
2019.9.10 現在

整理番号 研究課題名

情報公開⽂書URL

（URLをクリックすると、
研究に関する公開情報を

ご覧いただけます）

診療科 研究責任者
対象疾患

（整理番号︓2019-
001以降の課題より記

載）

臨床試験登録、結果の公表等
（研究課題によって臨床試験登録サイトが異なります。以下のサイト
参照）
・「UMIN●●･･･」→UMIN-CTR
（http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm）
・「NCT●●･･･」→JAPIC
（http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp）
・「JMA●●･･･」→JMA CCT
（https://dbcentre3.jmacct.med.or.jp/jmactr/）
・「R●●･･･」→ClinicalTrials.gov 
（https://clinicaltrials.gov/）

2019-201 B細胞性急性リンパ性⽩⾎病におけるターゲットキャプチャーRNA-Seqを⽤いたサブタイプ診断の
実⾏可能性に関する研究（H31-NHO(⾎液)-02 臨床研究センター 安⽥　貴彦 B細胞性急性リンパ

性⽩⾎病

2019-031
進⾏・再発胃癌の⼆次治療におけるラムシルマブ・ナブパクリタキセル併⽤療法（Ram+nab-
PTX）及びラムシルマブ・パクリタキセル併⽤療法（Ram+PTX）の有効性及び安全性に関す
る後⽅視的研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-031_1908.pdf 腫瘍内科 ⿃居　厚志 進⾏・再発胃癌 なし

2019-027 抗HER2抗体薬への治療効果を予測するマーカーとしての⾎中cell free DNAを⽤いたHER2
遺伝⼦増幅解析の意義に関する研究（TROX Study-A2） 外科 ⽚岡　政⼈ 胃癌 UMIN000036867

2019-026 化学療法に対する治療抵抗性を予測する胃癌ゲノム情報に関する探索的研究（TROX 
Study-A1） 外科 ⽚岡　政⼈ 胃癌 UMIN000036865

2019-024 当院に⼼不全で⼊院する患者の退院時栄養状態と再⼊院の関連について https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-024_1908.pdf 栄養管理室 ⼩野⽥　慎平 ⼼不全 なし

2019-022 HIV陽性者の健康と⽣活に関する全国調査 感染症内科 横幕　能⾏ HIV感染症 なし

2019-020 ETVまたはTDFからTAFに切り替えたB型慢性肝疾患患者の治療経過と肝硬度変化 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-020_1907.pdf 消化器内科 平嶋　昇 B型慢性肝疾患 なし

2019-019 脳⾎栓回収療法における1 passでの有効再開通の効果について https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-019_201907.pdf 脳神経外科 浅井　琢美 脳主幹動脈閉塞によ

る急性期脳梗塞 なし

2019-018 ⼼臓外科術後に歩⾏⾃⽴が遅延する要因について https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-018_1907.pdf リハビリテーション科 ⽔⾕　圭佑 ⼼臓外科術後 なし

2019-017 80歳以上の⾼齢者に対する脳⾎栓回収療法の成績 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-017_201907.pdf 脳神経外科 浅井　琢美 脳主幹動脈閉塞を

伴う脳梗塞 なし

2019-016 脳⾎管撮影後のTRバンドによる⽌⾎管理についての検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-016_201907.pdf 脳神経外科 浅井　琢美 頭頚部⾎管障害、

頭頚部腫瘍 なし

2019-014 ⾎液製剤によりHIV, HCVに重感染した患者の治療の標準化を⽬指した研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trail2019-014_1906.pdf 感染症内科 横幕　能⾏ HIV、HCV なし

2019-013 急性リンパ性⽩⾎病における分⼦遺伝学的検査の意義と実⾏可能性を検証するための多施設
共同前向き観察研究 ⼩児科 前⽥　尚⼦ 急性リンパ性⽩⾎病 UMIN000035689

2019-012 当院における乳がん患者の乳房補整に関する実態調査〜看護ケア向上にむけて〜 看護部 前⽥　純 乳がん なし

2019-011 造⾎器腫瘍遺伝⼦パネルの開発 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-011_1906.pdf 臨床研究センター 眞⽥　昌 造⾎器腫瘍 なし

2019-010 再発・難治性の多発性⾻髄腫患者に対するpomalidomideの治療成績 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-010_1905.pdf ⾎液内科 平野　⼤希 多発性⾻髄腫 なし

2019-009 ホジキンリンパ腫に対する同種移植前後のPD-1阻害薬投与の安全性に関する全国調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-009_1905.pdf ⾎液内科 飯⽥　浩充 悪性リンパ腫 なし

2019-008 乳児湿疹の存在とアレルギー感作・発症との関係 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-008_1905.pdf ⼩児科 ⼆村　昌樹 アレルギー疾患 なし

2019-007 アジア⼈の⾮⼩細胞肺癌における個別化医療の確⽴を⽬指した、遺伝⼦スクリーニングとモニタリ
ングのための多施設共同前向き観察研究 呼吸器内科・腫瘍内科 ⼩暮　啓⼈ ⾮⼩細胞肺癌 なし

2019-005 根治切除不能局所進⾏⾮⼩細胞肺癌に対する化学放射線療法後デュルバルマブ維持療法の
バイオマーカーを探索するための多施設前向き観察研究 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄

根治切除不能局所
進⾏⾮⼩細胞肺が
ん

UMIN000035916

2019-004 driver oncogeneを有する切除不能⾮⼩細胞肺がんにおける免疫チェックポイント阻害薬の有
⽤性と安全性を検討する後ろ向き研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2019-004_1906.pdf 腫瘍内科 ⽩⽯　和寛 ⾮⼩細胞肺がん なし
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2019-003 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 ⾎液内科 飯⽥　浩充 造⾎器腫瘍 なし

2019-002 びまん性肺疾患に対する経⿐気管⽀内挿管下に⾏う細径気管⽀鏡下クライオ⽣検の安全性/
有効性の検討 呼吸器内科 沖　昌英 びまん性肺疾患

2018-211 左室機能の保たれた⾮閉塞型肥⼤型⼼筋症における⼼不全と睡眠時無呼吸症候群との関連
性に関する研究（H30-NHO(循環)-02） 循環器内科 ⼭⽥　⾼彰 UMIN000036187

2018-210 ⾷道表在扁平上⽪癌の原発巣の病理学的評価を基にしたリンパ節転移の予測モデルの確⽴を
⽬指した探索研究（H30-NHO(癌消)-01）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-210_201903.pdf 消化器内科 島⽥　昌明

2018-209 ⼈⼯知能を⽤いた眼科診療⽀援システムの構築
（H30-NHO(感覚)-03）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-209_201904.pdf 眼科 廣瀬　浩⼠ なし

2018-208 「NHOプログラムによる⾳声・嚥下障害訓練法を⽤いた、客観的有効性評価指標としての⾎中
サブスタンスP値の変動と相関に関する研究（H30-NHO(感覚)-05）」 ⽿⿐咽喉科 三澤　逸⼈ UMIN000035080

2018-207 消化器内視鏡洗浄の標準化を⽬指した洗浄⼯程の⾒直しに関する多施設共同研究（Ｈ30-
NHO（消化）-01）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trail2018-207_201902-1.pdf 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2018-206 関節リウマチ関連間質性肺病変の低分⼦代謝産物バイオマーカーの探索　H30-NHO(免疫)-
01

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-206_1811.pdf 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2018-205 先天性難聴のゲノム解析による遺伝的要因と臨床像の包括的解明および有⽤性の⾼い遺伝
学的検査の開発　H30-NHO(感覚)-01 ⽿⿐咽喉科 三澤　逸⼈ なし

2018-204 本邦における成⼈⿏径ヘルニア術後慢性疼痛の実態調査とリスク因⼦解析-多施設共同前向
きコホート研究-　H30-NHO(外科)-01 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000033936

2018-203 ⻑引く咳嗽に対する新規診断・治療アルゴリズムの有⽤性を検討する⾮ランダム化⽐較試験
（H29-NHO(免疫)-02） 呼吸器内科 重松　⽂恵 UMIN000031854

