臨床研究実施状況
平成29年11月30日現在
臨床研究名

番号
1

術後せん妄予防の取り組み
－術前訪問を行って－

2 高血圧患者におけるシルニジピンの酸化ストレスに対する作用についての研究

実施期間等
実施期間
平成19年6月～症例数が集まるまで
実施期間
平成20年12月～平成22年9月

3

StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてUFT／LV療法TS-1療法 実施期間
の第Ⅲ相比較臨床試験
平成20年12月～平成27年3月

4

非小細胞肺癌完全切除症例に対する術後化学療法投与完遂生および化学療法効果 実施期間
予測因子・予後予測因子の検討
平成20年12月～平成22年12月

5

前立腺癌治療でのGoserelin（Zoladex（R））の腹部投与時における疼痛軽減法
の検討

実施期間
平成21年5月～平成21年12月

6

血小板減少を伴うC型慢性肝炎に対するPSE・脾臓摘出術後のPEG-IFNα-2b＋ﾘﾊﾞ
ﾋﾞﾘﾝ併用療法

実施期間
平成21年5月～平成24年2月

7 肝細胞癌治療後のC型慢性肝炎に対するPEG-IFNα-2b＋ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ併用療法の有用性

実施期間
平成21年5月～平成26年6月

8 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ総合実施計画書を用いた具体的アプローチの方法

実施期間
平成21年5月～平成21年9月

9 人工股関節全置換術を受ける患者への術前訓練の効果

実施期間
平成21年5月～平成21年9月

10

治癒切除結腸癌（StageⅢ）を対象としたフッ化ピリミジン系薬剤を用いた術後
補助化学療法の個別化治療に関するコホート研究

実施期間
平成21年9月～平成23年3月

11

移植適応外で未治療の多発性骨髄腫患者を対象としたＭＰ療法とゾレドロン酸併 実施期間
用試験
平成21年9月～平成24年12月

12

前立腺肥大症に伴う蓄尿症状に対するシロドシン単独およびシロドシン・塩酸プ 実施期間
ロピベリン併用療法の検討
平成21年9月～平成22年6月

13

開腹術を受けた患者の体験と看護師の認識のずれについて
－身体的側面を中心に－

14

進行・再発結腸・直腸癌患者に対するｸﾞﾙｸﾛﾝ酸転移酵素（UGT1A1）遺伝子多型別 実施期間
塩酸ｲﾘﾉﾃｶﾝの用量に関する探索的試験
平成22年2月～平成24年3月

15

進行性乳癌に対する完遂率を高め組織学的寛解率向上をめざした術前化学療法多 実施期間
施設共同試験（N-1 Trial）薬剤感受性生物学的因子探索研究
平成22年2月～平成24年3月

実施期間
平成21年9月～平成22年3月

16 脳梗塞発症後早期からの抗血小板薬使用が予後に及ぼす影響の検討

実施期間
平成22年2月～平成23年9月

17 再発乳癌におけるVinorelbineの抗腫瘍効果の検討

実施期間
平成22年2月～平成23年3月

18

StageⅢb 大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのUFT/Leucovorin
療法とTS-1/Oxaliplatin療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

19

高齢者再発・難治性多発性骨髄腫に対するWeekly bortezomib＋dexamethasone療 実施期間
法(JMSG-0902)
平成22年12月～平成28年4月

20 ダイアライザが高齢透析導入患者の予後に与える影響
21

StageⅡ/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
療法の認容性に関する検討

22 DPP-4阻害薬の血管障害に対する効果
23

実施期間
平成22年6月～平成32年9月

実施期間
平成22年12月～平成29年9月
実施期間
平成22年12月～平成28年10月
実施期間
平成23年5月～平成26年6月

初回MAB療法再燃前立腺癌に対する抗アンドロゲン剤交替療法とUFT併用療法にお 実施期間
ける臨床効果と核酸代謝酵素mRNA発現量の相関に関する検討
平成23年5月～平成29年9月

24 早産児におけるストレス軽減に向けた体重測定方法

実施期間
平成23年5月～平成23年12月
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25

脳梗塞急性期におけるラジカット及びrt-PA製剤（アルテプラーゼ）併用投与に
対する調査

実施期間等
実施期間
平成23年5月～平成24年9月

26 レナリドミド治療中の多発性骨髄腫患者における血中サイトカイン濃度の検討

実施期間
平成23年5月～平成25年3月

27 肝疾患における治療反応性と予後に関与する遺伝子素因の検査

実施期間
平成23年5月～

28 前立腺癌患者における背景因子、初期治療に関する実態調査研究

実施期間
平成23年9月～平成24年9月

29 転移再発乳癌に対するゲムシタビンとTS-1併用療法による多施設共同第Ⅱ相試験

実施期間
平成23年9月～平成24年6月

30

メンケス病の治療による患者を対象としたヒスチジン銅皮下注射とジスルフィラ 実施期間
ム（商品名：ノックビン）の併用療法における有効性及び安全性の検討
平成23年9月～

