整理番号

研究課題名

研究責任者

消化器内科

島田 昌明

食道表在癌の患者さんで内視鏡治療もしくは
手術を受けた方

眼科

廣瀬 浩士

眼科主要5疾患（角膜疾患、原発開放隅角
緑内障、糖尿病性網膜症、加齢黄斑変性、
2014年4月〜2020年3月
遺伝性網膜疾患）の患者さんで眼科検査を
受けた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trail2018-207̲201902-1.pdf

消化器内科

島田 昌明

消化器内視鏡検査を受けた方（機器）

〜2021年3月

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-206̲1811.pdf

膠原病内科

片山 雅夫

情報公開文書記載の先行研究に参加いただ
き、血液やカルテ情報の提供をいただいた方

〜2017年12月

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2018-202̲1806.pdf

消化器内科

島田 昌明

自己免疫性肝炎の 治療（検査）を受けた方 1990 年1月〜

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trai2018-106̲201904.pdf

遺伝診療科

田口 育

放射線科

宮川 聡史

食道表在扁平上皮癌の原発巣の病理学的評価を
2018-210 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/wpcontent/uploads/trial2018-210̲201903.pdf

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

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-209̲201904.pdf

消化器内視鏡洗浄の標準化を目指した洗浄工程の
2018-207 見直しに関する多施設共同研究（Ｈ30-NHO（消
化）-01）
関節リウマチ関連間質性肺病変の低分子代謝産物
2018-206
バイオマーカーの探索 H30-NHO(免疫)-01
日本人自己免疫性肝炎（AIH）に関する分子疫
2018-202
学研究 H29-NHO（肝）-01
当院における遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)拾い上
2018-106
げの取り組み

対象となる方

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

診療科

情報公開文書URL

2010年1月〜2016年12月

乳がん手術のために入院され、家族歴聴取を
2016年11月〜2019年2月
行った方
眼球付属器原発MALTリンパ腫（病理検査に
て、MALTリンパ腫の診断がついている）に対し 2006年1月〜2016年12月
て放射線治療を施行した方

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/wpcontent/uploads/trial2018-102̲201903.pdf

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/wpcontent/uploads/trial2018-100̲201903-1.pdf

薬剤部

林 誠

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/wpcontent/uploads/trial2018-099̲201903.pdf

薬剤部

井上 裕貴

血液内科で悪性リンパ腫によりベンダムスチン
（販売名：トレアキシン）の投与を行った患者 2009年9月〜2018年10月
さん

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/wpcontent/uploads/trial2018-098̲201902.pdf

呼吸器内科

丹羽 英之

間質性肺炎合併小細胞肺がんの診断で化学
2009年1月〜2017年12月
療法を施行した方

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（JABレジストリ）

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-094̲201904.pdf

循環器内科

富田 保志
（山下 健太郎）

リハビリテーション科

渡辺 伸一

ICUに新規入室の方で、対象期間内にICU入
2019年7月〜2019年12月
室中のリハビリテーションを受けた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-091̲201902.pdf

外科

片岡 政人

食道裂孔ヘルニアまたは胃食道逆流症で地医
2001年1月〜2015年12月
療を受けられた患者さん

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-090̲201901.pdf

血液内科

飯田 浩充

急性骨髄性白血病の患者さんで、当院で初回
2004年1月〜2016年12月
臍帯血移植を受けた、16歳以上の患者さん

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-088̲201904.pdf

腎臓内科

中村 智信

腎臓内科において新規に透析治療を開始した
2011年10月〜2013年9月
20歳以上の慢性腎臓病の患者さん

臨床研究センター

堀部 敬三

JACLS疫学研究に登録された方のうち、初発
血液腫瘍性疾患の診断名を受けた方

薬剤部

福島 直子

HIV感染妊婦さんで、当院の産婦人科で帝王
2016年1月〜2018年6月
切開術を施行された方とその出生児。

2018-93

2018-91

2018-90

2018-88
2018-87
2018-86
2018-84
2018-83
2018-81

「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」
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
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
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/wpcontent/uploads/trial2018-93̲201904.pdf

