
No. 整理番号 研究期間 研究課題名 研究対象 部署名

H27.7～H29.3

427
高齢者（75歳以上）進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
るドセタキセル＋ベバシズマブ療法とペメトレキセド＋ベバ
シズマブ療法の無作為化第Ⅱ相試験【TORG1323】

呼吸器科

426
腹部大動脈瘤及び胸部大動脈瘤患者に対する血管内治療の安
全性と有効性に関する多施設・前向き研究

第一外科

脳卒中425 ﾚｾﾌﾟﾄ等情報を用いた脳卒中救急疫学調査 脳神経外科

434
前立腺癌患者の診療時背景因子と初期治療および治療経過に
関する実態調査研究

泌尿器科H28.5.1～H31.3.31 前立腺癌

431
胃静脈瘤及び肝性脳症に対する血管塞栓術の治療成績と適応
について

第二消化器内科
H28.7～
H30.3.31

436
ﾀﾞｸﾗﾀﾞｽﾋﾞﾙ＋ｱｽﾅﾌﾟﾚﾋﾞﾙ治療に失敗例したC型慢性肝疾患に対
するﾊｰﾎﾞﾆｰ療法時におけるﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ併用の効果に関する検討

第二消化器内科H28.7.11～H30.3.31 Ｃ型慢性肝疾患

435
化学療法未治療の切除不能な進行・再発大腸癌に対する
FOLF0XIRI＋ベバシツマブ療法の第Ⅱ相試験

第一外科
H28.4.1～
H31.9.30

進行・再発大腸癌

439
肺がん患者の血栓塞栓症発症率の観察研究ならびに静脈血栓
塞栓症に対する第Xa因子阻害薬ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝの有効性と安全性に
関する検討

呼吸器科H28.7.11～H33.5 肺癌

438 非血縁者間骨髄・末梢血管細胞移植における検体保存事業 血液内科H28.7.11～H38.6.30
非血縁者間骨髄・
末梢血幹細胞移植

441

膝関節または股関節の変形性関節症患者を対象とした
Tanezumabの長期安全性および鎮痛効果を皮下投与により評
価する第３相多施設共同無作為化二重盲検実薬対照試験
(A4091058)

第一整形外科H28.7.11～H30.9.30 変形性関節症

440
静脈血栓塞栓症合併肺がん患者におけるEGFR-TKI併用下での
新規第Xa因子阻害薬ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝの薬物動態に関する検討

呼吸器科H28.7.11～H33.5
静脈血栓塞栓症合
併肺癌

443
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

第三外科H27.10.1～H32.3.31 腹腔鏡下肝切除術

442

成人の慢性腰痛症患者を対象としたTANEZUMABの鎮痛効果お
よび安全性を評価する第３相多施設共同無作為化、二重盲
検 、 プ ラ セ ボ お よ び 実 薬 対 照 、 並 行 群 間 比 較 試 験
（A4091059）

第二整形外科H28.7.11～H30.9.30 慢性腰痛症

447
再発難治性多発性骨髄腫における免疫調整薬（サリドマイ
ド、レナリドミド、ポマリドミド）とクラリスロマイシンの
適応外使用による治療

血液内科H28.7.11～
再発難治性多発性
骨髄腫

444
小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ追加LMB化学
療法の安全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試
験

小児科H28.6.1～H35.9.30
小児ﾘｽｸ成熟Ｂ細胞
性腫瘍

H26.9.1～H29.12.31 ２型糖尿病445
２型糖尿病コントロール不十分例に対するDPP-4阻害薬投与
群とｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ投与群の糖・脂質代謝改善に関する研究

内分泌・代謝内
科

448 神経ブロックカテーテルの注入圧に関する研究 麻酔科

450 多施設共同による自己免疫性膵炎の実態調査 第一消化器内科H28.8.8～H29.3.31

H28.8.8～H30.3.31
神経ﾌﾞﾛｯｸｶﾃｰﾃﾙ留
置

自己免疫性膵炎

453
日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前
向き観察研究

血液内科H28.8.8～H34.8.7 骨髄腫関連疾患

451
HER2異常等の低頻度の分子異常を有する非小細胞肺癌の臨床
病理学的特徴を明らかにするための前向き観察研究（HER2-
CS STUDY）

呼吸器科H28.8.8～H32.12 非小細胞肺癌

458
院内でのリネゾリド耐性グラム陽性球菌(LRGPC)検出状況と
検出リスクの研究（後方視的）

薬剤部H28.8.24～H29.3

H28.8.24～H32.3455
自己免疫性溶血性貧血患者の血中ST２と赤血球結合IgGサブ
クラス定量

血液内科

全ての入院患者
(H24～H28)

