内分泌･糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　2013/8/30～
2014/8/31

終了 19 タバコと口腔難治性病変との関連性に関するアンケート調査 （歯科口腔外科） 長尾徹
　　2013/9/1～
2014/8/31

終了 20
初産婦の産褥期における母親役割獲得と実母との関係、出産体験の自己評価との関連
性の検討

（日赤豊田看護大学大
学院看護学科看護学
研究科）

早瀬麻観子
　　2013/8/ ～
2013/11/

日赤豊田看護大学



9月26日 終了 21 腹膜透析患者におけるCGMｓを用いた血糖測定の意義 （腎臓内科） 朝田啓明
　　2013/9/30～
2015/7/31

藤田保健衛生大学医学部

終了 22 足底圧からみた足潰瘍増悪・再発症例の特徴および装具療法の効果に関する検討
（医療技術局リハビ
リテーション室）

品川充
　　2013/10/1～
2015/3/31

終了 23 緊急コールの検証～看護師は心停止前の異常の異常に気づいているか～ （看護局） 森田雅美
　　　2012/4/1～
2013/3/31

10月24日 終了 24
収縮能の保持された心不全（HFPEF)患者を対象としたトルバプタンの短期及び長期投与
の有用性の検討－多施設共同、ランダム化、非盲検試験－

（循環器内科） 間宮慶太
　　2013/10/25～
2015/10/25

11月28日 終了 25
非心原性脳梗塞急性期における選択的トロンビン阻害薬アルガトロバンと抗血小板薬の
有効性と安全性に関するランダム化比較試験

（脳神経内科） 仁紫了爾
　　2013/12/1～
2014/12/1

終了 26 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 （脳神経内科） 小林靖
　　　2013/10/　～
2017/3/

終了 27
胃癌術後患者を対象としたOral nutritional supplements の有効性に関する多施設共同
臨床試験

（外科） 石山聡治
　　2013/12/1～
2015/12/1

12月26日 終了 28 モビプレップの腸管洗浄効果、安全性、患者の受容性についての検討 （消化器内科） 寺本彰
　　　/　　/
～　　　　/　　/

2月27日 終了 29 原発性アルドステロン症と脳卒中に関する研究 （脳神経内科） 小林洋介
　　2014/2/1～
2015/3/31

終了 30
パーキンソン病患者におけるDATスキャンを用いた定量的重症度指標（バイオマーカー）
の解析

（脳神経内科） 真野智生
　　2014/2/1～
2015/3/31

3月27日 終了 31
実施計画書の変更報告：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

（脳神経内科） 小林靖
　　　2013/10/　～
2017/3/

2014年度

4月24日 終了 1 末梢ライン自己抜去予防　ストッキネットの使用を試みて （看護局） 幸田智美
　　2014/4/1～
2014/7/31

終了 2 尿路感染症診断におけるＭＲＩの有用性についての前方視的検討 （小児科） 河野好彦
　　2014/4/25～
2015/3/31

5月29日 終了 3
根治切除可能な進行直腸癌に対する術前化学療法としてのSOX療法とmFOLFOX6療法
の有用性を検討するランダム化第Ⅱ相臨床試験

（外科） 中川暢彦
　　2013/9/1～
2015/8/31

終了 4 がんの知識を普及するために
（地域医療連携
室）

山根美代子
　　2013/9/9～
2014/4/17

終了 5 患者のニーズに沿った助産外来開設を目指して （周産期母性） 加藤緑
　　2014/5/1～
2015/3/31

6月26日 終了 6
放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築に
向けた技術的検討

（医療技術局放射
線室）

鵜野英樹
　　2014/9/26～
2016/3/31

終了 7
活動性の高い大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭挿入術と人工股関節置換術の無作為
割付法による治療成績の比較