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-87̲201904.pdf

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/wpcontent/uploads/trial2018-086̲201811.pdf

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
頸動脈ステント留置術における周術期血圧および安
静度についての検討
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/wpcontent/uploads/trial2018-84̲201902.pdf

病理診断科

西村 理恵子

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-083̲1811.pdf

脳神経外科

浅井 琢美

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-081̲1812.pdf

リハビリテーション科

金谷 貴洋

病理診断科

西村 理恵子

放射線科

宮川 聡史

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/wpcontent/uploads/trial2018-080̲1812.pdf

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/wpcontent/uploads/trail2018-078̲201812.pdf

臨床試験登録、
結果の公表等URL

苦痛のスクリーニングが行われた患者さん

2018年1月〜2018年12月

カテーテルアブレーション治療を実施されたすべて
2019年4月〜2026年3月
の方

1991年1月〜2011年12月

名古屋医療センターで病理組織診断を受けた
2007年1月〜2021年3月
患者さん
頸動脈狭窄症の患者さんで、対象期間内に頸
2016年1月〜2018年7月
動脈ステント留置術を受けた方
機械的血栓回収療法を施行し、失語症
2014年4月〜2018年3月
を呈した方
悪性リンパ腫と診断された方

1991年1月〜2022年3月

前立腺癌の患者さんで、前立腺癌全摘術後の
2015年1月〜2017年12月
再発がみられ救済放射線の治療を受けた方

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000032374

整理番号

2018-77
2018-75

研究課題名
全静脈麻酔下の緊急コイル塞栓術中における体温管
理
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

診療科

研究責任者

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-077̲1812.pdf

診療部

加藤 美奈子

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-075̲1812.pdf

脳神経外科

浅井 琢美

血液内科

永井 宏和

情報公開文書URL

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

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/wpcontent/uploads/trial2018-071̲1811.pdf

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

2018-68
2018-67

2018-65

2018-64

2018-62

2018-56
2018-55

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-074̲201902.pdf

外科

片岡 政人

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-070̲201810.pdf

集中治療科

近藤 貴士郎

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
EBV（Epstein Barr Virus）陽性びまん性大細胞
型B細胞リンパ腫（DLBCL）の予後解析
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)
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(CDCONFIRM)

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-68̲201810.pdf

呼吸器内科

沖 昌英

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2018-067̲1810.pdf

血液内科

永井 宏和

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2018-065̲1810.pdf

脳神経外科

浅井 琢美

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-64̲201903.pdf

乳腺外科

森田 孝子

膝周囲小児骨肉腫患者における術後膝屈曲ROM
および膝伸展ラグに与える因子の検討

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2018-62̲1810.pdf

リハビリテーション科

櫻木 聡

名古屋医療センターにおけるClostridium diﬃcile
の分子疫学
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/wpcontent/uploads/trial2018-56̲1811.pdf

臨床検査科

駒野 淳

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-055̲1809.pdf

小児科

二村 昌樹

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/wpcontent/uploads/trial2018-054̲1809.pdf

呼吸器内科・腫瘍内科

坂 英雄

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/wpcontent/uploads/trial̲2018-53̲1809.pdf

栄養管理室

五十川 直人

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/wpcontent/uploads/trial2018-051̲1808.pdf

放射線科

大岩 幹直

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/wpcontent/uploads/trial2018-50̲201903.pdf

乳腺外科

森田 孝子

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/wpcontent/uploads/trial2018-047̲1808.pdf

消化器内科

島田 昌明

対象となる方
くも膜下出血の患者さんで、緊急でコイル塞栓
術を受けた方
脳疾患で脳血管撮影または脳血管内治療を
受けた方
末梢性T細胞リンパ腫、非特異群及び血管免
疫芽球細胞リンパ腫に対し移植非適応と担当
医が判断した16歳以上の患者さん
（固形腫瘍や造血器悪性腫瘍後に発症した
二次性白血病症例を除く。）
本体研究であるKSCC1301「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療法の有用性の検
討 -ランダム化第II相臨床試験-」に登録された
方*1、および九州大学消化器・総合外科にて
術前無治療で手術を施行された方*2
救急外来を受診された65歳以上の方

