
№ 臨床課題名 診療科 審査日

1 [11C]DPA713PETトレーサーを用いた認知症疾患の病態解明研
究 神経内科 平成26年4月28日

2 同種造血幹細胞移植後ドナー由来白血病・リンパ腫発症に関わる
分子機構の解析 血液内科 平成26年5月2日

3
活動性の高い大腿骨頚部骨折患者に対する人工骨頭挿入術と人
工股関節前置換術の無作為割付法による治療成績の比較（多施
設共同研究への参加）

整形外科 平成26年5月20日

4 手術患者に対するESSENSEプロトコールによる周術期管理多施設
共同前向き臨床試験 消化器外科 平成26年6月3日

5 急速輸血システム 心臓血管外科 2014/6/11

6
進行期非小細胞非扁平上皮肺癌患者に対するシスプラチン＋ペメト
レキセド＋ベバシズマブ導入化学療法後のベバシズマブ＋ドセタキセル
維持療法の有用性を検討する第II相試験

呼吸器内科 平成26年6月19日

7 小児摂食障害外来の初診患者調査 歯科口腔外科 平成26年6月19日

8 多発性筋炎・皮膚筋炎に伴う間質性肺炎に対する治療におけるタク
ロリムスとシクロスポリンの有用性の検証 呼吸器内科 平成26年7月18日

9 小児病棟に入院中の子どもの母親を対象とした採血説明に対する認
識調査 看護部 平成26年7月18日

10 外国人におけるエイズ予防指針の実効性を高めるための方策に関す
る研究 感染症内科 平成26年7月31日

11 進行固形がん患者における静脈血栓塞栓症に関する多施設共同の
前向き観察研究（VISUAL研究） 消化器外科 平成26年7月31日

12 静脈血栓塞栓症前向き追跡研究　AKAFUJI study 循環器内科 平成26年8月22日

13
骨髄破壊的前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間
HLA半合致移植の安全性と有効性の検討　- JSCT Haplo14
MAC -

血液内科 平成26年8月26日

14

非弁膜症性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療周術期に
おける経口Xa阻害薬リバーロキサバンの有効性・安全性評価のため
の登録観察研究 JACRE-R ジェイ・エーカー・アール (Japan
Anti-Coagulation Regimen Exploration in AF Catheter
Ablation Registry- Rivaroxaban  cohort)

循環器内科 平成26年10月7日

15 脳内タウイメージング用放射性薬剤[11C]PBB3を用いた変性性認
知症病態に関する研究 神経内科 平成26年9月8日

16
強度減弱前処置による移植後シクロホスファミドを用いた血縁者間
HLA半合致移植の安全性と有効性の検討 - JSCT Haplo14 RIC
-

血液内科 平成26年9月8日

臨床研究一覧（平成26年度）



№ 臨床課題名 診療科 審査日

17 『静岡県内開催トライアスロンへの参加とレプトスピラ症の発症リスクに
関するコホート研究』 感染症内科 平成26年9月24日

18 JBCRG-M03：HER2陽性進行・再発乳癌に対するトラスツズマ
ブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法の有用性の検討試験 乳腺外科 平成26年9月24日

19 ウイルス性肝疾患における宿主因子およびウイルス因子と病態および
治療効果との関係についての検討 消化器内科 平成26年10月2日

20 スキンテアの実態調査 看護部 平成26年10月2日

21
ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療法によ
る維持療法を利用したベバシズマブ＋パクリタキセル療法の治療最適
化研究－多施設共同無作為化比較第II相臨床試験－

乳腺外科 平成26年10月20日

22 EPA強化栄養剤によるCOPD増悪入院症例への除脂肪体重減少
抑制効果の検討 呼吸器内科 平成26年11月4日

23 ミヤBM（酪酸菌製剤）とサンファイバー（グァーガム分解物）を用い
たシンバイオティクスによる排便コントロールの有効性評価 薬剤科 平成26年11月4日

24
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）

血液内科 平成26年11月27日

25 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（JALSG Burkitt-ALL213） 血液内科 平成26年11月27日

26 成人precursor T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 T-ALL213-O） 血液内科 平成26年11月27日

27

非弁膜症性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療周術期に
おける経口抗凝固薬ワルファリンの有効性及び安全性評価のための
登録観察研究
JACRE-W （ ジ ェ イ エ ー カ ー ダ ブ リ ュ ） (Japanese Anti-
Coagulation Regimen Exploration in AF Catheter
Ablation Registry- Warfarin cohort)

循環器内科 平成26年11月27日

28
初発フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病を対象とし
たダサチニブ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

血液内科 平成26年11月28日

29 イマチニブで分子遺伝学的完全寛解を2年間以上維持した慢性期
の慢性骨髄性白血病症例に対する薬剤中止試験 血液内科 平成26年11月28日

30 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 血液内科 平成26年11月28日

31 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研究 ― 腎臓内科 平成26年12月9日

32 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 血液内科 平成26年12月16日
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33 がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査 呼吸器外科 平成26年12月16日

34 胃静脈瘤に対するヒストアクリル使用登録調査研究 消化器内科 平成26年12月22日

35 心臓弁膜症手術における周術期口腔機能管理の効果 歯科口腔外科 平成26年12月24日

36 全国大腸癌登録事業及び登録情報に基づく研究 消化器外科 平成26年12月24日

37 骨粗鬆症を伴った脊椎変性疾患に対する多椎間脊椎インプラント手
術におけるPTHの骨形成促進作用の臨床研究（RCT研究） 整形外科 平成27年1月15日

38 抗コリン薬内服による口内乾燥に対する口腔ケア製品の有効性に関
する検討 泌尿器科 平成27年1月20日

39
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 － JALSG AML209 Genetic Study
(AML209-GS)

血液内科 平成27年1月20日

40
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

血液内科 平成27年1月20日

41 クレードルを用いた血糖自己測定記録のコンピューターへの取り込み
有用性の検討

内分泌・代謝内科 平成27年2月2日

42 胃癌に対するポルフィマーナトリウムを用いた光線力学療法の治療効
果に関する多施設共同後ろ向き研究 消化器外科 平成27年2月2日

43 『2015年1月における急性期病院勤務者のインフルエンザ罹患リスク
評価に関する症例対照研究』 感染症内科 平成27年2月9日

44 造血幹細胞移植患者の肺移植片対宿主病発症の早期検知におけ
る呼吸抵抗測定装置の有用性の検討 呼吸器内科 平成27年2月9日