（整形外科） 鳥居行雄
　　2014/5/ ～
2019/5/

終了 8 大腿骨頭壊死症患者の治療法の検討 （整形外科) 鳥居行雄
　　2014/5/ ～
2019/5/



終了 9
リゾリュート・インテグリティを用いた日本の実地臨床における長期の有効性および安全
性に関する前向き多施設共同市販後臨床研究の実施計画書の変更

（循環器内科） 田中寿和
　　　2013/2/　～
2016/12/31

7月24日 終了 10 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査（2014） （救急科） 中野浩
　　2014/7/1～
2015/8/31

終了 11
RAS遺伝子野生型潜在的切除可能進行再発大腸癌に対するPanitumumab+mFOLFOX6
療法の早期腫瘍縮小効果に関する検討

（外科） 中川暢彦
　　2014/3/17～
2018/3/16

終了 12
血液培養採取患者でのプレセプシン、プロカルシトニンの敗血症診断における有用性の
検討

（脳神経内科） 小林洋介
　　2014/9/1～
2014/11/30

終了 13
意識障害のある開口困難患者の口腔ケア方法の検討～冷凍パイナップルブラシの効果
について～

（看護局） 山田美華
　　2014/7/ ～
2014/9/

8月28日 実施中 14
保存期慢性腎不全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） 朝田啓明
　　　/　　/
～　　　　/　　/

15
大腸がんにおけるがん関連遺伝子異常プロファイルと臨床病理学的因子との相関に関
する多施設他施設共同研究

（外科） 中川暢彦
　　2014/4/22～
2016/3/31

16
StageⅣ胃癌切除を対象としたカペシタビン+シスプラチン（+トラスツズマブ）療法の忍容
性試験

（外科） 中川暢彦
　　2014/8/5～
2016/8/4

終了 17
非切除悪性中下部胆道閉塞に対するFully Covered Metallic Stentの外径別臨床成績の
多施設共同無作為化比較試験

（消化器内科） 内田博起
　　2014/ / ～
/ /

名古屋大学大学院医学系研
究科
名古屋大学医学部附属病院

終了 18
川崎病におけるヒトヘルペスウイルス6型/7型（human herpesvirus6/7:HHV-6/7)の関与
について

（小児科） 河野好彦
　　2014/9/1～
2015/3/31

終了 19 原発性アルドステロン症と脳卒中に関する研究 （脳神経内科） 小林洋介
　　2014/9/1～
2015/3/31

終了 20 口腔乾燥が著明な患者への保湿の必要性の検討について （看護局） 河合知衣美
　　2014/9/1～
2014/12/26

終了 21
2型糖尿病患者における経口糖尿病薬SGLT2阻害薬の効果を検証する臨床研究につい
て

（内分泌・糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　2014/8/20～
2016/8/20

終了 37 ウイルス感染症の早期診断・モニタリングへのウイルスDNA検出・定量法の応用 （小児科） 河野好彦
　　2014/9/1～
2015/3/31

9月25日 終了 22 Late-preterm児における神経学的予後と脳MRIに関する検討 （小児科） 林誠司
　　2014/9/1～
2015/12/31

名古屋大学医学部附属病院

終了 23
非侵襲的陽圧換気療法（NPPV)中の口腔内乾燥防止のための効果的なリフレケア（保湿
剤）塗布間隔の確立

（看護局） 盛田孝人
　　2014/10/1～
2015/1/31

終了 24
放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築に
向けた技術的検討（再審査）

（医療技術局放射
線室）

鵜野英樹
　　　2014/9/26～
2016/3/31

医療被曝研究プロジェクト

終了 25 緩和ケアの認識調査の評価検討について
（地域医療連携
室）

山根美代子
　　2014/10/9～
2014/10/9

11月27日 終了 26 認知症と聴覚処理障害について
（医療技術局リハビ
リテーション室）

堀籠美央
　　　/　　/
～　　　　/　　/

中京大学人工知能高等研究
所

27
フッ化ピリミジン系抗癌剤を含む初回治療に抵抗性を示した切除不能または進行再発胃
癌に対する早期減量を考慮した二次治療としてのnab-paclitaxel単独療法の臨床第Ⅱ相
試験