2018-202 ⽇本⼈⾃⼰免疫性肝炎（AIH）に関する分⼦疫学研究　H29-NHO（肝）-01 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2018-202_1806.pdf 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2018-199 ⽇本における関節リウマチ患者の現状と問題点を全国的に継続的に明らかにするための共同臨
床研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-199_1905.pdf 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2018-107 気道狭窄病変に対する気管ステントの縫合による外固定の効果と安全性に関する検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-107_1904.pdf 呼吸器内科 丹⽻　英之 なし

2018-106 当院における遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)拾い上げの取り組み https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trai2018-106_201904.pdf 遺伝診療科 ⽥⼝　育 なし

2018-105 職域での健診機会を利⽤した検査機会提供の有⽤性の検討（KENSHIN@WORK 
study）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-105_1905.pdf 感染症内科 横幕　能⾏ なし

2018-102 眼球付属器原発MALTリンパ腫に対する放射線治療の臨床成績 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-102_201903.pdf 放射線科 宮川　聡史 なし

2018-101 外来放射線療法中の消化器がん患者における栄養状態の実態調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-101_1905.pdf 看護部 ⼩栗　あゆ⼦ なし

2018-100 苦痛のスクリーニングを⽤いた思春期・若年成⼈世代の苦痛に関する検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-100_201903-1.pdf 薬剤部 林　誠 なし

2018-99 Bendamustineによる遅発性⽪膚障害のリスク因⼦に関する調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-099_201903.pdf 薬剤部 井上　裕貴 なし

2018-98 間質性肺炎合併⼩細胞肺がんの2次治療以降における安全性についての後ろ向き症例集積研
究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-098_201902.pdf 呼吸器内科 丹⽻　英之 なし

2018-97 当院におけるヒストアクリルを⽤いた内視鏡的胃静脈瘤治療の治療成績と⼿技の極意 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-97_1904.pdf 消化器内科 岩瀬　弘明 なし



整理番号 研究課題名

情報公開⽂書URL

（URLをクリックすると、
研究に関する公開情報を

ご覧いただけます）

診療科 研究責任者
対象疾患

（整理番号︓2019-
001以降の課題より記

載）

臨床試験登録、結果の公表等
（研究課題によって臨床試験登録サイトが異なります。以下のサイト
参照）
・「UMIN●●･･･」→UMIN-CTR
（http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm）
・「NCT●●･･･」→JAPIC
（http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp）
・「JMA●●･･･」→JMA CCT
（https://dbcentre3.jmacct.med.or.jp/jmactr/）
・「R●●･･･」→ClinicalTrials.gov 
（https://clinicaltrials.gov/）

2018-96 PREDICT1での⾎液検体を⽤いたカルボプラチン＋ペメトレキセド併⽤療法の後治療としての免
疫チェックポイント阻害薬の効果予測に関する後ろ向き多施設共同研究(PREDICT1サブ解析)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-096_1903.pdf 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 なし

2018-95 「RAS遺伝⼦野⽣型切除不能進⾏・再発⼤腸癌における⼆次治療FOLFIRI+ラムシルマブ併
⽤療法の第Ⅱ相試験（JACCRO CC-16）」におおけるバイオマーカー研究 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000034885

2018-94 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） https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-094_201904.pdf 循環器内科 富⽥　保志 UMIN000028288

2018-93 「本邦集中治療室における早期リハビリテーションとPost intensive care syndromeに関する
多施設前向き観察研究」

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-93_201904.pdf リハビリテーション科 森⽥　恭右 なし

2018-92 ⾻髄不全患者を対象としたHLA-Aアレル⽋失⾎球の検出（多施設共同研究） ⾎液内科 平野⼤希 なし

2018-91 ⾷道裂孔ヘルニア・胃⾷道逆流症の外科治療の全国実態調査-本邦における⼿術適⽤・⼿術
術式の提案に向けて-

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-091_201902.pdf 外科 ⽚岡　政⼈ なし

2018-90 同種臍帯⾎移植におけるmethotrexate(MTX)およびmycophenolate mofetil(MMF)の
投与量に関する後⽅視的研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-090_201901.pdf ⾎液内科 飯⽥　浩充 なし

2018-88 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

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-088_201904.pdf 腎臓内科 中村　智信 なし

2018-87 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（JACLS-
SN-17）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-87_201904.pdf 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2018-86 当院におけるHIV⺟⼦感染対策としての抗HIV療法の現状 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-086_201811.pdf 薬剤部 福島　直⼦ なし

2018-85
臨床病期IA期⾮⼩細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診断された3 cm以下の孤⽴性
肺腫瘍（⼿術不能例・⼿術拒否例）に対する体幹部定位放射線治療のランダム化⽐較試験
（JCOG1408）

呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000021029

2018-84 病理診断⽀援のための⼈⼯知能（病理診断⽀援AI）開発と統合的「AI医療画像知」の創
出

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-84_201902.pdf 病理診断科 ⻄村　理恵⼦ なし

2018-82 肺腫瘍に対する体幹部定位放射線治療（SBRT）の多施設共同前向き観察研究 放射線科 宮川　聡史 なし

2018-81 急性期脳梗塞症例に対する⾎栓回収療法後の失語症の重症度と機能的予後との関連 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-081_1812.pdf リハビリテーション科 ⾦⾕　貴洋 なし

2018-80 ⾼悪性度B細胞リンパ腫の臨床病理学的検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-080_1812.pdf 病理診断科 ⻄村 理恵⼦ なし

2018-79 広範囲の初期虚⾎性変化を有する脳主幹動脈急性閉塞症に対する⾎管内治療の有効性に
関するランダム化⽐較対照試験 脳神経外科 浅井　琢美 R000038184

2018-78 前⽴腺癌⼿術後⽣化学的再発例に対する救済放射線治療の多施設後向き観察研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trail2018-078_201812.pdf 放射線科 宮川　聡史 なし

2018-77 全静脈⿇酔下の緊急コイル塞栓術中における体温管理 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-077_1812.pdf 診療部 加藤　美奈⼦ なし

2018-75 脳⾎管内治療に関する診断参考レベル構築のための医療被ばく実態調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-075_1812.pdf 脳神経外科 浅井　琢美 なし

2018-74 末梢性T細胞リンパ腫、⾮特異群及び⾎管免疫芽球性T細胞リンパ腫に対する移植⾮適応症
例に関する後⽅視的解析

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-074_201902.pdf ⾎液内科 永井　宏和 なし

2018-73 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 ⾎液内科 飯⽥先⽣ UMIN000034113

2018-72 稀少⼩児遺伝性⾎液疾患における原因遺伝⼦の探索研究 ⼩児科 前⽥　尚⼦ なし
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2018-71 ⼤腸癌術前化学療法後切除標本を⽤いた免疫チェックポイント分⼦及び癌関連遺伝⼦異常の
プロファイリングの研究（KSCC1301-A2）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-071_1811.pdf 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000031045

2018-70 ⾮特異的な症状で救急外来を受診した⾼齢者の重症度に関わるリスク因⼦に関する後ろ向き
観察研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-070_201810.pdf 集中治療科 近藤　貴⼠郎 なし

2018-66 ⼩児造⾎器腫瘍におけるクリニカルシーケンスの実⾏可能性に関する研究 ⼩児科 堀部　敬三 UMIN000034243

2018-65
急性期虚⾎性脳卒中の再開通療法における施設間医療連携に関する調査研究(Part 1, 
Drip & Ship法に関する調査研究)
(Part 2, MTに関する調査研究)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2018-065_1810.pdf 脳神経外科 浅井　琢美 なし

2018-64 乳房腫瘤に対する超⾳波カラードプラ法の診断基準構築と標準化に関する多施設共同研究
(CD-CONFIRM)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-64_201903.pdf 乳腺外科 森⽥　孝⼦ UMIN000032298

2018-61 思春期の⼩児がん経験者における⾝体活動と健康関連QOL ⼩児科 堀部　敬三 なし

2018-60 切除不能な進⾏・再発⾮⼩細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研
究︓（J-TAIL） 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000033133

2018-59 肝硬変患者に伴うこむら返りに関する研究 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2018-58 ⾮侵襲的⼿法を⽤いたHIV陽性群と陰性群における肝脂肪・肝線維化の⽐較検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-058_1907.pdf 消化器内科 浦⽥　登 なし

