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61 本邦における心血管インターベンションの実態調査（J-PCI） 循環器内科 副院長 小栗　光俊 2008年12月16日 ～

103
名古屋大学腎臓病総合レジストリー
(Ｎ－ＫＤＲ：Ｎagoya－Ｋidney－Ｒegistry)

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2011年10月24日 ～ 2026年9月21日

119
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

外科 医務局長 渡邊　真哉 2012年5月21日 ～ 2021年4月30日

221 透析導入患者における前向きレジストリ研究 腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2015年11月5日 ～ 2025年11月30日

230 小児固形腫瘍観察研究 小児科 主任部長 河邊　太加志 2016年2月19日 ～ 2024年12月31日

232 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価（日本ICU患者データべース） 集中治療部 主任部長 森田　麻己 2016年3月2日 ～ 2024年3月31日

254 SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験（PROTECT） 循環器内科 副院長 小栗　光俊 2016年6月10日 ～ 2022年3月31日

269 周術期における自律神経障害評価としての心拍変動解析の有用性の検討 麻酔科 主任部長 高橋　利通 2016年9月23日 ～

281
名古屋腎臓研究コンソーシアム
NNRC：Nagoya Nephrology Research Consortium

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2016年12月22日 ～ 2031年6月15日

315 大動脈弁狭窄症を併存する慢性維持透析患者の予後に関する多施設共同研究 腎臓内科 院長 成瀬　友彦 2017年7月20日 ～ 2023年3月31日

330 疫学調査「口腔がん登録」 歯科口腔外科 主任部長 丹下　和久 2017年12月8日 ～ 2023年12月31日

331 血液凝固異常症全国調査 小児科 主任部長 河邊　太加志 2017年12月25日 ～ 2025年3月31日

349 脳梗塞患者における血栓溶解治療（rt-PA静注療法）の効果に関する検討 脳神経内科 主任部長 山下　史匡 2018年7月11日 ～

350 「もの忘れ外来」を受診された患者における認知機能の検討 脳神経内科 主任部長 山下　史匡 2018年7月11日 ～

352 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 小児科 主任部長 小林　貴江 2018年7月24日 ～ 2019年3月31日

355 急性心不全患者の実態調査 循環器内科 副院長 小栗　光俊 2018年8月14日 ～ 2027年8月31日

356
急性心不全患者に対する退院後の電話によるセルフケア支援とその効果（つなぐ看
護電話プロジェクト）

看護局 看護師長 服部　初美 2018年11月5日 ～ 2024年8月31日

360
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　AICOPP

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2018年12月26日 ～ 2028年8月31日

362 維持血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症患者を対象とした長期観察研究 腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2018年12月26日 ～ 2023年11月30日

367 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築
内視鏡セン
ター

主任部長 髙田　博樹 2019年2月8日 ～ 2024年12月31日

研究予定期間



実施中の研究 2022年７月31日時点

承認
番号

研究等の名称 研究責任者 研究予定期間

375
推定糸球体濾過量15ml/min/1.73m2未満の保存期慢性腎臓病患者における治療実態に
ついての調査（JOINT－KD study）過去起点コホート研究

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2019年4月11日 ～ 2023年12月31日

383
食物経口負荷試験の安全な実施とその結果に基づく食物アレルギーの診断に関する
後方視的研究

小児科 医長 田上　和憲 2019年8月7日 ～ 5年間

387 消化管粘膜障害のリスク因子の検討 消化器内科 部長 林　則之 2019年9月19日 ～ 2021年3月31日

388
RSウイルス感染に伴い急性喘鳴をきたした乳幼児例に対するプランルカストの有用
性についての前方視的多施設共同研究

小児科 部長 前田　徹 2019年9月19日 ～ 2025年9月30日

392 膵頭十二指腸切除術におけるトラネキサム酸投与の術中出血抑制効果に関する研究 外科 部長 佐藤　文哉 2019年10月9日 ～ 2026年12月31日

396 日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）構築に関する研究 整形外科 副院長 久保田　雅仁 2019年11月29日 ～ 2030年3月31日

400 腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険遺伝子および遺伝子変異の同定 腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2019年12月26日 ～ 2025年3月31日

