継続中の臨床研究
No 登録番号

付議月日

平成28年2月現在

課題名

実施部署

レトロゾールによる術前内分泌療法が奏功した閉経後乳がん
1 21-②-１ 平成21年5月13日 患者に対する術後のランダム化比較試験（N-SAS BC 06）お 外科
よび乳がん患者の多目的コホート研究06

2

23-①-2 平成23年5月19日 心血管インターべンションの実態調査（J-PCI）

循環器内科

3

23-①-2 平成23年5月19日 心血管インターべンションの実態調査（J-EVT/SHD）

循環器内科

4 23-②-１ 平成23年7月19日 ②既治療対する2nd line Erlotinib療法

内科

5 23-②-１ 平成23年7月19日

③１st Carboplatin+Paclitaxel+Bevacizumaｂ併用療法+2nd
line Erlotinib療法

6 23-②-２ 平成23年7月19日

冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低
循環器内科
下療法または通常脂質低下療法のランダム化比較試験

7 23-④-２ 平成23年11月10日

「NAUSICA AMI 臨床研究：Nobori And Uncoated Stent In
Coronary Attack 」

内科

循環器内科

「日本人における自由行動下血圧追跡研究
8 23-④-４ 平成23年11月10日 （Japan Ambulatory blood Pressure Prospective Study ：ＪＡＭ 循環器内科
Ｐ研究）」
日本循環器学会循環器救急医療委員会
9 23-④-５ 平成23年11月10日 心臓・血管（肺動脈・大動脈）原性ショック・レジストリー多施設 循環器内科
での共同研究 (追加申請)

10 23-④-7 平成23年11月10日

もの忘れについての画像診断とアポリボ蛋白E多型に関する
研究

11 24-①-３ 平成24年6月14日 「リプレガル」の国際市販後調査ＦＯＳ参加について

精神科

循環器内科

レトロゾールによる術前内分泌療法が奏効した閉経後乳がん
12 24-②-３ 平成24年8月10日 患者に対する術後化学内分泌療法と内分泌単独療法のラン 乳腺外科
ダム化比較試験 (N-SAS BC06)
ベバシズマブ (Bvcz) を含むプラチナ併用初回化学療法が無
効となったEGRF遺伝子変異陰性の非扁平上皮非小細胞肺
13 24-③-２ 平成24年11月1日
内科
がんに対するエルロチニブ (Erl) 単剤療法とErl/Bvcz 併用の
ランダム化第Ⅱ相試験

14 24-③-３ 平成24年11月1日 東北地方におけるアテローム血栓性イベントリスクの追跡調査 脳神経外科

継続中の臨床研究
No 登録番号

付議月日

15 24-④-1 平成25年1月31日

平成28年2月現在

課題名

実施部署

本邦における発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)症例の臨床
内科
病態の検討

HER2 陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法に
16 24-④-5 平成25年1月31日 おけるトラスツズマブ単剤と化学療法併用に関するランダム化 乳腺外科
比較試験 (N-SAS BC 07)

17 24-④-7 平成25年1月31日 疫学研究：「乳がん患者の多目的コホート研究07」

18 24-④-10 平成25年1月31日

乳腺外科

我が国における植込み型除細動器（Implantable
cardioverter-defibrillator：ICD およびCardiac
循環器内科
Resynchronization therapy with defibrillator: CRT-D）の植込
み状況および作動状況に関する疫学的調査

非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に
19 24-⑤-1 平成25年3月14日 対するリバーロキサバンの有効性と安全性に関する登録観察 循環器内科
研究

20 24-⑤-5 平成25年3月14日

MIBG 心筋シンチグラフィーによるレビー小体型認知症の鑑
別診断

精神科

21 25-①-３ 平成25年4月25日

重度臭覚障害を呈するパーキンソン病を対象としたドネぺジ
ルの予後改善効果に関する研究

神経内科

22 25-②-2 平成25年9月26日

PET/CTを用いた原発性肺腺癌完全切除術後化学療法の第
呼吸器外科
Ⅲ相試験実施計画書

閉経後進行・再発乳癌に対する２次内分泌療法としてのフル
23 25-②-5 平成25年9月26日 ベストラントの臨床的有効率(CBR)と癌関連因子との相関を確 乳腺外科
認する多施設共同試験