2018-56 名古屋医療センターにおけるClostridium difficileの分⼦疫学 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-56_1811.pdf 臨床検査科 駒野　淳 なし

2018-55 ⾷物経⼝負荷試験によるアナフィラキシー症例に関する調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-055_1809.pdf ⼩児科 ⼆村　昌樹 なし

2018-54 進⾏再発肺腺癌におけるゲフィチニブとエルロチニブのランダム化第Ⅲ相試験のPFS とOS の追加
解析  WJOG5108LFS

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-054_1809.pdf 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000030082

2018-53 当院における糖尿病透析予防指導の現状と今後の課題についての検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2018-53_1809.pdf 栄養管理室 五⼗川　直⼈ なし

2018-52 JCOG-バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 なし

2018-51 嚢胞性乳癌の診断におけるFNA検体cell block法の有⽤性の評価・研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-051_1808.pdf 放射線科 ⼤岩　幹直 なし

2018-50 乳房⾮腫瘤性病変の超⾳波診断におけるカラードプラ判定基準作成およびその有⽤性に関する
多施設共同研究(JABTS BC-07)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-50_201903.pdf 乳腺外科 森⽥　孝⼦ UMIN000032299

2018-49 我が国の若年全⾝性エリテマトーデス患者の現状と妊娠転帰を含む⻑期･短期予後に関する前
向きコホート研究 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 UMIN000029033

2018-48 フェノタイプ ・エンドタイプに着⽬した本邦の喘息患者における3年間予後の検討 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000033971

2018-47 当院におけるヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に対するボノプラザンを⽤いた除菌治療成績と栄養状
態の検討

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-047_1808.pdf 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2018-46 ⼈⼯股関節置換術および⼈⼯膝関節置換術における術後創部の評価に関する前向き観察研
究 整形外科 森　公⼀ なし

2018-45
「肝炎ウイルス感染者の偏⾒や差別による被害防⽌への効果的な⼿法の確⽴に関する研究」
看護学⽣及び病院職員を対象としたウイルス肝炎全般、特にウイルス肝炎の感染性についての
理解度に関する調査研究

消化器内科 島⽥　昌明 なし
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2018-43 HIV-1ウイルスの核酸定量検査の⽐較検討に関する受託研究 臨床研究センター 岩⾕　靖雅 なし

2018-42
実臨床における治癒切除不能進⾏再発結腸直腸癌に対する初回治療としての
FOLFOXIRI/FOLFOXIRI+Bevacizumab 療法の効果と安全性を評価する多施設共同観
察研究（TRIPON）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-042_1807.pdf 外科 ⽚岡　政⼈ なし

2018-41 院内がん登録・DPCデータと病理・放射線診断情報のデータの⼀元化と活⽤に関する研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-041_1807.pdf 医療情報管理部 佐藤智太郎 なし

2018-40 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前⽅視的観察研究（FOREST） 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000032002

2018-39 職場健診における梅毒・HIV検診の実施可能性の検討
VCT@WORK study 感染症内科 横幕　能⾏ なし

2018-38 個別化医療に向けたマルチプレックス遺伝⼦パネル検査研究
（NCCH1616） 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000032166

2018-37
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
-W-JHS JHS AA 01-

⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000030453

2018-36 ⼤腿⾻転⼦部⾻折⼿術におけるADAPTシステムの⾮盲検無対照試験  NMC-ADAPT-FTF 整形外科 森　公⼀ UMIN000034561

2018-35 職場健診におけるHIVおよび梅毒検査機会提供の有⽤性の検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-035_1807.pdf 感染症内科 横幕　能⾏ なし

2018-34 早期関節リウマチ患者における初期治療効果反応性による
治療強化の予後予測に関する研究 整形外科 服部　陽介 UMIN000031950

2018-32
切除不能Ⅲ期⾮⼩細胞肺癌に対する マイトマイシン/ビンデシン/シスプラチンと イリノテカン/カル
ボプラチンと パクリタキセル/カルボプラチンと同時放射線治療の 第Ⅲ相無作為化⽐較試験の⻑
期⽣存の追加解析(WJOG0105LFS)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-032_1806.pdf 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000030811

2018-31 液状化検体細胞診⽤固定液で固定した乳癌細胞セルブロックを⽤いたホルモン受容体および
HER2検査における固定条件の検討

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-031_1806.pdf 病理診断科 ⻄村 理恵⼦

2018-30 乳児アトピー性⽪膚炎への早期介⼊と経⼝免疫寛容誘導によるアレルギーマーチ進展の予防効
果を探索する前向きコホート研究（PACI ON Study） ⼩児科/アレルギー科 ⼆村　昌樹

2018-27 成⼈悪性リンパ腫におけるクリニカルシーケンスの実⾏可能性に関する研究 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000033144

2018-26 ⽇本における気管⽀サーモプラスティの有⽤性と安全性に関する多施設共同研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trail2018-026_201901.pdf 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000028427

2018-25 前⽴腺癌薬物療法におけるQOLに関する研究 泌尿器科 鈴⽊　晶貴 なし

2018-24 ナルデメジントシル酸塩の使⽤実態と下剤服⽤数に関する検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-024_1805.pdf 薬剤部 林　誠 なし

2018-23 マンモグラフィ乳腺量⾃動測定ソフトの性能の評価・研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-023_1805.pdf 放射線科 ⼤岩　幹直 なし

2018-22 膠原病もしくは膠原病が疑われる患者における⾃⼰抗体の精査 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2018-21 分割処⽅およびリフィル処⽅に対する患者への意識調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2018-021_1810.pdf 薬剤部 天野　詩織 なし

2018-20 IHC法を原理としたリンパ腫診断⽤ALK体外診断⽤医薬品の開発 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-020_1808.pdf ⾎液・腫瘍研究部 永井　宏和 なし

2018-13 切除不能進⾏・再発胃がんに対するニボルマブ治療不応・不耐後の化学療法における有効性と
安全性の前向き観察研究 REVIVE study (CSPOR GC-01) 腫瘍内科 北川　智余恵 UMIN000032182

2018-12  胸腺上⽪性腫瘍の前⽅視的データベース研究　（肺癌登録合同委員会 第8次全国肺癌登
録） 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000031067
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2018-11 JCOG0306「腫瘍径2 cm以上のI-IIIA期原発乳がんに対する術前化学療法とそれに続く放
射線照射の有効性・安全性試験（PRICRA-BC）」の附随研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-11_1806.pdf 乳腺外科 林　孝⼦ なし

2018-10 難治性不随意運動症状を伴うトウレット症候群に対する脳深部刺激の有⽤性に関する研究 脳神経外科 梶⽥　泰⼀

2018-9 ⼩児急性⾻髄性⽩⾎病難治例の前⽅視的観察研究
JCCG(JPLSG) AML-R15 ⼩児科 前⽥　尚⼦ UMIN000031734

2018-8
「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（JACCRO GC-07（START-2））」にお
けるバイオマーカー研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2018-8.pdf 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000031675

2018-7 ICUにおける⾝体抑制の実態調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-7.pdf 看護部 枡⽥　ゆかり なし

2018-5 未治療進⾏・再発肺多形癌など肺⾁腫様癌に対するペムブロリズマブの単群検証的試験 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000027629

2018-3 ⾮⾎縁同種造⾎幹細胞移植におけるサイトメガロウィルス感染⾄適先制治療法に関する後⽅
視的検討

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2018-3.pdf ⾎液内科 飯⽥　浩充 なし

2018-2 切除不能進⾏性胃癌症例におけるニボルマブのバイオマーカー探索を含めた観察研究 外科 近藤　建 UMIN000030850

2018-1 ⾼齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同後⽅視的観
察研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2018-01_201805.pdf ⾎液内科 永井　宏和 UMIN000033264

2017-401 Invenia Automated Breast Ultrasound System（Invenia ABUS）とHand-held 
Ultrasoundの乳腺病変の良悪性判定精度の⽐較検討 乳腺外科 森⽥　孝⼦ なし

2017-215 薬物性肝障害および急性発症型⾃⼰免疫性肝炎を含む急性肝炎の発⽣状況および重症
化、劇症化に関する因⼦に関する研究（H29-NHO(肝)-02） 消化器内科 島⽥　昌明