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

臨床試験登録、
結果の公表等URL

2017年5月〜2018年6月
2015年1月〜2017年12月

2008年1月〜2018年4月

*1
2013年9月〜2015年1月
16日
*2
2015年1月〜2016年12月

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000035452

2016年4月〜2018年3月

対象期間内に気管支鏡下クライオ生検検査を
2018年4月〜2018年9月
受けた方
当院でびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の診
2007年1月〜2016年12月
断を受け、治療をされた方
急性期脳梗塞で脳血管治療を受けた方

2016年1月〜2019年12月

乳房の超音波検査で乳房に腫瘤が認められカ 2018年4月〜2019年6月
ラードプラ動画画像を記録した方、又は乳房腫 (予定)又は、
瘤に対してカラードプラ動画画像を記録した方 2016年1月〜2018年3月
2015年1月から2018年3月までに当院小児
科に入院し化学療法及び腫瘍広範切除術を
行った骨肉腫患者さんのうち、腫瘍用人工膝
関節置換術を行った方。
対象期間内に細菌学的検査を受けた方
食物アレルギーの患者さんで小児科で負荷試
験を受けた方
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
（WJOG5108L）に
登録された方
西暦2012年4月1日から西暦2017年3月31
日の間に、当院で糖尿病透析予防指導を2回
以上受けられた患者さん
乳腺外来で超音波検査および注射針を用いた
穿刺吸引による腫瘍の検査を行い嚢胞性乳癌
と診断された方
乳房の超音波検査で乳房に非腫瘤性病変が
認められカラードプラ動画画像を記録した方、又
は乳房の非腫瘤性病変に対してカラードプラ動
画画像を記録した方
当院消化器内科でヘリコバクター・ピロリ感染胃
炎に対してボノプラザンを用いた除菌治療をされ
た方

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000036829

2017年1月〜2024年12月
2017年1月〜2017年12月

全期間

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000034345

2012年4月〜2017年3月

2011年4月〜2018年3月
2018年4月〜2020年6月
(予定)又は
2016年1月1日〜2018年3
月
2015年4月〜2018年6月

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000036831

整理番号

2018-42

2018-41
2018-35

2018-32

2018-31

研究課題名
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）
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
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
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長期生存の追加解析
(WJOG0105LFS)
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

診療科

研究責任者

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-042̲1807.pdf

外科

片岡 政人

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-041̲1807.pdf

医療情報管理部

佐藤智太郎

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-035̲1807.pdf

感染症内科

横幕能行

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-032̲1806.pdf

呼吸器内科・腫瘍内科

坂 英雄

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-031̲1806.pdf

病理診断科

西村 理恵子

呼吸器内科・腫瘍内科

坂 英雄

情報公開文書URL

対象となる方

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

治癒切除不能進行再発結腸直腸癌に対する
初回化学療法としてFOLFOXIRI療法あるい
〜2018年1月1日
はFOLFOXIRI+Bevacizumab療法を投与
された方
当院でがん登録をされた患者さんで、病理検査
2013年1月〜2014年12月
を受け、DPCデータがある方
新日鐵中央クリニックにおいて2018年12月から 2018年12月〜2019年12
2019年12月まで社内健康診断をうけた方
月

WJOG0105試験に登録された患者さん

2018年5月〜追跡調査回収
後1年まで

乳癌の患者さんで、手術（乳房全摘術あるい
は乳房温存術）を受けた方

〜2019年3月

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/wpcontent/uploads/trail2018-026̲201901.pdf

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
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/wpcontent/uploads/trial2018-024̲1805.pdf

薬剤部

林 誠

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-023̲1805.pdf

放射線科

大岩

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/wpcontent/uploads/trial̲2018-021̲1810.pdf