24 25-③-１ 平成25年11月14日 人工関節登録制度への参加

整形外科

25 25-③-２ 平成25年11月14日 病院外心停止に対する包括的治療体制の構築に関する研究 救急科

再発危険因子を有するハイリスクStage Ⅱ結腸がん治癒切除
例に対する術後補助化学療法としてのmFOLFOX6療法また
26 25-④-５ 平成26年2月13日
外科
はXELOX 療法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

27 25-⑤-１ 平成26年3月13日

認知症患者iPS細胞の作製とそれを用いた疾患解析•遺伝子
解析に関する研究

123

28 25-⑤-２ 平成26年3月13日

精神科

I-イオフルパンSPECTによる脳内ドパミン・トランスポーター 精神科
の画像診断の研究

継続中の臨床研究
No 登録番号

付議月日

29 26-①-1 平成26年5月28日

平成28年2月現在

課題名

実施部署

非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞/TIAにおけるリバー
神経内科
ロキサバンの投与開始時期に関する観察研究（RELAXED）

RET融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性肺癌の臨床
30 26-①-3 平成26年5月28日 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

呼吸器外科

肝硬変における体液貯留に対するトルバプタン錠（サムスカ
錠）の有効性と安全性の検討

消化器内科

31 26-②-2 平成26年8月21日

Ｃ型慢性肝疾患に対する抗ウイルス療法の体系確立を目指し
32 26-②-3 平成26年8月21日 た多施設共同研究：肝炎ウイルス（ＨＣＶ）のＮＳ5Ａ領域にお 消化器内科
けるＹ93Ｈ変異の測定

33 26-②-4 平成26年8月21日 ゼルヤンツ錠5ｍｇ 特定使用成績調査（全例調査）

34 26-②-6 平成26年8月21日

レセプト及びＤＰＣデータを用いた心疾患における医療の質
に関する研究

35 26-③-3 平成27年2月27日 体外循環症例登録事業への参加

整形外科

循環器内科

ME室

36 26-③-4 平成27年2月27日

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
脳神経外科
有効性及び安全性の検討

37 26-③-5 平成27年2月27日

安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者に
おけるリバーロキサバン単剤療法に関する臨床研究

循環器内科

FGFR遺伝子変化等の稀な遺伝子変化を有する肺扁平上皮
38 26-③-6 平成27年2月27日 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 呼吸器外科
の前向き観察研究

39 26-③-8 平成27年2月27日

骨粗鬆症患者の橈骨遠位端骨折に対するテリパラチド連日
投与製剤とミノドロン酸マンスリー製剤の及ぼす影響

整形外科

使用成績調査
心臓血管外
40 26-④-1 平成27年5月22日 「販売名：COOK Zenith 大動脈解離用エンドバスキュラー
科
システム」

41 27-①-2 平成27年5月22日 尿管結石診断アルゴリズムの前向き検討

泌尿器科

ホルモン陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する、ホルモン療
法による維持療法を利用したベバシズマブ＋パクリタキセル
42 27-①-3 平成27年5月22日
乳腺外科
療法の治療最適化研究
-多施設共同無作為化比較第Ⅱ相臨床試験-

継続中の臨床研究
No 登録番号

付議月日

課題名

43 27-①-5 平成27年5月22日 ノボリ使用実態調査

平成28年2月現在
実施部署

循環器内科

RAS遺伝子（KRAS/NRAS遺伝子）野生型で化学療法未治療
の切除不能進行再発大腸癌患者に対するｍFOLFOX6＋ベ
44 27-①-6 平成27年5月22日 バシズマブ併用療法とｍFOLFOX6＋パニツムマブ併用療法 外科
の有効性及び安全性を比較する第Ⅲ相無作為化比較試験
（PARADIGM study)

45 27-②-2 平成27年7月24日 抗血栓性が向上したPMMA膜の栄養保持効果検証

46 27-③-3 平成27年9月15日

内科

リプレガルを投与されたファブリー病患者を対象 にと した
循環器内科
Lyso-Gｂ3の測定

資格要件を満たす日本人専門家により施行された慢性完全
47 27-④-1 平成27年11月17日 閉塞病変（CTO）に対する経皮的冠動脈インターベンション 循環器内科
（PCI）のレジストリー