2017-214 乳癌特殊型の臨床・病理学的意義の解明および新分類の提唱（H29-NHO(癌般)-01） https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-214_201902-1.pdf 病理診断科 川崎　朋範

2017-213 虚⾎性脳卒中患者における脳微⼩出⾎進展への抗⾎栓薬関与に関する研究（H29-NHO
（脳卒中）-01） 脳神経内科 奥⽥　聡 UMIN000030332

2017-212 経⽪的⼼肺補助離脱のデイリー予測スコア作成に関する研究（H29-NHO（循環）-01） https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-212_1802.pdf 循環器内科 ⼭⽥　髙彰 UMIN000030967

2017-211 反復喘鳴を呈した1歳児の喘息発症予測フェノタイプに関する研究(Phenotyping of 
wheezing infants; P-WIN study)　H29-NHO（免疫）-03 ⼩児科 ⼆村　昌樹 UMIN000032194

2017-210
早期新⽣児期の鶏卵摂取による即時型鶏卵アレルギーの発症予防効果 のランダム化⽐較試
験による検証
 H29-NHO(成育)-02

⼩児科 ⼆村　昌樹 UMIN000027593

2017-209 ⽜乳アレルギー発症ハイリスクの乳児に対する発症予防法の確⽴︔多施設共同ランダム化⽐較
試験(H29-NHO(免疫）-01) ⼩児科 ⼆村　昌樹 UMIN000030214

2017-208 本邦における20年の喘息診療の変遷調査と重症喘息を対象としたクラスター解析によるフェノタ
イプ・エンドタイプの同定（H28-NHO(免疫)-01） 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000027776

2017-207 ヒト糖尿病性腎症（⽷球体硬化症）の予防を⽬指す研究︓感受性遺伝⼦の同定と⽣活環
境因⼦の影響　　（H28-NHO(糖尿)-03） 糖尿病・内分泌科 ⼭家　由⼦

2017-206 関節リウマチで破壊された関節組織を⽤いた観察研究ネットワーク体制の拡充　- 強⼒な薬物
療法後もなお残るリウマチの病態解明をめざして -　（H28-NHO(免疫)-03） 整形外科 ⾦⼦　敦史

2017-205 ⼤腸憩室出⾎の標準的な診断・治療の確⽴を⽬指した無作為化⽐較試験（H28-NHO(消
化)-01） 消化器内科 島⽥　昌明 UMIN000026865

2017-203
成⼈初発未治療びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫におけるR-CHOP単独治療と放射線併⽤
療法の治療成績、QOL、費⽤、費⽤対効果の多施設共同前向きコホート研究（H28-
NHO(⾎液)-02）

⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000026684

2017-202 遺伝性網膜疾患⽤遺伝⼦診断キットの実⽤化研究 （H27-NHO（感覚）-01） 眼科 廣瀬　浩⼠
2017-100 臨床検体を⽤いた腫瘍関連抗原発現と免疫応答の解析 遺伝診療科 服部　浩佳 なし
2017-97 成⼈急性⾻髄性⽩⾎病におけるクリニカルシーケンスの実⾏可能性に関する研究 ⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000031343
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2017-96 ⾼濃度乳房の多い40歳台のマンモグラフィ検診に超⾳波検査を導⼊するために解決すべき問題
点の調査・研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-96.pdf 放射線科 ⼤岩　幹直 なし

2017-92 Cell free DNA を⽤いた次世代シーケンサーによるmultiplex遺伝⼦解析の有効性に関する
前向き観察研究 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000030496

2017-90 同種造⾎幹細胞移植後患者の就労に関する実態調査 ⾎液内科 飯⽥　浩充 なし

2017-89 医療通訳システム活⽤による外国⼈HIV陽性者⽀援に関する研究(PLWH-LJP support 
study)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-89_201802.pdf 看護部 ⽻柴　知恵⼦ なし

2017-88 ピコプレップを使った⼤腸内視鏡検査前処置の負担軽減に関する要因・分析について 看護部 中村　純江 なし

2017-87 ⾼齢者HER2 陽性進⾏乳癌に対するT-DM1 療法とペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセ
ル療法のランダム化⽐較第III相試験 JCOG1607 乳腺外科 林　孝⼦ UMIN000030783

2017-85 TP53 変異陽性⾻髄異形成症候群を対象としたアザシチジンと同種造⾎幹細胞移植の多施
設共同⾮盲検無対照試験 REPTAT ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000027789

2017-84 若年性認知症の認知機能低下率に関する後⽅観察研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-84.pdf 感染症内科 松岡　亜由⼦ なし

2017-82 薬害エイズ患者が内包する⼼的課題の抽出と⼼理職の介⼊⽅法の検討 感染症内科 松岡　亜由⼦ なし

2017-80
抗EGFR抗体に不応となったRAS野⽣型の切除不能・進⾏再発結腸/直腸癌を対象とした
TAS-102＋セツキシマブ療法の有効性・安全性の検討(臨床第II相試験) 付随研究　
WJOG8916GTR

腫瘍内科 北川　智余恵 UMIN000027211

2017-78 東海地区肺⾼⾎圧症前向き追跡研究-Nagoya PH Registry-(臨床観察研究) 循環器内科 富⽥ 保志 なし

2017-76 HIV感染症患者における抗レトロウイルス療法に関する意思決定とアドヒアランスに関する研究︓
観察研究　DEARS-J study 薬剤部 平野　淳

2017-74 下肢原発悪性⾻腫瘍患者に対する運動療法の⾮盲検単群試験 ⼩児科 秋⽥　直洋
2017-73 疫学調査「⼝腔がん登録」 ⻭科⼝腔外科 宇佐美　雄司

2017-72 乳房温存術施⾏症例におけるポリゴン式断端検索法による病理学的断端評価と再発リスクの
検討

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-72_201802.pdf 病理診断科 市原　周 なし

2017-64 ⼩児救急重篤疾患登録調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-64-1.pdf 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2017-60 ⼩児急性⾻髄性⽩⾎病(AML-05)症例に関する薬剤投与量逸脱と転帰の関連に関する研
究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-60.pdf 臨床研究センター 齋藤　明⼦ なし

2017-55 ⾻髄腫関連疾患におけるクリニカルシーケンスの実⾏可能性に関する研究 臨床研究センター 堀部　敬三
2017-53 ⽚眼性網膜芽細胞腫に対するRB1遺伝学的検査の臨床的課題に関する研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-

content/uploads/trial2017-53.pdf 臨床研究センター 服部　浩佳 なし

2017-52 HBs抗原陽性びまん性⼤細胞型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型肝炎ウィルス再活性化関連肝障害に関する他施設共同後⽅視的観察研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-52.pdf 臨床研究センター 永井　宏和 なし

2017-51 Rituximab未投与CD20陽性低悪性度B細胞性リンパ腫に対するRituximabによる寛解導
⼊療法と維持療法の⻑期予後に関する横断研究

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-51.pdf 臨床研究センター 永井　宏和 なし

2017-50 AI等の利活⽤を⾒据えた病理組織デジタル画像（WSI）の収集基盤整備と病理⽀援システ
ム開発

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-50.pdf 病理診断科 川崎　朋範 なし

2017-49 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半合致移植後における
併⽤免疫抑制剤の減量および早期中⽌の多施設共同第II相試験JSCT　Haplo17 RIC ⾎液内科 飯⽥　浩充 あり

2017-48 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半合致移植後におけ
る併⽤免疫抑制剤の減量および早期中⽌の多施設共同第II相試験　JSCT　Haplo17 ⾎液内科 飯⽥　浩充 あり

2017-47 全国がん診療連携拠点病院における抗がん薬曝露に対する看護の実態調査 看護部 中井　真由美 なし

2017-45 エストロゲン受容体陽性・低リスク⾮浸潤性乳管癌に対する⾮切除＋内分泌療法の有⽤性に
関する単群検証的試験　JCOG1505 乳腺外科 林　孝⼦ UMIN000028298

2017-44 MEF2D融合遺伝⼦陽性急性リンパ性⽩⾎病におけるフローサイトメトリーを⽤いた分⼦診断
マーカーの探索

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-44.pdf 臨床研究センター 安⽥　貴彦 なし
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2017-43 セルセプトカプセル250特定使⽤成績調査　ループス腎炎 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-43.pdf 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2017-42 胃癌根治⼿術後の胸部CT検査における肺結節性病変の検出に関する研究（名⼤消化器外
科1603）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2017-42_1806.pdf 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000021359