薬剤部

井上

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/wpcontent/uploads/trial2018-020̲1808.pdf

血液・腫瘍研究部

永井 宏和

乳腺外科

林 孝子

外科

片岡 政人

「JACCRO GC-07（START-2）試験」に参
〜2022年9月
加いただいた方

ICUに在室されている20歳以上の方

2018-26
2018-24
2018-23

2018-11

2018-8

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
「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/wpcontent/uploads/trial2018-11̲1806.pdf

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2018-8.pdf

喘息の患者さんで、対象期間内に気管支サー
2015年1月〜2019年12月
モプラスティを受けられた方
オピオイド誘発性便秘症の患者さんで、対象期
間内にナルデメジンの処方を受けた方
乳がんと診断され、放射線科・乳腺外科でマン
モグラフィの撮影が行われた方
2017年4月より名古屋医療センター受診中の
患者さんで、長期処方（30日以上の処方）
を受けている患者さん
悪性リンパ腫の患者さんで、対象期間の間に当
院に受診され、診療または他の研究で採取した
リンパ腫病変の検体が保管されている方
JCOG0306に参加いただいた乳がん患者さん
のうち、手術を受けられた方

2017年4月〜2020年3月
30日
2008年4月〜2018年3月

2004年6月14日〜2005年
4月15日

看護部

枡田 ゆかり

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/wpcontent/uploads/trial2018-3.pdf

血液内科

飯田 浩充

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/wpcontent/uploads/trial̲2018-01̲201805.pdf

血液内科

永井 宏和

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/wpcontent/uploads/trial2017-214̲201902-1.pdf

病理診断科

川崎 朋範

対象期間内に20歳以上で特殊型乳癌の手術
2000年1月〜2017年12月
治療を受けられた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-96.pdf

放射線科

大岩 幹直

乳腺外来を受診しマンモグラフィの撮影と超音
波検査の両者を受けられた40歳台の女性

2012年4月〜2016年3月

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-93.pdf

消化器内科

平嶋 昇

DEB-TACEで治療した肝細胞癌患者さん

2014年4月〜2017年12月

看護部

羽柴 知恵子

専門外来を受診された外国籍の患者さん

2009年4月〜2015年3月

2017-93
2017-89

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-89̲201802.pdf

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000036181

2018年4月25日〜2019年
3月

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2018-7.pdf

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
当院における肝細胞癌に対するDEB-TACEの治療
成績
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://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000032534

2017年8月〜2018年4月
27日

ICUにおける身体抑制の実態調査

2017-96

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000035016

2017年6月〜2018年3月

2018-7

2017-214

臨床試験登録、
結果の公表等URL

非血縁同種造血幹細胞移植を受けた16歳以
上の患者さんで、サイトメガロウィルスに対する先 2006年6月〜2016年12月
制治療を受けた方
国内の参加施設でホジキンリンパ腫と診断さ
れ，診断された際に61歳以上であった患者さ 2007年1月〜2016年12月
ん

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000037927

整理番号

2017-84
2017-72
2017-64
2017-60
2017-53

2017-52

2017-51
2017-50
2017-44
2017-43
2017-42
2017-40
2017-31
2017-27

2017-25

研究課題名
若年性認知症の認知機能低下率に関する後方観察
研究
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
小児救急重篤疾患登録調査
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
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
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
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
持療法の長期予後に関する横断研究
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
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
セルセプトカプセル250特定使用成績調査 ループス
腎炎
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）
肝硬変患者の予後を含めた実態を把握するための研
究
HIV感染症に関する臨床ゲノム情報に関する研究
レシピエントが有する抗HLA抗体の抗原特異性と反
応強度が血縁者間HLA不適合移植、および、非血
縁者間臍帯血移植の生着に与える影響
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-

研究責任者

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-84.pdf

感染症内科

松岡 亜由子

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-72̲201802.pdf

病理診断科

市原 周

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-64-1.pdf

臨床研究センター

堀部 敬三

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-60.pdf

臨床研究センター

齋藤 明子

JPLSG AML-05臨床試験に登録された方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-53.pdf

