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StageⅢ大腸癌治癒切除例に対する術後SOX療法の
投与量および治療スケジュール最適化のための探索
的ランダム化比較第Ⅱ相試験

消化器外科 F2014014-1

消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 消化器内科 F2020001

ＣＯＶＩＤ－１９に関するレジストリ研究 臨床検査科 F2020002

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の患者背景、
臨床経過、疫学、治療、画像所見に関する研究

臨床検査科 F2020003

アビガン錠200mgのSARS-CoV-2感染症への使用につ
いて

臨床検査科 F2020004

オセルタミビルカプセルのSARS-CoV-2感染症への使
用について

臨床検査科 F2020005

レベトールカプセルのSARS-CoV-2感染症への使用に
ついて

臨床検査科 F2020006

静脈血栓症を有する悪性腫瘍関連脳梗塞に対する経
口活性化第Ⅹ因子阻害薬と未分画ヘパリンの有効性と
安全性の多施設共同後方視的観察研究

神経内科 F2020007

ALP（アルカリ性フォスファターゼ）とLD（乳酸デヒドロゲ
ナーゼ）の国際標準化対応法の性能評価

臨床検査室 F2020008
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くも膜下出血患者における来院からＣＴ撮像までにか
かる時間に関連する要因

帝京大学大学院公
衆衛生学研究科

F2020009

アビガン錠200mgのSARS-CoV-2感染症への使用につ
いて

臨床検査科 F2020004-1

くも膜下出血患者における来院からＣＴ撮像までにか
かる時間に関連する要因

帝京大学大学院公
衆衛生学研究科

F2020009-1

糖尿病腎症に対する自己管理支援ICTシステムの影響
に関するランダム化比較試験

糖尿病・内分泌内科 F2018007-4

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

消化器内科 F2018071-1

院外心停止後患者に対する水素ガス吸入療法の有効
性の検討（第Ⅱ相試験：多施設介入研究）
Hydrogen Inhalation Therapy for Patients with Post
Cardiac Arrest Syndrome(Phase Ⅱ，multicenter，
prospective，randomized，double-blind，placebo-
controlled trial)HYBRID2 Study Protocol Ver.2.7.
（2017/7/14）
Clinical Trials Registration ID:UMIN000019820

救急科 F2018029-2

日本インターベンショナルラジオロジー学会における症
例登録データベース事業

放射線診断科 F2020010

Chest CT ｆｉｎｄｉｎｇｓ of 23 cases of COVID-19
（COVID-19の胸部CT所見に関する研究）

放射線診断科 F2020011
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するグル
ココルチコイド療法の有効性を検証する多施設共同後
方視的研究

呼吸器内科 F2020012

レニン・アンギオテンシン系阻害薬のCOVID-19重症
化・死亡への影響
“神奈川－国循COVID19パイロット調査研究”

循環器内科 F2020013

レニン・アンギオテンシン系阻害薬のCOVID-19重症
化・死亡への影響
“神奈川－国循COVID19パイロット調査研究”

循環器内科 F2020013-1

静脈血栓症を有する悪性腫瘍関連脳梗塞に対する経
口活性化第Ⅹ因子阻害薬と未分画ヘパリンの有効性と
安全性の多施設共同後方視的観察研究

神経内科 F2020007-1

妊娠初期の感染性疾患スクリーニングが母子の長期健
康保持増進に及ぼす影響に関する多施設共同前向き
観察研究

産婦人科 F2018010-1

骨粗鬆症症例におけるラグスクリューの固定性に関す
る調査

整形外科 F2020014

論文「糞便中へのウイルス排泄が６か月以上持続した
小児Ａ型急性肝炎症例」

こども診療センター F2020015

Epidermal　Growth　Factor　Receptor　activating
mutation　positive（EGFRm+）進行非小細胞肺がん
（NSCLC）初回オシメルチニブ治療の効果、安全性及
び増悪後の治療に関する観察研究－Reiwa－

外来化学療法室 F2020016

SRAS-CoV-2　抗原検査の検査精度に関する検討 臨床検査科 F2020017

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術初期治療成績の
後方視的検討

泌尿器科 F2020018

新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいた
COVID-19ワクチンの開発と評価系の構築

呼吸器内科 F2020019
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リウマチ・膠原病における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）レジストリ“Rheumatology　COVID-19
Registry”を利用した多施設共同観察研究