2017-41 HIVに感染している患者さんの⾃⼰管理に影響を及ぼす要因に関する調査 HIV self-care 看護部 ⽻柴　知恵⼦ なし

2017-40 肝硬変患者の予後を含めた実態を把握するための研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-40-1.pdf 消化器内科 島⽥　昌明

2017-38 FFPE検体より抽出したゲノムDNAの網羅的遺伝⼦変異解析への使⽤を⽬指した質の確認 臨床研究センター 眞⽥　昌 なし
2017-36 名古屋医療センター・バイオバンク事業（医学研究を⽬的とした⾎液疾患検体の保管） 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2017-31 HIV感染症に関する臨床ゲノム情報に関する研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-31.pdf 臨床研究センター 岩⾕　靖雅 あり（個別に登録しないため当院HPに公開はしない）

2017-29 肺がん免疫療法におけるバイオマーカー探索のための前向き観察研究　LC-SCRUM-IBIS 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 なし

2017-25
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（前向き臨床観察研
究）JALSG-CS-17

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-025_1806.pdf ⾎液内科 平野　⼤希 なし

2017-20 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 富⽥　保志 なし

2017-19

Tsurumai Biologics Communication Registry (TBCR)に登録された、関節リウマチ患
者における⾃⼰抗体プロファイルと、アバタセプトの効果および安全性との関連に対するレトロスペ
クティブ解析
A Retrospective Analysis on Relationship between Autoantibody Profile of 
Rheumatoid Arthritis Patients Registered in Tsurumai Biologics 
Communication Registry (TBCR) and Effects/Safety of Abatacept

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-19.pdf 整形外科・リウマチ科 来⽥　⼤平 なし

2017-17 多施設における呼吸数測定の現状と分析 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2017-17.pdf 救命救急センター 本荘　弥⽣ なし

2017-11 パーキンソン病患者における3軸加速度計による⾝体活動性の評価に関する前向き観察研究 脳神経内科 伊藤　洋⼈ なし

2017-10 ⾮⼩細胞肺癌に対するラムシルマブ+ドセタキセル療法におけるペグフィルグラスチム併⽤時の発
熱性好中球減少症発現率に関する多施設共同前向き観察研究　CJLSG1602 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000026927

2017-9 既治療進⾏・再発肺多形癌など肺⾁腫様癌に対するニボルマブの単群検証的試験 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000023433

2017-7 ⾮弁膜症性⼼房細動を有する後期⾼齢患者を対象とした前向き観察研究　All Nippon AF 
In Elderly Registry　　－ANAFIE Registry－ 循環器内科 ⼭⽥　⾼彰 UMIN000024006

2017-6 乳児アトピー性⽪膚炎への早期介⼊による⾷物アレルギー発症予防研究/多施設共同評価者
盲検ランダム化介⼊並⾏群間⽐較試験 ⼩児科 ⼆村　昌樹 UMIN000028043

2017-3 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　J-
BROS 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000021002

2017-2 名古屋腎臓病研究コンソーシアム　NNRC︓Nagoya Nephrology Research 
Consortium

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trail2017-002_1808.pdf 腎臓内科 ⼋尾村　多佳朗 なし

2017-1 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 富⽥　保志 なし

2016-227 原発性胆汁性胆管炎の発症と重症化機構の解明のための多施設共同研究（採択番
号:H28-NHO(肝)-01）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-227.pdf 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2016-224 乳児期における栄養摂取と湿疹が⾷物アレルギー感作に及ぼす影響に関する出⽣コホート研究
（H28-NHO(成育)-01） ⼩児科 ⼆村　昌樹 UMIN000026369

2016-223 ⽇本⼈の肥満症の発症と治療効果・抵抗性に関連する遺伝素因の探索－オーダーメイド医療
の確⽴－H26-遺伝⼦-03 糖尿病・内分泌科 ⼭⽥　努 UMIN000023740

2016-222 わが国における⽇常診療での甲状腺機能異常症の早期診断・治療のための臨床指標の新規
確⽴（H28-NHO(糖尿病)-02）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-222_01.pdf 糖尿病・内分泌科 ⼭家　由⼦ なし
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2016-220 計算流体⼒学(CFD)解析を⽤いた内頚動脈狭窄症における⾎⾏⼒学的因⼦の役割研究
（H28-NHO(脳卒中)-01） 脳神経外科 須崎　法幸 UMIN000025903

2016-218 メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患の病態解明のための多施設共同研究
（H28NHO(多共)－02）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-218_1908.pdf 病理診断科 ⻄村　理恵⼦ なし

2016-216 未治療多発性⾻髄腫における遺伝⼦解析による治療感受性・予後予測因⼦の探索的研究
（H26-遺伝⼦-02） ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000025835

2016-214 国⽴病院機構認知症登録研究（ The NHODR study） 
〜認知症介護状況の実態調査と予後への影響〜（H27-EBM(観察）-01） リハビリテーション科 岡⽥　久 なし

2016-209 特発性⾎⼩板減少性紫斑病に対する初期治療としての短期デキサメタゾン⼤量療法の多施設
共同⾮盲検無対照試験（H27-NHO(⾎液）-02） ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000022415

2016-202 関節リウマチ関連間質性肺病変の⾃⼰抗体バイオマーカーの探索（H27-NHO（免疫）-
02） 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2016-201 B型肝炎キャリア関節リウマチ患者に対する核酸アナログ製剤の予防投与の適応と有効性の検
討（H27-NHO（免疫）-03） 整形外科 ⾦⼦　敦史 なし

2016-99 マンモグラフィで構築の乱れを⽰す病態の調査・研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-99_2.pdf 放射線科 ⼤岩　幹直 なし

2016-98 ⾼⾎糖緊急症における輸液療法の腎機能への影響に関する多施設後ろ向き観察研究
（CLORINE STUDY）

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-98_2.pdf 集中治療科 近藤　貴⼠郎 UMIN000025393

2016-97 ⽇本外傷データバンクへの外傷患者登録と,登録データを⽤いた臨床研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-97_02.pdf 集中治療科 森⽥　恭成 なし

2016-95 第12次ATL全国実態調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-95_1.pdf ⾎液内科 飯⽥　浩充 なし

2016-94 禁煙治療における、タバコ渇望感尺度の妥当性の検討 禁煙外来 ⾕⼝　千枝 なし

2016-91 体外循環症例データベース（NPD） https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-91_02.pdf 臨床⼯学室 髙井 浩司 なし

2016-90 同種造⾎幹細胞移植患者に対するボリコナゾール予防投与の⾮盲検無対照試験　NMC-
VRCZ-SCT ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000027218

2016-89 重症患者の新規⼼房細動に関する多施設レジストリの構築 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-89_2.pdf 集中治療科 近藤 貴⼠郎 UMIN000026401

2016-86 ⽇本におけるエイズ患者及びHIV感染者の診療状況の解析 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-86_2.pdf 感染症科 横幕　能⾏ なし

2016-85 造⾎器腫瘍における臨床ゲノム情報統合データベースの構築に関する研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-85_4.pdf 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2016-84 Transient elastographyを⽤いたB型慢性肝疾患患者におけるエンテカビル治療後の肝発癌
に関する検討

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-84_02.pdf 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2016-82 薬物代謝酵素誘導能を有する薬物が脂質異常症の発症に及ぼす影響 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-82_2.pdf 薬剤部 林　誠 なし

2016-79 初発時よりダサチニブが投与され分⼦遺伝学的完全寛解を2年間以上維持した慢性期の成⼈
慢性⾻髄性⽩⾎病症例に対する薬剤中⽌試験　D-STOP216 ⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000024985

2016-78 初発時よりニロチニブが投与され分⼦遺伝学的完全寛解を2年間以上維持した慢性期の成⼈
慢性⾻髄性⽩⾎病症例に対する薬剤中⽌試験　N-STOP216 ⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000024984

2016-75 本邦集中治療病室における⼈⼯呼吸患者の離床の安全性に関する検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-75_02.pdf 集中治療科 森⽥　恭成 なし