（外科） 石山聡治
　　2013/12 ～
2015/1/1

中部臨床腫瘍研究機構
名古屋大学



終了 28
高齢心不全患者における退院指導パンフレットの比較～高齢者の身体的特徴を考慮し
た心不全の退院指導効果

（看護局） 角谷美奈
　　2014/4/1～
2014/9/30

終了 29 「正期産児・後期早産児の新生児脳症における点状白質病変」の論文投稿 （脳神経小児科） 加藤徹
　　　2006/1/1～
2012/12/31

12月25日 終了 30 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 （呼吸器外科） 新美誠次郎
　　2014/9/1～
2015/12/31

長崎大学大学院腫瘍外科

終了 31 SGA性低身長症に対する成長ホルモン補充療法の治療効果とIGF-1に関する検討 （小児科） 林誠司
　　2008/10/～
2014/9/

名古屋大学医学部附属病院

終了 32 岡崎市職員における脳卒中に対する意識調査 （脳神経内科） 小林洋介
　　2015/1/1～
2015/3/7

2月26日 終了 33 2時間毎の体位変換がもたらす睡眠への影響 （看護局） 平岩由佳恵
　　2015/2/2～
2015/9/30

34
下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下直腸切除術における腹腔鏡下側方骨盤リンパ節郭
清の安全性と有効性に関する前向き研究

（外科） 中川暢彦
　　2015/1/22～
2022/1/21

35
再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学
療法としてのmFOLFOX療法またはXELOX療法の至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ
相比較臨床試験

（外科） 中川暢彦
　　2014/2/1～
2023/1/31

終了 36 脳梗塞と原発性アルドステロン症に関する研究 （脳神経内科） 小林洋介
　　2015/2/1～
2016/3/31

2015年度

4月23日 終了 1 手術室の新人指導のためのＤＶＤの作成と、視聴後のアンケート調査 （看護局） 村上由紀
　　2015/4/中旬～
2016/5/上旬

終了 2 口腔外科のパスの薬剤師におけるバリアンス回避への有用性 （薬局） 鈴木大介
　　2015/5/1～
2016/10/30

終了 3
アービタックス・ベクティビックスによる低マグネシウム血症対策としての経口マグネシウ
ム剤の有用性の確認

（薬局） 鈴木大介
　　2015/5/1～
2016/10/30

5月28日 4
治癒切除不能進行再発結腸直腸癌に対するOxaliplatin Stop-and-Go戦略を考慮した
SOX+Bevacizumab療法の有効性と安全性の検討－臨床第2相試験

（外科） 佐藤敏
　　2012/4/1～
2016/3/31

終了 5 アナフィラキシースコアリングあいち（ASCA)の他施設使用成績調査 （小児科） 長井典子
　　2012/12/1～
2016/3/31

愛知小児保健医療総合セン
ター

終了 6 当院での糖尿病運動療法～レジスタンス運動に着目して～
（医療技術局リハビ
リテーション室）

堀友貴子
　　　/　　/
～　　　　/　　/

6月25日 実施中 7 口腔疾患に対する禁煙の効果：多施設共同研究 （口腔外科） 長尾徹
　　2015/10/1～
2018/12/31

総合南東北病院口腔がん治
療センター

終了 8
西三河地域における糖尿病療養指導士への期待　糖尿病専門医と非専門医が求めるも
の

（糖尿病支援委員
会）

吉田照美
　　2015/7/1～
2015/7/31

終了 9 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査（2015） （救急科） 中野浩
　　2015/7/1～
2015/8/31