呼吸器内科 F2020020

本邦でのCOVID-19感染患者治療の疫学的調査 救急科 F2020021

熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査
（Heatstroke　STUDY）

救急科 F2020022

ショック時の皮膚色と皮膚色変化に関連する因子の検
討

看護部 F2020023

循環器疾患及びリスク因子合併COVID-19入院患者に
関する多施設共同観察研究：CLAVIS-COVID
（Clinical Outcomes of COVID-19 Infection in
Hospitalized Patients with Cardiovascular Diseases
and/or Risk Factors）

循環器内科 F2020024

心不全患者のサルコペニアの評価 循環器内科 F2020025

BRCA遺伝学的検査に関するデータベースの作成（遺
伝性乳癌卵巣癌症候群症例の日本乳癌卵巣癌総合
診療機構（JOHBOC）への登録事業

産婦人科 F2020026

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染初期にお
ける中和活性と抗体保有の関連についての観察研究

呼吸器内科 F2020027

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）中長期におけ
る中和活性と抗体保有の関連についての観察研究

呼吸器内科 F2020028

原発性胃癌の治療成績に関する多施設共同観察研究
－２

消化器外科 F2020029

新型コロナウイルス感染と冠攣縮性狭心症発症と予後
に関する多施設前向き共同研究

循環器内科 F2020030
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後期高齢者低位直腸癌（高リスク pT1、低リスク pT2）
に対する準標準的治療を評価する多施設共同前向き
観察研究

消化器外科 F2018018-2

腹腔鏡下直腸癌　手術後の縫合不全予防に対する近
赤外光観察を用いた腸管血流評価の有効性に関する
ランダム化比較試験

消化器外科 F2018050-2

直腸癌における術前ＭＲＩ画像診断に関する多施設共
同後ろ向き・前向き観察研究

消化器外科 F2019047-1

急性胆嚢炎中等症に対する至適手術時期の検討 消化器外科 F2020031

非閉塞性腸管虚血症の手術症例に関する検討 消化器外科 F2020032

レニン・アンジオテンシン系抑制薬とCOVID-19感染症
重症化の関連性に関する調査研究

循環器内科 F2020033

乳癌の治療成績に関する多施設共同観察研究 乳腺外科 F2020034

化学療法既治療の転移乳がんに対する内分泌療法剤
とアベマシクリブによる併用療法の観察研究

乳腺外科 F2020035

ECPR（PCPSを使用するCPR）導入の判断における
PvCO2（静脈血CO2分圧）の検討

救急科 F2020036

子宮頸部円錐切除術後の頸管狭窄例に対する腹腔鏡
下子宮全摘術の後方視的研究

産婦人科 F2020037

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

臨床検査科 F2020038
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人工知能を用いたCOVID19感染症の重症度トリアージ
システムの開発

臨床検査科 F2020039

COVID-19後遺症に関する実態調査（中等度Ⅱ以上
対象）

呼吸器内科 F2020040

出血リスクの高い経皮的冠動脈インターベンション施行
患者を対象としたプラスグレル治療の研究

循環器内科 F2017032-2

高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン
＋エトポシド併用療法（CE療法）とカルボプラチン＋イリ
ノテカン併用療法（CI療法）のランダム化比較第Ⅱ/Ⅲ
相試験
（JCOG1201/TORG1528）

呼吸器内科 F2016008-2

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するグル
ココルチコイド療法の有効性を検証する多施設共同後
方視的研究

呼吸器内科 F2020012-1

医療従事者感染リスク低減を目指した、軽症SARS-
CoV2感染者等の遠隔管理システムの効果検証

呼吸器内科 F2020041

CT上の胸部大動脈石灰化とCOVID-19の重症化の関
連性
“神奈川-国循COVID-19パイロット調査データベース
を用いた研究”

循環器内科 F2020042

多分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共
同前向き観察研究

呼吸器内科 F2020043

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラ
クティブMDD診断システムを用いた診断標準化に基づ
く疫学データの創出－AI診断システムと新規バイオ
マーカーの開発－

呼吸器内科 F2020044

国内外の後天性の血友病を含む出血性疾患のゲノム
解析を含まない調査研究

血液内科 F2020045
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切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）また
は進展型小細胞肺癌（ED-SCLC）患者に対するアテゾ
リズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研究＜J-
TAIL-2＞

呼吸器内科/外来化学療法室 F2020046

閉塞性大腸癌症例における術前大腸ステントを用いた
治療に関する検討

消化器外科 F2020047


