
№ 課題名 診療科 審査日

1
小児気管支喘息におけるロイコトリエン受容体拮抗薬の有効性に寄

与する因子の検討
薬剤科 平成29年4月12日

2
わが国における国内未承認薬を用いた熱帯病・寄生虫病の最適な治

療法の研究
感染症内科 平成29年4月12日

3
職場復帰を目指す同種造血幹細胞移植後患者が直面する問題と対処

看護部 平成29年4月25日

4
徒手筋力計を使用した膝伸展筋力測定方法の検討 リハビリテーション

技術科
平成29年4月25日

5
マラリアに対するキニーネ注射薬の薬効・安全性評価研究

感染症内科 平成29年5月18日

6
浜松市の腎臓病患者における腎生検・血液・尿データベースの構築

腎臓内科 平成29年5月18日

7
ANCA関連血管炎における予後規定因子に関する前向き多施設共同

研究
腎臓内科 平成29年5月18日

8
IgA腎症の診断と予後に関する前向き多施設共同研究

腎臓内科 平成29年5月18日

9
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の臨床疫学的検討

感染症内科 平成29年6月6日

10
主膵管型膵管内粘液産生腫瘍における画像診断の有用性

消化器内科 平成29年6月12日

11
造血細胞移植医療の全国調査

血液内科 平成29年6月12日

12
T790M陽性非小細胞肺がんにおけるPD-L1タンパク発現のオシメ

ルチニブにおける効果予測因子としての役割：前向き観察研究
呼吸器内科 平成29年6月12日

13
進展型小細胞肺癌患者における化学療法誘発性好中球減少症と生存

期間との関連の検討
薬剤科 平成29年6月21日

14
HER2陰性の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたベバシズマブ

とパクリタキセルの併用療法の有用性を検討する観察研究

（JBCRG-C05）

乳腺外科 平成29年6月21日

15
Stage I～ⅢA乳癌切除症例における臨床病理学的因子の測定研究 

（N･SAS-BC 01/CUBC測定研究）
乳腺外科 平成29年6月21日

16
転移・再発乳がんに対するアンスラサイクリン系薬剤とティーエス

ワンのランダム化比較試験（SELECT BC CONFIRM）
乳腺外科 平成29年6月21日

17
エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳癌に対するS-1術後療法ラン

ダム化比較第Ⅲ相試験（POTENT）
乳腺外科 平成29年6月21日

18
エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使

用症例における口内炎予防のための歯科介入無作為化第Ⅲ相試験
乳腺外科 平成29年6月21日

19

JBCRG-M04 (BOOSTER) trial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29年6月21日
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20

JBCRG-M05 (PRECIOUS) HER2陽性の進行・再発乳癌に対するペ

ルツズマブ再投与の有用性を検証する第Ⅲ相臨床研究−ペルツズマ

ブ再投与試験−

乳腺外科 平成29年6月21日

21
乳癌治療薬の筋肉内注射による注射部位硬結予防のための温罨法の

効果に関する研究
看護部 平成29年7月3日

22

乳癌治療薬の筋肉内注射による注射部位硬結予防のための温罨法の

効果に関する研究（第四次研究：乳がん患者を対象にした温罨法の

硬結予防効果に関する実験的研究）
看護部 平成29年7月3日

23

静脈血栓塞栓症における非ビタミンK阻害経口抗凝固薬治療の前向

き追跡研究：KUROSIO study Prospective study of non-vitamin K

antagonist oral anticoagUlants (NOACs) management in

Japanese patients with deep vein thROmbosiSIs and pulmOnary

embolism (DVT/PE)