終了 10 急性期放射線腸炎に対する半夏瀉心湯の効果：多施設第Ⅱ相試験 （放射線科） 渡辺賢一
　　2015/7/　～　　　/
/

名古屋市立大学病院医学系
研究科

11
High-risk StageⅡ/StageⅢ大腸癌術後補助化学療法としてのCapeOX療法におけるオキ
サリプラチン間欠投与と継続投与の有効性と安全性の検討　ランダム化第Ⅱ相臨床試験

（外科） 佐藤敏
　　2014/1/1～
2020/12/31

7月23日 終了 12 ＣＯ2ディテクターを使用した経管栄養チューブの挿入確認 （看護局） 神谷美和
　　2016/8/1～
2016/10/31

終了 13 高度肥満症患者における減量手術の効果を検証する臨床研究について
（内分泌・糖尿病
内科）

鈴木陽之
　　2015/8/1～
2017/8/1

終了 14 足底圧からみた足潰瘍増悪・再発症例の特徴および装具療法の効果に関する検討
（医療技術局リハビ
リテーション室）

品川充
　　2015/7/1～
2017/6/30

終了 15
冠動脈病変合併リスクの高い川崎病患者に対する免疫グロブリンと免疫グロブリン・プレ
ドニゾロン初期併用投与の前方視的ランダム化比較試験多施設共同研究　研究期間の
延長について

（小児科） 長井典子
　　2012/11/1～
/　/

名古屋大学医学部小児科

8月27日 16
胃全摘術における再建法別の長期的QOL評価についての研究～Roux-Y再建とAboral
pouch再建の比較～

（外科） 西鉄生
　　2015/7/24～
2019/6/30

17 StageⅠ胃癌に対する胃全摘術におけるアプローチ別のQOL評価 （外科） 西鉄生
　　2015/7/24～
2015/7/23？

9月24日 終了 18 ヒトメタニューモウイルス感染症に関する多施設臨床調査 （小児科） 須藤祐司
　　　/　　/
～　　　　/　　/

名古屋大学大学院医学系研
究科

終了 19 当科通院中の糖尿病患者における医療費負担意識調査について
（内分泌・糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　2015/10/15～
2015/11/15

10月22日 終了 20
ボルテゾミブおよびレナリドミド治療後再発多発性骨髄腫患者におけるポマリドミドおよび
デキサメタゾン併用療法の有用性に関する国際共同第Ⅱ相試験（AMN001/J-MEN009試
験）

（血液内科） 岩崎年宏
　　2015/10/23～
2017/10/23

終了 21 （再審査）当科通院中の糖尿病患者における医療費負担意識調査について
（内分泌・糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　2015/10/15～
2015/11/15

11月26日 実施中 22
腹膜透析患者における、新たな腹膜潅流用紫外線照射器の腹膜炎発生予防効果に対
する研究

（腎臓内科） 朝田啓明
　　2015/11/27～
2019/12/31

名古屋大学医学部腎不全総
合治療学

終了 23 「早産児脳波のブラッシュ出現量と修正１８ヶ月時の発達指数との相関」の論文投稿 （小児科） 加藤徹
　　2009/1/1～
201３/12/31

終了 24 当院救急外来受診者における岡崎歯科総合センターの認知度調査 （救急科） 小林洋介
　　2015/12/1～
2016/1/31

終了 25 I-statを用いた生化学分析機器の科学的考察
（医療技術局検査
室）

佐藤千歳
　　2015/12/1～
2016/11/30

1月28日 終了 26 絨毛膜羊膜炎と出生直後の新生児プレセプシン値の関連の検討 （小児科） 林誠司
　　　2015/2/1～
2015/10/31

2月25日 終了 27 ＥＳＢＬ産生腸内細菌を用いて早期に検出する
（医療技術局　臨
床検査室）

笹野正明
　　2016/2/1～
2016/5/31



終了 28
当院における大腸内視鏡検査前処置に要する時間について　モビプレップ服用方法の違
いによる前処置完了までの時間差を比較検討

（看護局） 竹内亮太
　　2016/3/1～
2016/3/1

終了 29 血液透析の穿刺痛の軽減方法を検証する （看護局） 伊原麻由
　　　2016/3/8～
2016/8/31

30 ＳｔａｇｅⅠ胃癌に対する噴門側胃切除術と胃全摘術の術後ＱＯＬ評価 （外科） 飯塚彬光
　　　2016/1/1～
2021/12/31

31 ＳｔａｇｅⅠ胃癌における幽門保存胃切除術と幽門側胃切除術の術後ＱＯＬ評価 （外科） 飯塚彬光
　　　2016/1/1～
2021/12/31

3月24日 終了 32
インスリンデグルデク使用中の糖尿病患者においてランタスソロスターへ変更後に効果を
検証する臨床研究、

（内分泌・糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　　2016/4/1～
2018/3/31

2016年度

4月28日 終了 1
PI3K/AKT/mTOR経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞性肺癌の臨
床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き研究