2016-72 続発性難治性気胸に対する滅菌調整タルクを⽤いた胸膜癒着術の多施設共同⾮盲検無対照
試験終了後の臨床研究　J-TALC2fu 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 JMA-IIA00271

2016-69 JCOG1411︓未治療低腫瘍量進⾏期濾胞性リンパ腫に対するリツキシマブ療法早期介⼊に
関するランダム化⽐較第III相試験 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000025187

2016-67 乳房画像におけるコンピュータ⽀援診断システムの開発 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-067_1905.pdf 臨床研究センター 村松　千左⼦ なし
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2016-65 FGFR遺伝⼦変化等の稀な遺伝⼦変化を有する肺扁平上⽪がんの 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観察研究 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 なし

2016-64 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観察研究 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 なし

2016-63 RET融合遺伝⼦等の低頻度の遺伝⼦変化陽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観察研究 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 なし

2016-60 敗⾎症性DICのATⅢ推移の検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-60_02.pdf 集中治療科 鈴⽊　秀⼀ なし

2016-56 気道ステント抜去が肺機能および⾃覚症状に与える影響の検討 呼吸器内科 沖　昌英 UMIN000025166

2016-52 ⼤腸カプセル内視鏡の有効性・安全性・受容性に関する多施設共同前向き研究　ColoCam-
J study 消化器内科 岩瀬　弘明 UMIN000021936

2016-51 脳⾎管内治療後の穿刺部観察と早期安静度拡⼤へのアプローチ https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-51_01.pdf 脳神経外科 浅井　琢美 なし

2016-45 検診発⾒乳がんの⽣物学的特徴の調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-45_2.pdf 放射線科 ⼤岩　幹直 なし

2016-44
脳卒中研究者新ネットワークを活⽤した脳・⼼⾎管疾患における抗⾎栓療法の実態と安全性の
解明（BAT2 研究）The Second Bleeding with Antithrombotic Therapy Study
（BAT2）

脳神経内科 奥⽥　聡 UMIN000023669

2016-43 気管⽀鏡下に超⾳波プローブを誘導できない末梢肺野病変への極細径気管⽀鏡検査の追加
効果 呼吸器内科 沖　昌英 UMIN000024306

2016-42 ⼩型末梢肺野病変診断に対する仮想気管⽀鏡を⽤いた超⾳波ガイド下⽣検︓ガイドシース法
と⾮ガイドシース法の無作為化⽐較試験 呼吸器内科 沖　昌英 UMIN000024305

2016-38 中枢神経浸潤を合併した多発性⾻髄腫の予後因⼦の検討︓多施設後⽅視的調査研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trail2016-38.pdf 臨床研究センター 永井　宏和 なし

2016-37 造⾎器腫瘍の創薬基盤整備を⽬的としたPDXモデルの開発 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-37_2.pdf 臨床研究センター 安⽥　貴彦 なし

2016-36 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半合致移植の多施
設共同第Ⅱ相試験　JSCT Haplo16 RIC ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000020656

2016-35 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半合致移植の多
施設共同第Ⅱ相試験　JSCT Haplo16 MAC ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000020655

2016-33 切除不能胃癌に対するconversion surgeryの意義に関する 臨床第II相試験　 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000014251
2016-32 ⼩児⽩⾎病患者における永久⻭胚の形成障害に関する多施設共同研究 臨床研究センター 堀部　敬三 なし
2016-29 Corrona Japan 関節リウマチ（RA) レジストリ 整形外科 ⾦⼦　敦史 UMIN000021394

2016-28 家族性・若年性のがん及び遺伝性腫瘍に関する診断と研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-028_1905.pdf ⼩児科 服部　浩佳 なし

2016-23 症例登録システムを⽤いた腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討〜前向き多施設共同研
究〜 外科 ⽵⽥　伸 なし

2016-22 急性リンパ性⽩⾎病における病理標本を⽤いた融合遺伝⼦診断とその臨床的特徴の解析 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-22_2.pdf 臨床研究センター 安⽥　貴彦 なし

2016-18 内科救急疾患における⾼齢者早期リハビリテーションの実態と効果に関する研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-18_01.pdf 集中治療科 近藤　貴⼠郎 なし

2016-13 Stage I胃癌に対する噴⾨側胃切除術と胃全摘術の術後QOL評価　名⼤消化器外科1602 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000020070

2016-12 Stage I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　名⼤消
化器外科1601 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000021131

2016-11 転移性がんにおける転移促進因⼦CXCR4の遺伝⼦突然変異に関する研究 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-11_2.pdf 臨床検査科 駒野　淳 なし

2016-8 特発性間質性肺炎合併肺癌患者の内科治療に関する後ろ向き調査 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-8.pdf 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000018227

2016-6 EGFR遺伝⼦変異陽性進⾏⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対するゲフィチニブ単剤療法とゲフィチ
ニブにシスプラチン+ペメトレキセドを途中挿⼊する治療とのランダム化⽐較試験　JCOG1404 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000020242
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2016-5 がん性胸膜炎に対する胸膜癒着療法のランダム化⽐較第3相試験︓滅菌調整タルクvs. OK-
432 WJOG8415L 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000021408

2016-4 ⾮⾎縁者間⾻髄・末梢⾎幹細胞移植における検体保存事業 ⾎液内科 飯⽥　浩充 なし

2016-1 ⼩児・思春期・若年成⼈固形腫瘍における遺伝⼦異常の網羅的解析 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2016-001_1909.pdf 臨床研究センター 前⽥　尚⼦ なし

2015-213 ⾮⼩細胞肺癌患者に対するerlotinib投与時に⽪疹軽減のためのminocyclineの有⽤性の検
討するランダム化⽐較第3相試験（H25-NHO（癌呼)-01） 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000014780

2015-203 多発性⾻髄腫の遺伝⼦異常と治療効果および予後に関する研究（H26-NHO(⾎液)-01） ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000017005

2015-91 DAAで治療するＣ型慢性肝疾患患者のFibroscanによる肝線維化の追跡 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-91_02.pdf 消化器内科 平嶋　昇 なし

2015-90 2型糖尿病患者を対象とした⾎管合併症抑制のための強化療法と従来治療とのランダム化⽐較
試験介⼊終了後の追跡研究　J-DOIT3（追跡） 糖尿病・内分泌科 ⼭家　由⼦ NCT00300976

2015-85
CTA spot signと頭蓋内出⾎の⾎腫増⼤に関する観察研究（SCORE-IT研究）
 SCORE-IT: the Spot Sign score in restricting ICH growth─an ATACH-II 
ancillary study

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-85.pdf 脳神経内科 奥⽥　聡 なし

2015-80 再発および寛解導⼊不能⼩児ALLに対する前⽅視的観察研究および再発および寛解導⼊不
能⼩児ALL試料を⽤いた基礎研究　ALL-R14 臨床研究センター 堀部　敬三 UMIN000019878

2015-72
「RAS 野⽣型進⾏⼤腸癌患者におけるFOLFOXIRI＋セツキシマブとFOLFOXIRI＋ベバシズ
マブの最⼤腫瘍縮⼩率（DpR）を検討する無作為化第Ⅱ相臨床試験」におけるバイオマー
カー研究　JACCRO CC-13AR

外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000018412

2015-70 全⾝⿇酔下, 気管ステント留置術における⾃発呼吸と筋弛緩薬を使⽤した調節呼吸のランダム
化⾮盲検⽐較試験 ⿇酔科 富⽥　彰 UMIN000021346

2015-64 名古屋医療センター・バイオバンク事業（医学研究を⽬的とした腫瘍検体の保管） 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2015-56 進⾏度（ 病理分類）Ⅰ、Ⅱ期胃癌患者の胃切除後の⾻密度変化に関する前向きコホート研
究 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000018957

2015-53 遺伝⼦解析による温存術後乳癌再発メカニズムの解明 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-53_02.pdf 病理診断科 市原　周 なし

2015-52 マンモグラフィにおける新しい画像処理技術の乳がん画像診断への適⽤(II) 放射線科 遠藤　登喜⼦ なし

2015-45 胃全摘術における再建法別の⻑期的QOL評価についての研究　〜Roux-Y再建とAboral 
pouch再建の⽐較〜　CCOG1505 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000018856