401 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 循環器内科 副院長 小栗　光俊 2019年12月26日 ～ 2023年3月31日

408
慢性腎臓病stage5患者における血清亜鉛濃度と感染症イベントに関する後ろ向き観
察研究

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2020年3月4日 ～ 5年間

409 プロテオミクス手法による各種アレルギー疾患の要因分析 小児科 主任部長 小林　貴江 2020年4月1日 ～ 2022年3月31日

415 希少未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する研究 小児科 主任部長 河邊　太加志 2020年4月24日 ～ 2021年3月31日

416
小児IgA血管炎のステロイド使用法に関する後方視的検討　A retrospective study
of steroid therapyu in treatment of IgA vasculitis in children

小児科 主任部長 河邊　太加志 2020年5月15日 ～ 2024年3月31日

419 Tinnitsus　Acceptance　Questionnaire（TAQ）日本語版の信頼性・妥当性の検証 耳鼻咽喉科 主任部長 佐藤　雄二 2020年6月3日 ～ 承認日から２年後

421 COVID-19に関するレジストリ研究 呼吸器内科 主任部長 岩田　晋 2020年5月29日 ～ 2023年1月31日

426
Ｃ型肝炎ウイルス排除治療による肝硬変患者のアウトカムに関する多施設共同観察
研究

消化器内科 副院長 祖父江　聡 2020年6月29日 ～ 2024年3月31日

428 入院を要する市中肺炎、院内肺炎、人工呼吸器関連肺炎患者に対する臨床観察研究 呼吸器内科 主任部長 岩田　晋 2020年7月10日 ～ 2025年3月31日

432
データベースを用いた国内発症 小児Coronavirus Disease 2019(COVID-19)症例の臨
床経過に関する検討

小児科 主任部長 河邊　太加志 2020年8月7日 ～ 2021年3月31日

433 咽頭・喉頭・気管狭窄症疾患レジストリ構築研究 小児科 主任部長 河邊　太加志 2020年8月6日 ～ 5年間

435
COVID19パンデミックによる活動制限がもたらす慢性閉塞性肺疾患への影響に関する
研究　The impact of COVID19 pandemic-related activity restriction on the
outcomes of chronic obstructive lung disease

呼吸器内科 主任部長 岩田　晋 2020年9月18日 ～ 2024年3月31日
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436
当院における膵疾患に対しての膵体尾部切除後の臨床的膵液瘻を予測する臨床的指
標についての検討

外科 部長 小林　真一郎 2020年9月18日 ～ 2021年7月31日

438
春日井市内の保育園での食物アレルギー対応に関するアンケートによる後方視的研
究

小児科 主任部長 小林　貴江 2020年9月29日 ～ 5年間

439
ダブルバルーン小腸内視鏡検査および大腸内視鏡的粘膜下層剥離術後の深部静脈血
栓症の発生率に関する前向き観察研究

消化器内科 主任部長 平田　慶和 2020年10月19日 ～ 2023年3月31日

441 モモアレルギー患者のアレルゲンコンポーネント検査に関する研究 小児科 医長 尾池　直子 2020年11月24日 ～ 2027年3月31日

446
腹膜透析患者を対象とした低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素（Hypoxia
Inducible Factor Prolyl Hydroxylase：HIF-PH）阻害薬の腎性貧血に対する有効性
に関する多施設共同後ろ向き研究

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2021年2月17日 ～ 2023年3月31日

447
当院における膵頭十二指腸切除後の臨床的膵液瘻を予測する臨床的指標についての
検討

外科 部長 小林　真一郎 2021年2月19日 ～ 2021年12月31日

448 ＥＲＣＰ　後膵炎予防のためのジクロフェナク坐薬投与における至適投与量の検討
内視鏡セン
ター

主任部長 髙田　博樹 2021年3月8日 ～ 2025年3月31日

449
日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた統合的解析（2017-
2019年度日本医療研究開発機構事業「冠動脈疾患に係る医療の適正化を目指した研
究」の内容を包括）