（呼吸器内科） 高原紀博
　　　2015/5/27～
2018/5/26

終了 2
RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化性肺癌の病理学的、分子学的特徴を明らかに
するための前向き観察研究

（呼吸器内科） 高原紀博
　　　2013/1/29～
2017/3/31

終了 3
１８トリソミー児の生存退院に関与する因子についての検討他施設共同研究　１１７例の
後方視的検討

（新生児小児科） 林誠司
　　　2016/5/1～
2017/2/28

実施中 4 重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に資するエビデンスの構築
（内分泌・糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　　2016/5/1～
2021/12/31

終了 5 心臓血管外科手術後のリハビリテーションの実施状況の把握・今後の検討について （看護局） 柘植大
　　　2016/5/1～
2016/10/31

終了 6 当院における胃潰瘍に対するSear Wave Elastographyの検討
（医療技術局　超
音波検査室）

加藤秀樹
　　　2015/5/21～
2016/6/10

終了 7 当院における肝線維化診断法Sear Wave Elastography（SWE）の検討
（医療技術局　超
音波検査室）

玉置左弥
　　　2015/4/14～
2015/11/9

終了 8 ワントラム採用後の癌疼痛患者におけるトラマドール製剤の使用状況調査 （薬局） 河口義典
　　2015/10/1～
2016/3/31

5月26日 9 StagｅⅠ胃癌患者における幽門保存胃切除術と幽門側胃切除術の術後ＱＯＬ評価 (外科) 石山聡治
　　2016/5/1～
2016/10/31

10 StagｅⅠ胃癌における噴門側胃切除術と胃全摘術の術後ＱＯＬ評価 (外科) 石山聡治
　　2016/5/1～
2016/10/31

11 胃癌根治術後の胸部ＣＴ検査における肺結節性病変の検出に関する研究 (外科) 石山聡治
　　2016/5/1　～
2016/10/31

6月23日 終了 12 術前オリエンテーションのブックを用いた不安軽減の試み－VASスケールを用いて－ 看護局 安達めぐみ
　　2016/5/1～
2016/10/31

終了 13 IoTを活用した生活習慣改善支援プログラム開発
（内分泌・糖尿病
内科）

渡辺峰守
　　2016/5/1～
2016/10/31

14
局所進行胃癌・食道胃接合部癌に対する術前化学療法としてのS-1＋オキサリプラチン
併用療法の有効性・安全性について検討する第Ⅱ相試験

(外科) 石山聡治
　　2016/5/1～
2016/10/31



終了 15 熱中症患者の医学情報等の即日登録による疫学調査（2016）
(救命救急セン
ター・救急科)