2015-44 Stage I胃癌に対する胃全摘術におけるアプローチ別のQOL評価　CCOG1504 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000018808
2015-43 脳下垂体腫瘍の遺伝⼦変異と予後に関する検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-

content/uploads/trial2015-43.pdf 脳神経外科 須崎　法幸 なし

2015-36 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
JALSG ALL202O-EWS

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-036_1905.pdf ⾎液内科 平野　⼤希 なし

2015-27 医療施設における多剤耐性菌アウトブレイクに与える在宅医療の持つ潜在的リスクの評価 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-27_2.pdf 臨床検査科 駒野　淳 なし

2015-24 成⼈造⾎器腫瘍の網羅的遺伝⼦解析による標的遺伝⼦の探索 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-24_02.pdf 臨床研究センター 眞⽥　昌 なし

2015-20 肝性腹⽔に対するトルバプタン投与例におけるCONUT法を⽤いた栄養学的評価の検討 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-20.pdf 消化器内科 島⽥　昌明 なし

2015-9 Fibroscan による糖尿病患者の肝脂肪・肝線維化の追跡 消化器内科 平嶋　昇 なし

2015-4 ⼩児急性リンパ性⽩⾎病の標的遺伝⼦シーケンスを⽤いた予後予測モデルの構築 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2015-4_03.pdf 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2015-3 膠原病・⾃⼰免疫疾患における⾃⼰抗体の研究 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし
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2015-2 膵頭⼗⼆指腸切除術後膵液婁gradeCの危険因⼦の同定-前向き観察多施設共同研究- 外科 ⽵⽥　伸 なし

2014-854 ⾮ステロイド性抗炎症剤継続投与患者における胃⼗⼆指腸潰瘍再発抑制効果に対するエソメ
プラゾール、ランソプラゾールのランダム化⽐較試験（H26-NHO(消化)-02） 消化器内科 岩瀬　弘明 UMIN000016410

2014-842 標準的化学療法終了後のEGFRおよびALK遺伝⼦変異陰性進⾏⾮⼩細胞肺癌に対するｗ
eekly nab-パクリタキセル療法の臨床第II相試験 呼吸器内科・腫瘍内科 ⼩暮　啓⼈ UMIN000016173

2014-831
「抗EGFR 抗体薬パニツムマブ投与歴のあるKRAS 遺伝⼦野⽣型の切除不能進⾏・再発⼤腸
癌に対する三次治療におけるパニツムマブ再投与の第Ⅱ相試験」におけるバイオマーカー研究
JACCRO CC-09AR

外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000015916

2014-825
Cold Biopsyの安全性と有⽤性に関する検討 
〜Jumbo鉗⼦による簡便な内視鏡的⼤腸ポリープ切除術の標準化〜（H26-NHO(消化)-
01）

消化器内科 岩瀬　弘明 UMIN000015969

2014-822 リツキシマブ+ステロイド併⽤化学療法後のB型肝炎ウイルス (HBV) 再活性化リスク因⼦に関す
る、ヒト遺伝⼦解析プロジェクト 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000016177

2014-821

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
検討-oBservational clinical Research In chronic kidney disease patients with 
renal anemia:　renal prognosis in patients with Hyporesponsive anemia To 
Erythropoiesis stimulating  agents, darbepoetiN alfa　BRIGHTEN

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2014-821_1806.pdf 腎臓内科 ⼋尾村　多佳朗 UMIN000013464

2014-819 消化器外科緊急⼿術症例における術後死亡予測モデルCORES、NSQIPの⽐較検証試験
（H26-NHO(外科)-01） 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000015758

2014-818
再発⼜は難治性の⾼齢者びまん性⼤細胞型Ｂ細胞リンパ腫に対するＲ－ＧＤＰ療法に関す
る第ＩＩ相試験（H26-NHO(⾎液)-02） 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000015492

2014-817 「声の衛⽣教育」患者啓発による⾳声ポリープの保存的治療、その有効性の検証　　-啓蒙から
啓発へ-（H26-NHO(感覚)-02） ⽿⿐咽喉科 三澤 逸⼈ UMIN000016701

2014-816 新⽣児聴覚スクリーニング後の先天性難聴児の追跡研究（H26-NHO(感覚)-01） ⽿⿐咽喉科 三澤 逸⼈

2014-815 ⼤規模糖尿病・肥満症コホートを⽣かした認知機能低下・認知症発症の予知因⼦の解明
（JOMS/J-DOS2）（H26-NHO(糖尿)-02） 内分泌内科 ⼭⽥　努 UMIN000017929

2014-810 再発および難治の成⼈急性リンパ芽球性⽩⾎病に対するクロファラビン、エトポシド、シクロホスファ
ミド併⽤化学療法（CLEC療法）の 第I/II相試験（JALSG RR-ALL214） ⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000015373

2014-806 急性リンパ性⽩⾎病の臨床経過に関連する遺伝的因⼦の同定を⽬的とした全ゲノム関連解析 臨床研究センター 堀部　敬三 なし
2014-800 造⾎細胞移植および細胞治療の全国調査 ⾎液内科 飯⽥　浩充 なし
2014-790 ⼩児固形腫瘍観察研究 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2014-785 未治療75歳以上（移植⾮適応）の多発性⾻髄腫患者を対象とするBd/Ld交替導⼊療法
の安全性・有効性に関する臨床研究（H25-NHO（⾎液)-02） 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000013773

2014-784 関節リウマチ滑膜・⾻組織を⽤いた観察研究ネットワーク体制の確⽴-強⼒な薬物療法後もなお
残るリウマチの病態解明をめざして-　（H25-NHO（免疫)-02） 整形外科 佐藤　智太郎

2014-778
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　
CCOG1303

外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000012247

2014-776 核酸系逆転写酵素阻害剤投与による腸内細菌叢への影響評価 感染症科・エイズ診療科 横幕　能⾏ なし

2014-773 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
設共同研究 外科 ⽚岡　政⼈ なし

2014-768 NHO⾎液・造⾎器疾患ネットワーク参加施設に新たに発⽣する多発性⾻髄腫の予後に関する
臨床的要因を明らかにするコホート研究（H28-NHO（⾎液)-01） ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000014270

2014-765 未破裂脳動脈瘤患者における動脈瘤増⼤・破裂危険因⼦に関する計算流⼒学（ＣＦＤ）
解析を⽤いた研究（H25-NHO（脳卒中)-01） 脳神経外科 須崎　法幸 UMIN000013584
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2014-756 ⼩児造⾎器腫瘍における遺伝⼦異常の網羅的解析 臨床研究センター 堀部　敬三 なし
2014-753 メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患発症予測因⼦の同定 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2014-744 BIM遺伝⼦多型を有するEGFR変異肺がんの臨床的特徴を明らかにする多施設共同研究　
PEOPLE-J

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2014-744.pdf 呼吸器内科・腫瘍内科 ⼩暮　啓⼈ なし

2014-743 関節リウマチにおける薬剤性肺障害発症に関わる遺伝⼦の探索(RAILD) 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし
2013-733 JCOG バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 外科 林　孝⼦

2013-724
JCOG1204
 再発⾼リスク乳癌術後患者の標準的フォローアップとインテンシブフォローアップの⽐較第III相試
験

外科 林　孝⼦ UMIN000012429

2013-713 FibroscanによるHIV感染患者の肝脂肪・肝線維化の追跡 消化器内科 平嶋　昇 なし
2013-697 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 奥⽥　聡 UMIN000012180

2013-690 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 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2013-690_1908.pdf 臨床研究センター 前⽥　尚⼦ なし

2013-679 EBウイルス関連リンパ腫を発症した原発性免疫不全症候群の原因遺伝⼦探索に関する研究 臨床研究センター 岩⾕　靖雅

2013-678 ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染により顕在化するウイルス感染症の分⼦疫学的解析研究、
並びに併発する癌の発⽣機序の解明研究 臨床研究センター 岩⾕　靖雅

2013-677 JCOG バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク 臨床研究センター 永井　宏和

2013-672 StageⅢ治癒切除胃癌症例におけるTS-1 術後補助化学療法の予後予測因⼦および副作
⽤発現の危険因⼦についての探索的研究　JACCRO GC-07 AR 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000011438