循環器内科 副院長 小栗　光俊 2021年3月5日 ～ 2027年3月30日

451 COVID-19の予後予測因子の同定と臨床応用に関する研究 呼吸器内科 主任部長 岩田　晋 2020年8月25日 ～ 2023年3月31日

453
産婦人科における内視鏡手術多施設データベース構築および情報支援内視鏡外科手
術システム構築

産婦人科 医長 大塚　かおり 2021年3月22日 ～ 2025年3月31日

454 機械学習手法による残薬が発生しやすい患者の推定 薬剤局薬剤科 指導主幹 坂田　洋 2021年3月25日 ～ 2025年3月31日

455 糖尿病性腎臓病における腎血行動態の解明とカナグリフロジンによる腎保護作用 腎臓内科 院長 成瀬　友彦 2021年3月25日 ～ 2023年12月31日

456 腹膜透析患者の合併症とその対策に関する臨床調査研究 腎臓内科 院長 成瀬　友彦 2021年3月31日 ～ 2025年11月16日

458 急性腹症患者における術後転帰に関連する因子　後方視的調査
リハビリテー
ション技術室

主査 山下　裕 2021年5月14日 ～ 2021年12月31日

460 本邦における蜂窩織炎の起炎菌解析と培養手段の最適化 皮膚科 主任部長 古橋　卓也 2021年6月16日 ～ 2年間

461
冠動脈インターベンションにおいて臨床工学技士が清潔業務に従事することの有益
性の検討

循環器内科 副院長 小栗　光俊 2021年6月16日 ～ 2022年8月31日

462
腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置術時の下腸間膜動脈塞栓の有用性の評
価：多施設前向き無作為化比較研究

血管内治療セ
ンター

主任部長 玉井　宏明 2021年6月22日 ～ 2024年9月30日

464 子宮頚癌にIMRTの検討 放射線治療科 医師 西尾　昌大 2021年6月16日 ～ 2022年6月22日
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465
放射線治療を行った中咽頭癌の治療成績、ＣＴ画像の解析による臨床的有用性の検
討