中野浩
　　2016/5/1～
2016/10/31

終了 16 POCT対応自動血球計数装置３機種の比較検討
（医療技術局　臨
床検査室）

志賀茉莉花
　　2016/7/1～
2016/7/31

7月28日 実施中 17 口腔疾患に対する禁煙の効果：多施設共同研究 (歯科・口腔外科) 長尾徹
　　2015/10/1～
2018/12/31

総合南東北病院口腔がん治
療センター

8月25日 終了 18 人工関節手術症例の登録制度への参加 (整形外科) 鳥居行雄
　　2016/10/1～　　　/
/

終了 19
経尿道的膀胱腫瘍切除術のクリニカルパスを術前オリエンテーションに活用するために
～患者の理解度と看護師の理解度を調査する～

(看護局) 水野佑美
　　2016/8/26～
2016/9/10

9月25日 終了 20
慢性心不全認定看護師が所属する施設における慢性心不全患者の療養環境・療養行
動・QOLに関する調査

(看護局) 細田紗也香
　　2016/8/26～
2016/9/10

兵庫県立尼崎総合医療セン
ター

終了 21
Quenching Probe PCR法を用いた肺炎マイコプラズマ感染症の診断とマクロライド感受性
の鑑別についての検討

（小児科） 鈴井良輔
　　2015/9/1～
2016/9/30

終了 22 急性期に誤嚥性肺炎を合併した大腿骨近位部骨折患者の臨床歴特徴と帰結
（医療技術局リハビ
リテーション室）

田積匡平
　　2012/10/1～
2013/12/31

10月27日 終了 23
心臓血管外科手術後患者のリハビリテーションに対する患者の理解と自主性について～
パンフレット活用の有効性

(看護局) 柘植大
　　2016/11/1～
2017/9/31

24
再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸がん治癒切除例に対する術後補助化学
療法としてのmFOLFOX療法またはXELOX療法の至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ
相比較臨床試験

（外科） 石山聡治
　　2014/2/1～
2024/1/31

11月24日 終了 25 整形外科手術患者の疾患・手術術後日数に応じた心理状態の違い (看護局) 山本倫子
　　2016/11/15～
2017/1/31

終了 26 新生児の胃管固定テープによる皮膚トラブルについて (看護局) 水戸智尋
　　2016/10/22～
2016/11/30

実施中 27
産褥入院期間短縮に伴う母乳育児の効果的な保健指導を目指して～自己効力感を促進
する援助～

(看護局) 中川寿恵
　　2016/12/1～　　　1
年程度

終了 28 悪性胸膜中皮腫に対するカルボプラチンの有用性の検討 （薬局） 鈴木大介
　　2009/1/1～
2014/12/31

12月22日 終了 29 カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌調査 （感染対策室） 辻　健史
　　2017/1/1～
2017/3/31

名古屋大学大学院医学系研
究科

1月26日 終了 30 喫煙関連口腔疾患と禁煙に関するアンケート調査 (歯科・口腔外科) 長尾徹
　　2017/2/1～
2017/2/28

実施中 31 染色法による口腔扁平上皮癌のサージカルマージン決定の評価 (歯科・口腔外科) 長尾徹
　　2017/2/1～
2020/2/1

終了 32
点で触れる自己注射針と面で触れる自己注射針の比較－痛みと使用感に違いはあるか
－

(看護局) 西田　照美
　　2017/2/1～
2018/1/31

終了 33 当科通院中の糖尿病患者における治療満足度調査について (看護局) 西田　照美
　　2017/2/13～
2017/2/17



終了 34 腹膜透析患者の腹膜炎予防に対する手洗い・手指消毒指導法の再検討 (看護局) 加藤　香那
　　2017/2/1～
2017/6/30

終了 35 カルバペネム薬耐性腸内細菌科細菌（CRE）のスクリーニング及び確認検査の研究
（医療技術局　臨
床検査室）

笹野　正明
　　2016/12/1～
2017/12/31

終了 36 運動性失語が音声知覚に与える影響について
（医療技術局リハビ
リテーション室）

堀籠　未央
　　2017/1/20～
2018/3/31

終了 37
患児とその親に同意を得てネブライザー吸入器のマウスピースに匂いをつける工夫を施
行する。

(看護局) 三矢　桃子
　　2017/3/1～
2017/5/31

2月23日 終了 38 第１２次ATL全国実態調査 血液内科 市橋　卓司 　　～　　　2017/3/31 情報公開

終了 39 後天性慢性赤芽球癆における免疫抑制療法と予後追跡調査 血液内科 市橋　卓司
　　最後の登録症例の
観察期間１０年後

情報公開

3月23日 実施中 40 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢者を対象とした前向き観察研究 循環器内科 田中　寿和 2017/4/～2019/4/ 　ＡＮＡＦＩＥ　Ｒｅｇｉｓｔｒｙ

実施中 41 口腔疾患に対する禁煙の効果：多施設共同研究 歯科口腔外科 長尾　徹
　　　2015/10/1～
2019/12/31

終了 30 喫煙関連口腔疾患と禁煙に関するアンケート調査（期間延長） (歯科・口腔外科) 長尾徹
　　2017/2/1～
2017/12/31