臨床研究センター

服部 浩佳

片眼性網膜芽細胞腫の患者さんで、治療もし
2010年1月〜2017年8月
くは検査を受けた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-52.pdf

臨床研究センター

永井 宏和

当院にてDLBCLと診断された方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-51.pdf

臨床研究センター

永井 宏和

対象期間内にLowB研究に参加され、効果が
2005年12月〜2009年5月
認められた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-50.pdf

病理診断科

川崎 朋範

対象期間内に病理組織診断を受けた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-44.pdf

臨床研究センター

安田 貴彦

2000年1月以降に急性リンパ性白血病と診断
2000年1月〜
され、当院で治療（検査）を受けた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-43.pdf

膠原病内科

片山 雅夫

対象期間内に、セルセプトによる治療を受けた
ループス腎炎の方

外科

片岡 政人

胃がんの患者さんで、治癒を見込むことができる 2017年9月25日〜2019年
方
4月11日

消化器内科

島田 昌明

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-31.pdf

臨床研究センター

岩谷 靖雅

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-27.pdf

細胞療法科

飯田 浩充

血縁者間HLA不適合移植または非血縁者間
2010年1月〜2014年12月
臍帯血移植を受けた方

血液内科

平野 大希

当院で新たにAML、MDS、CMMLと診断され
た20歳以上（発症時）の方

外科

片岡 政人

対象期間内に、切除不能大腸癌に対してロン
2014年7月〜2016年9月
サーフ単独療法が開始された方

関節リウマチの患者さんで、アバタセプト（オレン
シアⓇ）の投与開から一年間以上の経過観察
－
を行い得た、投与開始前の血清中抗CCP抗
体濃度のデータがある方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2017-42̲1806.pdf
https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-40-1.pdf

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-025̲1806.pdf

2017-22

ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コ
ホート）研究（JFMC50-1701-C6）

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2017-22̲201803.pdf

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

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2017-19.pdf

整形外科・リウマチ科

来田 大平

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/wpcontent/uploads/trial2017-17.pdf

救命救急センター

本荘 弥生

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/wpcontent/uploads/trail2017-002̲1808.pdf

腎臓内科

八尾村 多佳朗

2017-2

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

診療科

情報公開文書URL

対象となる方
HIV感染症の方で神経心理学的検査を受け
た患者さん
非浸潤性乳管癌の患者さんで、当院で乳房温
存手術の治療を受けた方
小児救急において15歳未満で亡くなられた方、
人工換気療法を実施された方、化膿性髄膜
炎の方

臨床試験登録、
結果の公表等URL

2008年4月〜2017年5月
14日
2000年1月〜2012年12月
〜2021年12月
2006年11月〜2010年12
月

2004年1月〜2014年12月

2007年1月〜2017年3月

2017年9月〜2018年6月

対象期間内に、通院、治療された慢性肝疾患 2011年1月〜2011年12月
または肝硬変の方
2016年10月〜2017年12
HIV感染症と診断された16歳以上の方で、対
2008年4月〜2017年8月
象期間内に受診された方

2017年7月〜2021年3月

対象期間内に、呼吸器外科・内科病棟、循環
2016年3月
器外科・内科病棟に入院していた方
腎臓病（慢性腎臓病 および急性腎不全）お
2018年8月7日〜2021年6
よび腎臓病を引き起こす可能性をもつ病気を有
月15日
している方

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr̲view.cgi?recptno=R000024631

整理番号

研究課題名

原発性胆汁性胆管炎の発症と重症化機構の解明の
2016-227 ための多施設共同研究（採択番号:H28NHO(肝)-01）
わが国における日常診療での甲状腺機能異常症の
2016-222 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）
メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患の病態
2016-218 解明のための多施設共同研究（H28NHO(多共)
－02）
病理診断支援システムの機能と病理部門インシデント
2016-215 の関係を調査する前向き登録研究（H27-NHO
（多共）-02）
2016-99

