
全課題、関連医療機関に被
験者紹介依頼のレターを定
期的に送付し、他の医療機
関と連携を取っています。

被験者組み入れ促進
CRCサポートの充実

看護師、薬剤師、検査技師の
様々な職種のCRCが各専門性を
活かし協働しています。
臨床薬理認定CRC、がん臨床研
究専門職、SoCRA認定、GCPパス
ポート、GCPエキスパート取得
のCRCが在籍しています。1課題
につきCRC2名が担当し、さらに
チーム制をとり、充実した
サポート体制となっております。
新人CRCの教育にも力を入れ、
試験の質の向上に努めています。

薬剤管理の徹底

温度逸脱対策として、自動
で薬剤部内での警報ラン
プ・警報音、担当者への
メール通知が行われます。
また、非常用電源に常時接
続しており、停電等の心配
もありません。
薬剤部全員を治験薬管理補
助者として指名しており、
人数も多いために、非盲検
薬剤師の対応も可能です。

常温、冷所はもちろん、恒
温槽、－80℃以下の超低温
槽、－150℃以下液体窒素
保管庫など、対応経験があ
ります。
常時5分間隔で温度を記録
しており、HPに公開してお
ります。

安全な治験薬剤保管

名古屋医療センターの実施体制

お問い合わせ先
名古屋医療センター臨床研究センター
臨床研究企画管理部 研究管理室

TEL 052-951-1111
MAIL yonejima.tadashi.ab@mail.hosp.go.jp

カットドゥスクエア導入、
電子カルテの遠隔閲覧シス
テムを導入し、業務の効率
化を目指しています。

電磁化の推進
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数字で見る
名古屋医療センターの治験

＜エントリー期間中53課題における各診療科の割合＞
（2020年11月末時点）

＜治験実績＞
（2019年度 治験 新規受託課題 国内/国際共同、治験PHASEの割合)

院長 挨拶

名古屋医療センターは、全国140の国立病院
機構病院のなかでも臨床研究・治験を推進する
中心的な役割があります。これまでに組織・機
能が整備され、素晴らしい実績を積み重ねてき
ています。これからも、質の高い臨床研究・治
験を患者さんに安全に届けられるよう病院全体
で支援をしてゆきます。ご支援のほど、よろし
くお願いいたします。

臨床研究センター CRC室 紹介

当院は診療科32科を持つ総合病院であり
様々な疾患に対する治験を行っております。
CRCが他部門とのきめ細かく迅速なコーディ
ネートを行い、治験が円滑に進むよう心掛け
ております。

<CRC室の取り組み>
■ホームページに、患者さん向け

治験実施一覧を掲載しております。
■キックオフ後に関連医療機関に
被験者紹介のお願いレターを送付
しております。
■定期的に関連医療機関に実施中の
治験一覧のレターを送付しており
ます。

院長 長谷川 好規

センター長 永井宏和

CRC室 メンバー

■血液内科を中心とし、様々な診

療科で治験を行っております。

■当院の感染症内科は、愛知、

岐阜、三重および静岡県からなる

東海ブロックのエイズ診療ブロッ

ク拠点病院 として、また、愛知県

のエイズ診療中核拠点病院として、

東海地方および愛知県における

HIV感染者診療の中心的役割を

担っています。

＜治験受託研究費＞

第 位
東海北陸グループ18施設中 第 位

％

＜終了課題の実施率＞
（2020年4月～9月）

血液内科
41%

呼吸器内科・腫瘍内科
11%

呼吸器内科
9%

小児科
9%

脳神経内科
8%

感染症内科
6%

膠原病内科
4%

整形外科・
リウマチ科

4%

その他
8%

国立病院機構病院140施設中



診療科のご案内

これまでも多くの治験に対応してきました。
患者さんもいろいろな疾患の方がみえますので、
幅広い分野でご協力できると思います。これか
らも積極的に治験に取り組みたいと考えており
ます。

永井 宏和 飯田 浩充

沖 昌英

【主な疾患名】肺癌、気管支喘息、COPD、肺炎

呼吸器内科は、肺がん、気管支喘息、肺炎、呼吸
不全などを中心とする呼吸器疾患一般の診療と臨
床研究に従事しています。今後とも、肺がんに限
らず難治固形腫瘍を対象とする新薬開発に全力を
投入したいと考えています。

脳神経内科では年間500例以上の脳卒中患者の治
療を行っています。急性期の治験があれば積極的
に参加させていただきたいと思います。
また、てんかんや自己免疫性神経疾患（MS、MG、
CIDPなど）の患者も多いので、治験があればぜひ
相談させてください。

【主な疾患名】脳梗塞、脳梗塞脳内出血、てんかん
パーキンソン病、認知症

岡田 久 小林 麗

【主な疾患名】ＨＩＶ

愛知県のエイズ診療中核拠点病院として、
東海地方および愛知県におけるHIV感染者診
療の中心的役割を担っています。

横幕 能行

臨床試験の経験豊かな整形外科・リウマチ専門医が、
関節リウマチ、骨粗鬆症、変形性関節症など多数の
患者さんに積極的な治療を行っています。人工関節
置換術も多く行なっています。関節リウマチに関す
る新規生物学的製剤・JAK阻害剤などの治験には積
極的に参加したいと考えております。 佐藤 智太郎 金子 敦史