2013-671 同種造⾎幹細胞移植後⻑期⽣存患者における晩期合併症ならびにQuality of Life（⽣活
の質）に関する観察研究 ⾎液内科 飯⽥　浩充 UMIN000010992

2013-669 ⾔語聴覚リハビリテーションの向上を⽬的とした先天性難聴の遺伝的原因と⽣後早期の経過の
解明　  －新たな研究推進－（H27-NHO(感覚)-02、H24-NHO(感覚)-02） ⽿⿐咽喉科 三澤 逸⼈

2013-666
⾼齢者進⾏⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺癌に対するドセタキセル単剤療法とカルボプラチン・ペメトレ
キセド併⽤後ペメトレキセド維持療法のランダム化⽐較第III 相試験 JCOG1210 
WJOG7813L

呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000011460

2013-658 『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 平野　⼤希 UMIN000010641

2013-657 『成⼈フィラデルフィア染⾊体陰性未熟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 宮⽥　泰彦 UMIN000010619

2013-635 80歳以上の⾼齢者びまん性⼤細胞型B細胞リンパ腫に対するR-mini CHP療法の第II相臨
床試験　（R-mini CHP）　（H24-NHO（⾎液)-01） 臨床研究センター 永井　宏和 UMIN000011234

2013-613 ⾼悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン+シスプラチン療法とエトポシド+シス
プラチン療法のランダム化⽐較試験　JCOG1206 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000010298

2012-612 II-IIIA期⾮⼩細胞肺癌完全切除症例を対象としたαGalCer-pulsed 樹状細胞療法の無作
為化第II相試験（H24-指定-02、H24-指定-03） 呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000010386

2012-596
⾮扁平上⽪⾮⼩細胞肺がんに対するカルボプラチン＋ペメトレキセド併⽤療法の⾎液検体を⽤
いた効果予測に関する多施設共同観察研究(PREDICT 1) 
CJLSG 1201

呼吸器内科・腫瘍内科 坂　英雄 UMIN000008476

2012-578
⾼リスク成⼈⾻髄異形成症候群を対象としたアザシチジン投与法に関する臨床第Ⅲ相試験ー
検体集積事業に基づく遺伝⼦解析研究を含む－JALSG MDS212 studyおよび厚⽣労働科
学研究費補助⾦による検体集積事業との合同研究-JALSG MDS212 Study(MDS212)-

⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000009633

2012-555
StageIII結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法または
XELOX療法における5-FU系抗がん剤およびオキサリプラチン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（付随研究）

外科 近藤　建 UMIN000008543
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2012-552 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 ⽚岡　政⼈ UMIN000008429
2012-551 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 ⽚岡　政⼈ UMIN000008316

2012-550 ⾮⼩細胞肺がんの縦隔病期診断における超⾳波気管⽀鏡を⽤いた経気管⽀針吸引⽣検と経
気管⽀/経⾷道針吸引⽣検の⽐較試験 呼吸器内科 沖　昌英 UMIN000009752

2012-542
KRAS 野⽣型切除可能⼤腸癌肝転移に対する術後補助化学療法mFOLFOX6と周術期化
学療法mFOLFOX6+セツキシマフﾞの 第 III 相ランタﾞム化⽐較試験
EXPERT 試験

外科 近藤　建 UMIN000007787

2012-536 ⾎液・造⾎器疾患における疾患登録 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2012-536_02.pdf 臨床研究センター 堀部　敬三 なし

2012-533 ⽇本⼈⼯関節登録制度 整形外科 佐藤　智太郎
2012-527 膠原病の発症における遺伝因⼦の寄与の解明 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし
2012-526 関節リウマチにおける薬剤性肺障害発症に関わる遺伝⼦の探索 膠原病内科 ⽚⼭　雅夫 なし

2012-523 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チニ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（JALSG CML212 Study） ⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000007909

2012-507 研究参加施設に新たに発⽣する全ての成⼈急性リンパ性⽩⾎病(Acute Lymphoblastic 
Leukemia, 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

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2012-507_1806.pdf ⾎液内科 平野　⼤希

2012-505
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（JALSG AML209 genome-wide study: AML209GWS）

⾎液内科 平野　⼤希

2011-458 急性リンパ性⽩⾎病(ALL)における定量PCRを⽤いた微少残存病変（MRD）測定法の確⽴
と臨床的意義の検討 臨床研究センター 堀部　敬三

2011-455 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/SHD) https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2011-455_01.pdf 循環器内科 ⼭⽥　⾼彰

2011-448 ⽇本におけるCLL、HCLおよび類縁疾患の実態調査 ⾎液内科 永井　宏和

2011-443 深達度SS以深の切除可能胃癌に対する腹腔内⼤量⽣⾷洗浄の意義に関するランダム化⽐較
第Ⅲ相試験 外科 ⽚岡　政⼈ UMIN000005907

2011-436 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(前向き臨床観察研究)

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2011-436_1807.pdf ⾎液内科 平野　⼤希 なし

2010-399 脳⾎管疾患の再発に対する⾼脂⾎症治療薬HMG-CoA還元酵素阻害薬の予防効果の遺伝
⼦背景に関する研究－J-STARS Genomics－ 脳神経内科 奥⽥　聡

2010-385 ⼀般社団法⼈National Clinical Database(NCD)の外科⼿術・治療情報データベース事業 外科 近藤　建 なし

2010-346 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性疾患を対象とした前
⽅視的研究 JPLSG-CHM-14 ⼩児科 前⽥　尚⼦ なし

2010-322 検診マンモグラム読影におけるCADの効果の研究 乳腺科 森⽥　孝⼦ なし
2010-310 国内で流⾏するHIVとその薬剤耐性株の動向把握に関する研究 臨床研究センター 岩⾕　靖雅 なし

2009-275
成⼈core binding factor 急性⾻髄性⽩⾎病に対するシタラビン⼤量療法のKIT遺伝⼦型
別反応性を評価する臨床第Ⅳ相試験　JALSG CBF-AML209-KIT Study (CBF-
AML209-KIT)

⾎液内科 平野　⼤希 UMIN000003434

2009-274 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 AML Genetic Study (AML209-GS) ⾎液内科 平野　⼤希

2009-241 わが国の腎臓病患者における腎⽣検データベース構築 腎臓内科 ⼋尾村　多佳朗

2009-224 未分化⼤細胞型リンパ腫(ALCL)におけるNPM-ALK融合遺伝⼦の臨床的意義についての検
討 臨床研究センター 堀部　敬三

2008-213 1型糖尿病患者における抗glutamic acid decarboxylase antibody（GAD）抗体及び
抗insulinoma-associated protein-2（IA-2）抗体の臨床的意義についての検討

https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial2008-213_02.pdf 内分泌内科 ⼭⽥　努
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臨床試験登録、結果の公表等
（研究課題によって臨床試験登録サイトが異なります。以下のサイト
参照）
・「UMIN●●･･･」→UMIN-CTR
（http://www.umin.ac.jp/ctr/index-j.htm）
・「NCT●●･･･」→JAPIC
（http://database.japic.or.jp/is/top/index.jsp）
・「JMA●●･･･」→JMA CCT
（https://dbcentre3.jmacct.med.or.jp/jmactr/）
・「R●●･･･」→ClinicalTrials.gov 
（https://clinicaltrials.gov/）

2008-211 特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害に関与する⽇本⼈特異的遺伝素因に関する研
究（旧課題名︓特発性肺線維症急性増悪と薬剤性肺障害の遺伝学的⽐較研究） 呼吸器内科・腫瘍内科 ⼩暮　啓⼈

2006-15 軟組織を描画するX線光学系、⾼性能2次元検出器および屈折⽤アルゴリズムの開発 https://crc.nnh.go.jp/wp-
content/uploads/trial_2006-15_1810.pdf 病理診断科 市原　周

2005-103 先天性⾎⼩板減少症の診断ガイドライン作成に関する研究 臨床研究センター 國島　伸治
2005-78 定量的PCR法を⽤いた⽩⾎病細胞におけるキメラ遺伝⼦の検出と遺伝⼦発現の解析 臨床研究センター 堀部　敬三