2016-98
2016-97

マンモグラフィで構築の乱れを示す病態の調査・研究
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）
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

研究責任者

消化器内科

島田 昌明

1990年4月以降に原発性胆汁性胆管炎およ
び原発性胆汁性肝硬変の確定診断をされた 1990年4月〜2019年3月
方

糖尿病・内分泌科

山家 由子

初診の患者さんのうち、甲状腺の病気を疑い、
2017年2月〜2018年12月
甲状腺ホルモンの検査を行った方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-218̲201903.pdf

病理診断科

西村 理恵子

当院に通院、入院されているリンパ増殖性疾患
2016年4月〜2019年3月
を発症された関節リウマチ患者さん

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-215.pdf

病理診断科

川崎 朋範

対象期間内に病理検査をされた患者さんの病
2016年4月〜2019年3月
理診断の過程で発生したインシデント

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-99̲2.pdf

放射線科

大岩 幹直

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-98̲2.pdf

集中治療科

近藤 貴士郎

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-97̲02.pdf

集中治療科

森田 恭成

血液内科

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-227.pdf

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-222̲01.pdf

〜2020年3月

飯田 浩充

ATLと診断された方

2012年1月〜2013年12月

心臓血管外科において体外循環を使用した心
2017年4月〜
臓および大血管の手術を受けられた方

第12次ATL全国実態調査

2016-91

体外循環症例データベース（NPD）

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-91̲02.pdf

臨床工学室

髙井 浩司

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/wpcontent/uploads/trial2016-89̲2.pdf

集中治療科

近藤 貴士郎

小児におけるリツキシマブ髄腔内/脳室内注射実施例
の調査研究
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
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
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
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
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
再生不良性貧血における同種移植において、移植前
処置ならびにドナータイプが混合キメラ・二次性生着不
全に与える影響
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/wpcontent/uploads/trial2016-87.pdf

臨床研究センター

堀部 敬三

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-86̲2.pdf

感染症科

横幕 能行

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-85̲4.pdf

臨床研究センター

堀部 敬三

消化器内科

島田 昌明

薬剤部

林 誠

集中治療科

森田 恭成

血液内科

飯田 浩充

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-67̲02.pdf

臨床研究センター

村松 千左子

2016-87
2016-86
2016-85
2016-84
2016-82
2016-75
2016-74
2016-67

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-84̲02.pdf
https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-82̲2.pdf
https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-75̲02.pdf
https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-74.pdf

乳腺外来にてマンモグラフィの撮影と超音波検
2010年1月〜2015年12月
査を受けられた女性で、マンモグラフィでカテゴ
リー3以上の構築の乱れが指摘された方
入院され、高血糖緊急症（糖尿病性ケトアシ
ドーシスや高浸透圧高血糖症候群）と診断さ 2012年1月〜2016年12月
れた18歳以上の方
外傷による入院患者さん全て

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-95̲1.pdf

2016-95

対象となる方

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

診療科

情報公開文書URL

集中治療室に入室され初めて心房細動を発症
2017年4月〜2018年3月
した18 歳以上の方
リツキシマブの髄腔内/脳室内注射診療を受け
2001年9月〜2017年3月
た小児の方
対象期間にエイズ診療拠点病院及びその他医
2011年1月〜2018年12月
療機関に通院中のHIV 感染症及びエイズの方
公開文書記載の研究グループで治療を受けら
〜2022年3月
れた造血器腫瘍の方
当院でB 型慢性肝疾患に対しエンテカビルによ
2007年8月〜2015年12月
る治療が行われた方
対象期間内に公開文書記載の薬物の服用を
開始し、脂質濃度を測定した20歳以上の方
救命センターに入室期間中に48 時間以上の
人工呼吸管理を行っている18 歳以上の方
造血幹細胞移植を受けた16 歳以上の方
当院で乳房の検査（マンモグラフィまたは超音
波検査）を受けた方
急性期DIC 診断基準に基づきDIC と診断
（スコア4 点以上）されトロンボモジュリンの投
与を受けた方
頸動脈狭窄症、未破裂脳動脈瘤、脳動静脈
奇形の患者さんで対象期間内に脳血管内治
療を受けた方