【主な疾患名】リウマチ、人工関節置換術、膝関節症、
股関節症

（がん薬物療法）
抗悪性腫瘍薬・支持療法薬に対応します。全固形がん
を診療対象としています。乳腺・肺・GI・婦人科・泌
尿器・頭頸部など、特に，乳腺・肺・GIの症例が豊富
です。全ての化学療法を腫瘍内科医が実施しています。
臓器を問わずがん関連のことはご相談ください。 北川 智余恵

【主な疾患名】乳がん、消化器がん、肺がん、その他

【主な疾患名】SLE 、シェーグレン症候群、関節リウマチ、
多発性筋炎/皮膚筋炎、強直性脊椎炎、乾癬性関節炎、
膠原病性肺高血圧症、顕微鏡的多発血管炎、その他血管炎

SLE､関節リウマチなどの膠原病、自己免疫疾患に対
して新規薬剤や治療法の開発などをご提供頂ける
治験が有りましたら当院研究管理室・治験担当者
にご相談ください。

【主な疾患名】リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、MDS

片山 雅夫

【主な疾患名】リンパ性白血病、リンパ腫、滑膜肉腫
平滑筋肉腫、小児アレルギー

抗がん薬、免疫治療薬、支持療法薬、抗菌薬な
どがん治療に係る診断・治療薬の治験に積極的
に取り組んでいます。小児のみならず、思春
期・若年成人の患者組み入れが可能です。

関水 匡大服部 浩佳 二村 昌樹



診療科のご案内

山下 健太郎

外科では、これまでも消化器がん、乳がんを中心に治験を多
数行ってきました。がん、救急疾患、一般外科疾患の手術を
多数行っておりますので、抗がん剤のみならずいろいろな分
野でご協力できるかと思います。積極的に治験に取り組みた
いと考えておりますので、何でもご相談ください。

【主な疾患名】大腸がん、胃がん、乳がん

【主な疾患名】乾癬、アトピー性皮膚炎、
強皮症(膠原病のフォロー含む)、難治性潰瘍

【主な疾患名】尿路上皮がん、前立腺がん、腎結石、
尿路結石、前立腺肥大症

泌尿器科では、主に前立腺がん、尿路がんの治験に参加してき
ました。
化学療法に関しての治験は、腫瘍内科とともに多種多様な治験
に協力できる体制を構築しています。

【主な疾患名】潰瘍性大腸炎、胃がん、クローン病
肝がん、膵炎

消化器がんの治療経験、成績、業績は全国トップクラス
であり、多数の患者さんの紹介があります。潰瘍性大腸
炎、クローン病に対する生物学的製剤、分子標的薬を用
いた新しい治療法を導入しています。肝臓専門医のもと
にB型肝炎、C型肝炎に対する最新の治療も行っています。
治験についても積極的に取り組みたいと考えています。

循環器内科では脳血管疾患の一次予防から、心肺停止症例まで幅広く
対応できます。最近は下肢動脈等へのカテーテル治療、不整脈アブ
レーション治療、ペースメーカー（CRT,ICD含む）、肺血栓塞栓症治療
が増加しております。又、慢性心不全管理改善に多職種で対応するこ
とに取り組んでおります。理学療法士、心不全管理認定看護師、臨床
工学技士も複数おり、疾病管理の質は向上しております。治験にも全
員で積極的に参加したいと思っております！

【主な疾患名】心不全、心房細動、虚血性心疾患、
不整脈

【主な疾患名】慢性腎臓病、糖尿病性腎症、腎性貧血
ネフローゼ症候群、急性腎障害 、慢性糸球体腎炎

中村 智信

糖尿病性腎症や糸球体腎炎、ネフローゼ症候群などの慢性腎臓病
の患者さんが多く通院されており、治験にも積極的に参加したい
と思います。
維持透析は行っておりませんが、それ以外の腎臓領域に関する治
験がありましたら、ご相談ください。

【主な疾患名】糖尿病、甲状腺機能低下症/亢進症

多くの1型、2型糖尿病患者をフォローアップしており、これま
でに新規インスリン、経口糖尿病薬、合併症治療薬の治験を多
数行っています。
下垂体および副腎など内分泌疾患の治験も可能です。

山家 由子

須﨑 法幸

脳神経外科は脳腫瘍、脊髄疾患、てんかん、パーキンソン病、脳
血管障害等なんでも臨床を積極的に行っていますが、治験も積極
的に取り組みたいと考えております。
何でもご相談下さい。

【主な疾患名】頭蓋内損傷、脳内出血、くも膜下出血
クッシング病、脳腫瘍

片岡 政人 竹田 伸

皮膚科では特に皮膚腫瘍に関しては病理部医師と連携し正確な診
断のもと、手術、化学療法、放射線治療を行っています。
皮疹が病態の主体となる膠原病（全身性エリテマトーデス、皮膚
筋炎、強皮症、結節性多発動脈炎、シェーグレン症候群）におい
ては、膠原病内科、整形外科、眼科などの他科と協力して治療に
あたっています。 清水 真

吉野 能

島田 昌明 平嶋 昇
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