放射線治療科 医長 小川　靖貴 2021年6月21日 ～ 2022年9月1日

466 誤嚥性肺炎パス導入による効果
リハビリテー
ション技術室

主査 山下　裕 2021年7月1日 ～ 2022年3月31日

468 米アレルギー患者のアレルゲン同定に関する研究 小児科 医長 尾池　直子 2021年7月30日 ～ 2027年3月31日

469
レートヒストグラム（心拍度数分布図）を指標とした植込み式心臓電気デバイス
（ＣＩＥＤＳ）に関する観察研究

循環器内科 医長 猪飼　佳弘 2021年8月12日 ～
最終登録患者の
デバイス植込み
から１年後

470 新規内視鏡的胆道擦過デバイス（トレフル®）の診断能に関する検討
内視鏡セン
ター

主任部長 髙田　博樹 2021年8月26日 ～ 2022年12月31日

474 虫垂粘液産生腫瘍１６例の検討 外科 医長 岩田　力 2021年10月8日 ～ 2022年3月31日

475
膵頭十二指腸切除後のドレーン抜去前のＣＴ所見から臨床的膵液瘻を予測できるか
の検討

外科 部長 小林　真一郎 2021年10月8日 ～ 2022年6月30日

477 食道表在癌の病期予測のための血清バイオマーカーの前向き検証研究 消化器内科 主任部長 平田　慶和 2021年10月20日 ～ 2024年3月31日

478 80歳以上の高齢者の急性腹症に対する緊急手術後合併症の危険因子の検討 外科 専攻医 山本　亮 2021年10月20日 ～ 2023年3月31日

479 黄色肉芽腫性胆嚢炎と胆嚢癌の鑑別に有用な指標についての検討 外科 専攻医 伊藤　博崇 2021年10月20日 ～ 2023年3月31日

480 Ｉｍａｇｉｎｇ所見観察後におけるデバイス選択基準の傾向を観察する研究 循環器内科 副院長 小栗　光俊 2021年10月20日 ～ 2022年6月30日

482
Ｂ型肝炎ウイルス再活性化予防のために核酸アナログ製剤を投与した症例における
長期臨床経過の検討

消化器内科 副院長 祖父江　聡 2021年11月2日 ～ 2023年3月31日

483
切除不能肝細胞癌に対するアテゾリズマブ＋ベバシズマブ併用療法の効果予測因子
の検討

消化器内科 副院長 祖父江　聡 2021年11月25日 ～ 2026年3月31日

485 外来通院中の高齢者糖尿病患者における握力測定の意義
糖尿病・内分
泌内科

医長 渡邊　梨紗子 2021年12月20日 ～ 2022年12月31日

487
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観察研究（追跡調
査）

放射線治療科 医長 小川　靖貴 2021年12月20日 ～ 2022年12月31日

488 当院における小腸ＧＩＳＴ13例の検討 外科 部長 小林　真一郎 2021年12月28日 ～ 2022年8月31日

489 おたふくかぜワクチン接種後の副反応に関する全国調査 小児科 主任部長 河邊　太加志 2022年1月6日 ～ 2022年3月31日

490 当院で加療した脳梗塞あるいは一過性脳虚血発作患者の予後研究 脳神経内科 主任部長 山下　史匡 2022年1月20日 ～ 2029年3月31日

491 ＣＯＶＩＤ－１９流行前後のＲＳＶ感染症の臨床像の変化に関する多施設共同研究 小児科 主任部長 河邊　太加志 2022年1月20日 ～ 2023年3月31日
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492 残薬調整を実施した患者の予後調査 薬剤科 指導主幹 坂田　洋 2022年2月1日 ～ 2024年3月31日

493 カテーテルアブレーション全国症例登録研究（Ｊ－ＡＢ２０２２） 循環器内科 副院長 小栗　光俊 2022年2月10日 ～ 2030年3月31日

495
急性心不全患者に対する尿中ナトリウム濃度を用いた利尿薬治療フローの有用性の
検討

循環器内科 副院長 小栗　光俊 2022年3月10日 ～ 2023年3月31日

496 結腸憩室出血に対する有効な治療法の確立を目的とした多施設後ろ向き研究 消化器内科 部長 平田　慶和 2022年3月29日 ～ 2025年3月31日

497 春日井市民病院における経口抗菌薬の使用状況調査 薬剤科 主任 中崎　みづき 2022年3月29日 ～ 2027年3月31日

498 新規乾癬患者の疫学調査 皮膚科 主任部長 古橋　卓也 2022年4月6日 2026年12月31日

499 本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術（ＭＩＳ）の実態調査 産婦人科 部長 高村　志麻 2022年4月26日 ～ 2023年3月31日

500
本邦の常染色体優性多発性嚢胞腎（ＡＤＰＫＤ）患者における脳動脈瘤の発症とス
クリーニングの実態調査

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2022年4月26日 ～ 2023年3月31日

501
慢性腎疾患・心不全患者における高カリウム血症の長期管理に対する疾患負担と治
療の負担を評価するための前向きコホート研究

腎臓内科 医務局長 坂　洋祐 2022年5月25日 ～ 2024年5月31日

502
日本における心不全患者の病気の負担、認識、セルフケア及び治療の支援に関する
患者アンケート調査

循環器内科 副院長 小栗　光俊 2022年5月20日 ～ 2022年5月31日

503 機械学習手法により開発した残薬発生推定モデルの検証 薬剤科 指導主幹 坂田　洋 2022年5月31日 ～ 2024年3月31日

504
入院慢性呼吸器疾患患者を対象とした椅子立ち上がり動作時における床反力パラ
メータの有用性

リハビリテー
ション技術室

理学療法
士

黒田　大智 2022年5月31日 ～ 2023年3月31日

505
アテローム動脈硬化性心血管疾患（ＡＳＣＶＤ）の既往歴が確認された患者におけ
るリポ蛋白（a）値の分布の特性を明らかにするための多施設共同横断的研究

循環器内科 副院長 小栗　光俊 2022年6月30日 ～ 2023年2月28日

506 高度肥満症に対する肥満外科治療の費用対効果に関する研究 中央手術部 主任部長 會津　恵司 2022年7月15日 ～ 2028年10月31日

507
非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション施行患者の経口抗凝固薬
と抗血小板薬の至適併用療法：多施設、前向き、無作為化比較試験

循環器内科 副院長 小栗　光俊 2022年7月12日 ～ 2024年12月31日

508 新型コロナウイルス感染症が地域総合病院小児科の入院数に与えた影響 小児科 医長 田上　和憲 2022年7月27日 ～ 2022年12月31日