2011年1月〜2014年12月
2017年1月〜2018年3月
2000年1月〜2014年12月
2005年1月〜2015年12月
2016年11月〜2020年10
月

2016-60

敗血症性DICのATⅢ推移の検討

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-60̲02.pdf

集中治療科

鈴木 秀一

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/wpcontent/uploads/trial2016-51̲01.pdf

脳神経外科

浅井 琢美

2016-45

検診発見乳がんの生物学的特徴の調査

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-45̲2.pdf

放射線科

大岩 幹直

乳がん手術治療を受けられた女性の方

2012年4月〜2016年3月

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/wpcontent/uploads/trail2016-38.pdf

臨床研究センター

永井 宏和

中枢神経浸潤を伴う多発性骨髄腫症の方

〜2018年12月

2014年4月〜2017年3月

臨床試験登録、
結果の公表等URL

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptn
o=R000029195&type=summary&language=J

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptn
o=R000030333&type=summary&language=J

整理番号

研究課題名

診療科

研究責任者

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/wpcontent/uploads/trial2016-37̲2.pdf

臨床研究センター

安田 貴彦

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
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
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/wpcontent/uploads/trial2016-22̲2.pdf

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/wpcontent/uploads/trial2016-8.pdf

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/wpcontent/uploads/trial2016-1̲02.pdf

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

2016-22

情報公開文書URL

臨床研究センター

安田 貴彦

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-18̲01.pdf

集中治療科

近藤 貴士郎

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2016-11̲2.pdf

臨床検査科

対象となる方

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

診断・治療を受けた急性骨髄性白血病、骨髄
異形成症候群、急性リンパ性白血病、悪性リ 2000年1月〜2015年12月
ンパ腫、骨髄増殖性疾患の方
急性リンパ性白血病の方で当院で診断・治療
2000年1月〜2015年12月
を受けた方
内科救急疾患で入院された65 歳以上の方

2012年1月〜2014年12月

駒野 淳

病理検査を受けた方

1990年1月〜2020年12月

呼吸器内科・腫瘍内科

坂 英雄

間質性肺炎合併肺癌で治療を受けた方

2012年1月〜2013年12 月

臨床研究センター

堀部 敬三

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2015-91̲02.pdf

消化器内科

平嶋 昇

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/wpcontent/uploads/trial2015-85.pdf

脳神経内科

奥田 聡

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/wpcontent/uploads/trial2015-53̲02.pdf

病理診断科

市原 周

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/wpcontent/uploads/trial2015-43.pdf

脳神経外科

須崎 法幸

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/wpcontent/uploads/trial2015-36̲1807.pdf

血液内科

平野 大希

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/wpcontent/uploads/trial2015-27̲2.pdf

臨床検査科

駒野 淳

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/wpcontent/uploads/trial2015-24̲02.pdf

臨床研究センター

眞田 昌

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/wpcontent/uploads/trial2015-20.pdf

消化器内科

島田 昌明

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/wpcontent/uploads/trial2015-4̲03.pdf

臨床研究センター

堀部 敬三

2016-18
2016-11

2015-4

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:
2014-821
renal prognosis in patients with
Hyporesponsive anemia To Erythropoiesis
stimulating agents, darbepoetiN alfa
BRIGHTEN
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/wpcontent/uploads/trial2014-821̲1806.pdf

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2014-744.pdf

腎臓内科

八尾村 多佳朗

呼吸器内科・腫瘍内科

小暮 啓人

臨床試験登録、
結果の公表等URL

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptn
o=R000021094&type=summary&language=J