自己免疫性溶血性
貧血

461
保健指導を中心とする地域における脳卒中の再発予防システ
ムとエビデンス構築に関する研究

看護部H28.8.24～H29.3.31

460
関節エコーを用いた関節リウマチ患者における生物製剤投与
後の残存関節炎に対するセルトリズマブ・ペゴルの有効性と

リウマチ科H28.8.24～H31.3 関節リウマチ

脳卒中

469
化学療法未治療の切除不能な進行・再発大腸癌に対する
FOLF0XIRI＋ベバシツマブ療法の第Ⅱ相試験

第一外科H27.4.1～H30.9.30

468
生物学的製剤が耐糖異常に与える影響の検討：関節リウマチ
症例での後向きコホート

リウマチ科

H26.6.26～H34.9.30

H28.10.17～H30.3 関節リウマチ

膝関節全層軟骨欠
損

467
膝関節全層軟骨欠損を対象とした自家培養軟骨（ジャック
®）の使用成績調査

第一整形外科

進行・再発大腸癌
再発大腸癌

470
非喫煙者小細胞肺癌における臨床病理学的諸因子ならびにＥ
ＧＦＲ遺伝子変異の検討（後向き研究）

呼吸器科H28.10.17～H29.4
非喫煙者小細胞肺
癌
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No. 整理番号 研究期間 研究課題名 研究対象 部署名

平成29年12月31日現在

現在実施中の臨床研究

47 501 Ｈ28.4～H33.3.
局所進行胃癌・食道胃接合部癌に対する術前化学療法として
のS-1+オキサリプラチン併用療法の有効性・安全性について
検討する第Ⅱ相試験(KSCC1601)

進行胃がん 第一外科

48 503 H29.4.1～H30.3.31 ERCP関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究 ERCP関連偶発症 第一消化器内科

49 504 H29.1.24
治療抵抗性マントル細胞リンパ腫患者に対するR-BAC療法と
bortezomib併用療法

リンパ腫 血液内科

50 506 h29.3.27～H31.3.31
パーキンソン病・パーキンソン症候群患者の入院　調査：入
院理由、リハ実施状況について

パーキンソン病 神経内科

51 507 H29.3.27～H29.9.30
Daily DPP4阻害薬からweekly DPP阻害薬トレラグリプチンへ
の変更を選択した患者の特徴と３か月後、６か月後の治療効
果についての検討

内分泌疾患

内分泌・代謝内
科

亀井　望

52 508 H29.3.27～H29.4.30 当院禁煙外来における禁煙成功例と非成功例の比較検討 禁煙外来 呼吸器科

53 509 H29.3.27～H29.3.31 多施設共同研究による膵神経内分泌腫瘍の実態調査 膵臓疾患 第一消化器内科

54 510 H29.3.27～H30.12.31
膵液細胞診を目的としたENPDカテーテルの有用性に関する臨
床研究

膵臓疾患 第二消化器内科

55 511 H29.2.7
進行肝内胆管癌患者に対するｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ併用につい
て

肝臓疾患 第一消化器内科

56 512 H28.12～H29.12 見つけ出せ！誤嚥リスク～脊椎疾患患者の肺炎予防～ 脊椎疾患 看護部

57 513 H29.2.27～H29.3.27 急性骨髄性白血病の寛解不応例への治療 急性骨髄性白血病 血液内科

58 514 H29.2.27～H30.1.30 移植後の後療法 小児疾患 小児科

59 515 H29.3.16～H31.3.31
小児急性リンパ性白血病に対する多施設共同研究におけるL-
asparaginaseによる重症膵炎例の検討

白血病 小児科

60 518 H29.4～H33.3
古典的ホジキンリンパ腫とＢ細胞リンパ腫の境界症例の特徴
の検討

リンパ腫 病理診断科

61 519 H29.3.16～H31.11
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療および再発抑制に対
するリバーロキサバンの有効性および安全性に関する登録観
察研究

静脈血栓 循環器内科

62 520 H29.3.16～H30.3.31
レナリドミドを使用する多発性骨髄腫患者における抗血栓薬
の使用状況調査

骨髄腫関連疾患 薬剤部

63 521 H29.4.1～H33.12.31 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 小血液疾患 小児科

471
終末期がん患者への多職種支援が看取りまでの患者QOLと総
合コストに及ぼす影響を探るための前向き調査研究

看護部H28.10.17～H29.5 終末期がん

479
Regorafenib投与後の画像変化と治療効果に関する後方視的
コホート研究（ＫＳＣＣ1603)

第一外科H28.11.18～H30.7.31

478
小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ白血病(Ph+ALL)
に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床
試験ALL-Ph13Ver.4.2