31

造血幹細胞移植の適応とならない未治療多発性骨髄腫に対するサレドカプセル維 実施期間
持療法の臨床研究
平成24年2月～平成28年2月

32

C型肝炎におけるIL-28,ITPA及び脂質関連遺伝子多型、血清脂質及びウイルスゲ
ノタイプの解析

実施期間
平成24年2月～平成25年3月

実施期間
平成24年7月～（平成17年7月から平成
24年1月までに診断した患者）
活動期及び寛解期潰瘍性大腸炎における経口５－ＡＳＡ製剤治療に関する実態調 実施期間
34
査（観察研究）
平成25年4月～平成26年6月
33 ＴＫＩ治療経過中に染色体異常を来した慢性骨髄性白血病に関する全国調査

35

BRCA1/2遺伝子検査を用いた遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(Hereditary Breast
and OvarianCancer Syndrome;HBOC)の診断

36 高血圧患者におけるシルニジピンの酸化ストレス、ＲＡＳ指標に対する作用

実施期間
平成25年6月～
実施期間
平成26年2月～平成28年2月

37

間質性肺炎合併未治療進行非小細胞肺癌に対するTS-1+CBDCA併用療法第Ⅱ相臨床 実施期間
試験
平成26年7月～平成27年9月

38

乳幼児期女児の採尿方法の検討
～

39

再発危険因子を有するStageⅡ大腸癌に対するUFT/LV療法の臨床的有用性に関す
る研究

～カット綿・シリンジ採尿法と従来法との比較 実施期間
平成26年7月～平成26年9月
実施期間
平成26年10月～平成32年4月

40 整形外科疾患のマトリックス解析

実施期間
平成27年6月～平成30年3月

41 子宮体癌に対する腹腔鏡下手術

実施期間
平成27年8月～

42 大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験（無作為二重盲検試験）

実施期間
平成28年1月～平成31年9月

43 全国肺癌登録調査：２０１０年肺癌手術症例に対する登録研究

実施期間
平成28年1月～平成29年12月

44

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 実施期間
設共同研究～
平成27年10月～平成32年3月

45

二次救急指定病院に救急搬送されてから入院に至るまでの患者家族ニーズの実態 実施期間
～CCFNI-Jスケールを用いて～
平成28年6月～平成28年8月

46

胃癌術後の単独世帯患者及び高齢患者への食事指導～退院後の食事に対する思い 実施期間
～
平成28年6月～平成28年9月

47 高齢者の内服自己管理向上に向けた看護介入の効果

実施期間
平成27年9月～

48 新生児の採血時における痛みを緩和する看護介入

実施期間
平成28年6月～平成28年10月
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49 立ち会い分娩に対する褥婦の思い
50

メンケス病の治療におけるヒスチジン銅皮下注射とジスラフィラム（商品名：
ノックビン）の併用療法の有効性及び安全性の検討

実施期間等
実施期間
平成28年6月～平成28年8月
実施期間
平成28年7月～

51 変形性股関節症における骨嚢胞の成因に関する研究

実施期間
平成28年9月～平成29年3月

52 JESREC Study診断基準を用いた慢性副鼻腔炎手術症例の検討

実施期間
平成28年9月～平成30年3月

53 卵巣がんの高罹病性に関わる遺伝子変異・多型の同定に関わる研究

実施期間
平成28年9月～

54 大腸腫瘍患者に対するクルクミンの発癌予防臨床試験（無作為二重盲検試験）

実施期間
平成28年9月～平成30年3月

55

大腸癌に対する中等度催吐性化学療法の悪心・嘔吐及びＱＯＬ、夜間睡眠への影 実施期間
響に関する検討～多施設共同研究～
平成28年10月～

56

間質性肺炎合併肺癌切除患者における術後急性増悪予測リスクスコアバリデー
ションスタディ～多施設共同非介入前向き研究～

57 脳性麻痺児の実態把握に関する疫学調査（多施設協同後向き観察研究）

実施期間
平成28年10月～平成31年9月
実施期間
平成28年12月～平成30年3月

58

抗がん剤による副作用の発現因子解析および副作用に対する支持療法の有効性に 実施期間
関する研究
平成29年6月～平成30年12月

59

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

60 脳卒中による後遺症が残存した患者の退院先決定に至るまでの患者と家族の思い
61

実施期間
平成29年6月～平成32年9月
実施期間
平成29年6月～平成29年7月

NICUに入院中の早産児・低出生体重児が保育器からコット移床した時の母親の思 実施期間
い
平成29年6月～平成29年8月

62 ７５歳以上の後期高齢ストーマ患者のストーマケアを行う家族の思い

実施期間
平成29年6月～平成29年9月

63 胸腰椎手術患者への体験型アプローチにより術前指導がもたらす効果

実施期間
平成29年6月～平成29年7月

64

初産婦が抱く産後１ヶ月までの母乳育児に関する困難－母親の社会的人間関係か 実施期間
らの探求－
平成29年6月～平成29年8月

65 産科危機的出血症例へのフィブリノゲン濃縮製剤保健適用外投与

実施期間
平成29年11月～

66 寛骨臼回転骨切り術後の股関節筋力・歩行能力の経時的変化

実施期間
平成29年11月～平成31年12月31日

67 人工膝関節置換術後の膝関節体表面温度に関する研究

実施期間
平成29年11月～平成31年12月31日

68 入院前口腔ケアによる術後誤嚥性肺炎予防効果

実施期間
平成29年11月～平成31年12月31日

69 消化器癌患者に対するリハビリテーション栄養

実施期間
平成29年11月～平成31年12月31日

70 人工関節術後の深部静脈血栓発生と早期離床に関する研究

実施期間
平成29年11月～平成31年12月31日