小児、思春期・若年成人固形造血器腫瘍全
2001年10月〜2015年12
般と診断され小児科に入院して固形がんの治
月
療（検査）を受けた方
消化器内科に通院しDAAで治療するC型慢性
肝疾患の患者さんで、対象期間にFibroscan 2016年3月〜2016年12月
Ⓡを(肝硬度測定)を受けた方
「脳出血急性期の高血圧に対する降圧効果を
検討する第III 相多施設共同無作為化臨床 2011年4月〜
試験（ATACH-Ⅱ試験）」へ参加された方
乳癌の温存手術を受け、削り取り断端
（Shave margin）による高精度断端検索
法（ポリゴン法）を受けた方
脳下垂体腫瘍の患者さんで、外科治療を受け
た方
JALSG ALL-202O 試験への登録症例で、登
録時に随伴研究「ALL の病型診断および病態
解明のための遺伝子研究」への参加と残余検
体の保存にご同意いただいている方
名古屋医療センター、仙台医
療センターに入院し、細菌学的検査をうけた方
造血器腫瘍および再生不良性貧血、発作性
夜間ヘモグロビン尿症と診断（診断時18 歳以
上）され、診断時の検体が保存されている方
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な
肝硬変における体液貯留の患者さんでトルバプ
タンの治療を受けた方
小児白血病研究会（JACLS） ALL-02 治
療研究に参加された方で、白血病診断時の骨
髄検体が保存されている方

2003年6月〜2005年5月
1989年1月〜2015年7月

2002年1月〜2010年12月

1990年1月〜2020年12月
2000年1月〜2020年3月

2011年4月〜2017年11月
JACLS ALL-02治療研究に参
加された方

「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
2015年3月〜2016年9月
る検討」研究の参加について、既に文書で同意
をいただいている方

「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
2014年5月〜2016年11月
究」に参加され、血液を採取し、BIM 遺伝子
多型の検査を受けられた方

https://upload.umin.ac.jp/cgi-openbin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&recptn
o=R000015164&type=summary&language=J

整理番号

2013-690

研究課題名
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

2012-536 血液・造血器疾患における疾患登録
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
本邦における心血管インターベンションの実態調査(J2011-455
EVT/SHD)
JALSG参加施設に新たに発生する全AML、全
2011-436 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)
1型糖尿病患者における抗glutamic acid
decarboxylase antibody（GAD）抗体及び抗
2008-213
insulinoma-associated protein-2（IA-2）抗
体の臨床的意義についての検討
軟組織を描画するX線光学系、高性能2次元検出
2006-15
器および屈折用アルゴリズムの開発
2012-507

研究責任者

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2013-690.pdf

臨床研究センター

堀部 敬三

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2012-536̲02.pdf

臨床研究センター

堀部 敬三

血液内科

平野 大希

20歳以上の方で、公開文書記載の期間に新
たに急性リンパ性白血病（ALL）の診断を受
けた方

循環器内科

山田 高彰

対象期間に心血管カテーテル治療を受けるすべ
2009年1月〜
ての患者さん

血液内科

平野 大希

20歳以上の方で、対象期間に新たにAML、
MDS、CMMLと診断を受けた方

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2008-213̲02.pdf

内分泌内科

山田 努

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial̲2006-15̲1810.pdf

病理診断科

市原 周

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2012-507̲1806.pdf

https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2011-455̲01.pdf
https://crc.nnh.go.jp/wpcontent/uploads/trial2011-436̲1807.pdf

対象となる方

本研究の対象となる
手術、検査、診療の時期

診療科

情報公開文書URL

公開文書に記載の疾患と診断され、かつ診断
時年齢が20歳未満の方
国立病院機構内の血液・造血器疾患の診療
を行う施設で、新規に血液・造血器疾患と診
断された方

2006年1月〜2021年12月
2006年1月〜

2011年9月〜2016年1月

2011年8月〜2016年1月

代表研究機関である名古屋大学医学部附属
病院糖尿病・内分泌内科およびその関連病院
2014年6月〜2020年3月
（当院名古屋医療センターも含む）に通院さ
れている1型糖尿病の患者さん
当院の患者さんで、生検あるいは手術を受けた
〜2020年3月
方

臨床試験登録、
結果の公表等URL