血管外科 平成29年7月4日

24
静脈血栓塞栓症前向き追跡研究 AKAFUJI study

血管外科 平成29年7月4日

25
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリ

バーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究
血管外科 平成29年7月4日

26
ゾニサミドによるレビー小体型認知症BPSD軽減効果の検証 ―有

効性検証試験―
神経内科 平成29年7月18日

27
院外心肺停止から社会復帰した患者の体験

看護部 平成29年7月19日

28

Ten-years follow-up study for primary total hip arthroplasty with 

Exeter Universal stem. -Relationship between radiographic 

findings and the patient oriented outcome measures (PROMs)-

（エクセターステムを用いた人工股関節置換術の10年成績研究．

レントゲン所見と患者立脚型評価との関係）

整形外科 平成29年8月2日

29
急性膵炎に対するトロンボモデュリンアルファの有用性の検討

消化器内科 平成29年8月14日

30
トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリ

ナート併用療法の効果・安全性評価研究
感染症内科 平成29年8月14日

31
小児アレルギー学会評議員を対象とする呼気NO測定の意識調査

小児科 平成29年8月29日

32
アミノ酸による化学療法時の副作用軽減効果の確認

消化器外科 平成29年9月7日

33
2012年度に当科を受診した周術期口腔管理患者の臨床調査・検討

歯科口腔外科 平成29年9月8日

34

小児期発症の新規バセドウ病を対象とした抗甲状腺剤単独療法と抗

甲状腺剤とコレステロール吸収阻害剤併用療法の多施設共同非盲検

ランダム化比較試験

小児科 平成29年9月20日

35
国内外の先天性および後天性の血友病を含む出血性疾患と血栓性疾

患の調査研究
血液内科 平成29年9月20日
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36

成⾧障害（カルシウム代謝異常・リン代謝異常・骨疾患を含む）、

奇形症候群に関与する原因遺伝子の解析および新規原因遺伝子の探

索
小児科 平成29年9月29日

37 ベルト式骨格筋電気刺激における疲労と刺激時間の検討 リハビリテーション技術科平成29年10月19日

38

JBCRG-M06 (EMERALD) HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラ

スツズマブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラスツズマブ、

ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討する第III相臨床研究
乳腺外科 平成29年10月27日

39

ピロリ菌除菌後健康人における胃粘膜DNAメチル化レベルを用い

た胃がん発生高危険度群の捕捉に関する多施設共同前向きコホート

研究
消化器内科 平成29年11月21日

40
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリ

バーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究
血管外科 平成29年11月28日

41
浜松市における妊娠糖尿病既往女性の２型糖尿病発症に関する多施

設共同前向き観察研究
内分泌・代謝内科 平成29年12月6日

42
疫学調査「口腔がん登録」

歯科口腔外科 平成29年12月6日

43
アミノ酸による化学療法時の副作用軽減効果の確認

消化器外科 平成29年12月20日

44
ゾニサミドによるレビー小体型認知症BPSD軽減効果の検証 - 有

効性検証試験 -
神経内科 平成30年1月16日

45
「渡航前相談レジストリの多施設ネットワーク構築と診療支援ツー

ルの開発・利用」参加について
感染症内科 平成30年1月29日

46
重症呼吸不全患者への早期経腸栄養における高たんぱく質投与の有

効性・安全性評価
呼吸器内科 平成30年1月29日

47
喘息児を対象とした吸入アレルゲン感作パターンによる気道炎症関

連バイオカーの比較検討
小児科 平成30年1月29日

48
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 平成30年2月6日

49

実地臨床におけるエベロリムス溶出性ステント(Xience VTM)とシ

ロリムス溶出性ステント(Cypher SelectTM+）の有効性及び安全性

についての他施設前向き無作為化オープンラベル比較試験：⾧期追

跡試験（RESET Ex.試験）

循環器内科 平成30年2月6日

50

「Direct-acting Anti-viral Agents (DAAs)による Interferon free

regimen の抗ウイルス効果および鉄代謝・脂質代謝・肝線維化改善

効果の検討V (DAAs in Hamamatsu-StudyV)」
内視鏡科 平成30年2月6日

51
側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究

整形外科 平成30年2月19日

52
尿分析による悪性腫瘍のスクリーニングに関する試験研究

呼吸器外科 平成30年2月20日
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53

既治療のEGFR遺伝子変異陽性進行期非扁平上皮非小細胞肺癌患者

におけるドセタキセル＋ラムシルマブ併用療法 第II相試験

(HSR1701)：前向き観察研究
呼吸器内科 平成30年3月8日

54
HLA 1座不適合非血縁者間骨髄移植における従来型GVHD予防法と

抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン併用GVHD予防法の無作為割付比較

試験

血液内科 平成30年3月9日

55
プリックテストの少量食物負荷試験陰性的中率の検討

小児科 平成30年3月15日

56

SATAKE･HotBalloonカテーテル使用症例に対する全国観察研究

HotBalloon Pulmonary Vein isolation Registry Study−HARVEST 

Study−
循環器内科 平成30年3月15日