小児科H28.12.1～H33.9.30

切除不能な進行再
発結腸・直腸癌

小児ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色
体陽性急性ﾘﾝﾊﾟ白
血病

484 当院における急性肝障害の実態と薬剤性肝障害診療の現況 第二消化器内科h28.11.25～H29.6.9 急性肝障害

480
原爆被爆者の放射線関連甲状腺乳頭癌に関するゲノム解析の
試行調査

病理診断科H29.1.1～H30.7.1 甲状腺癌

486
H.pylori陰性胃・十二指腸原発MALTリンパ腫の臨床病理学的
特徴と治療戦略

総合内科H28.11.25～H29.5.13

485
肝硬変患者に対するカルニチン製剤の有効性と治療侵襲に与
える影響

第二消化器内科h28.11.25～H29.6.9

H.pyrori陰性胃・
十二指腸原発MALT
リンパ腫

肝硬変

血液内科H28.11.25～H29.3.31 濾胞性リンパ腫

487
慢性肝疾患における肝線維化・肝発癌と可溶型TNFRsの関連
性の検討

第二消化器内科H28.11.25～H30.11.30 慢性肝疾患

489 濾胞性リンパ腫に関する多施設共同後方視的研究

内分泌・代謝内
科

H28.1～H30.3 2型糖尿病

491 肝細胞癌に対するネクサバール治療の多施設予後調査 第二消化器内科H28.11.25～H32.3.31 肝細胞癌

492
日本人２型糖尿病患者のインスリン単位調節における、患者
の自己調節群と医師調節群のQOL及び自己効力感に関する比
較研究

第二消化器内科H29.1.5～H37.12.15 慢性肝疾患

493
慢性Ｃ型肝炎における直接作用型抗ウイルス剤投与が及ぼす
糖脂質代謝への影響

第二消化器内科H29.1.5～H30.12.15 慢性Ｃ型肝炎

494 慢性肝疾患における骨密度・骨代謝の検討

第二消化器内科H29.1.5～H29.6 肝癌

495 慢性肝疾患における皮膚掻痒症についての現況 第二消化器内科H29.1.5～H30.9.1 慢性肝疾患

497
仮想超音波像と造影超音波を併用したプランニングエコーは
肝癌のラジオ波焼灼療法の成績を向上させる

500 多発性骨髄腫に対する同種移植に関するアンケート調査 血液内科H29.1.5～H29.12.31 多発性骨髄腫

498 ＳＶＲ後の悪性腫瘍の発生とその危険因子について 第二消化器内科H29.1.5～H32.6 慢性Ｃ型肝炎45
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平成29年12月31日現在

現在実施中の臨床研究

64 528 H29.5.16～H29.6
広島赤十字・原爆病院の終末期がん患者における輸液療法の
現状調査

輸血療法 薬剤部

65 529 H29.6.9～H32.9.30
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）

心疾患 循環器内科

66 530 H29.6.9～H37.3.31
夜間高血圧患者における夜間血圧正常化に対する治療法につ
いての検討（夜間血圧正常化が予後に与える影響）

血圧疾患 循環器内科

67 531 H29.6.9～H29.7.31 JAK阻害薬投薬中に肺クリプトコッカス症を発症した一例 肺関連疾患 呼吸器科

68 532 H29.6.9～H29.7.31
一次治療としてカルボプラチン+ nab-パクリタキセルで治療
を行った胸腺癌の一例

胸腺癌 呼吸器科

69 533 H29.7.1～H33.4.30
第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第Ⅰ
ⅠⅠ相国際共同臨床研究（IntReALL SR 2010）

白血病 小児科

70 539 H29.6.9～H30.3.31
大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジス
トリー研究

動脈疾患 第二外科

71 540 H29.6.9～H30.3.31
日本人2型糖尿病患者のインスリン単位調節における、患者
の自己調節群と医師調節群のQOL及び自己効力感に関する比
較研究

糖尿病
内分泌・代謝内

科

72 541 H29.6.22～ 難治性血栓症血小板減少性紫斑病へのリツキサン投与 血栓症 血液内科

73 542 H29.3.16～H33.3.31
レナリドミドを使用する多発性骨髄腫患者における抗血栓薬
の使用状況調査

骨髄腫関連疾患 薬剤部

74 543 H29.7.13～H32.3.31
骨髄不全患者における、PNH型血球割合とPNH関連の臨床症状
を経時的にみる観察研究

骨髄腫関連疾患 血液内科

75 545 H29.7.13～H33.12.31
自家末梢血幹細胞移植施行多発性骨髄腫におけるマルチパラ
メーターフローサイトメトリーによる微小残存病変の検出法
の確立：次世代シークエンサー法との比較検討

多発性骨髄腫 血液内科

76 547 H29.4.1～H30.3.31 ERCP関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究 ERCP関連偶発症 第一消化器内科

77 548 H25.2～H30.2
ステロイド性骨粗鬆症患者を対象としたエルデカルシトール
とアルファカルシドールの単独投与を比較するランダム化臨
床研究

骨粗しょう症 整形外科

80 553 H29.7.1～H33.4.30 血縁者ドナーコーディネートに難渋した症例検討 血液疾患 輸血部


