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研究課題名 所属 承認番号

再発急性前骨髄球性白血病(APL)に対するTamibarotene(Am80)と亜ヒ酸(ATO)
の併用、寛解後療法としてGemtuzumab Ozogamicin(GO)を用いた治療レジメン
の有効性および安全性検証試験-第Ⅱ相臨床試験-JALSG APL219R

血液内科 F2019027-1

慢性期慢性骨髄性白血病患者に対するポナチニブ維持療法後のチロシンキ
ナーゼ阻害薬再中断試験（JALSG CML RE-STOP219 Study）

血液内科 F2019039-1

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 F2019045-1

骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術 泌尿器科 F2021001

小径腎腫瘍に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 泌尿器科 F2021002

ユニコーンネイル／ユニコーン　プラス調査 整形外科 F2021003

関節リウマチを対象とした日常診療下におけるサリルマブの前向き観察研究
（PROFILE-J）PROspective sarilumab (preFILled syringe/pen) obsErvational
study-Ｊapan

整形外科 F2021004

大腿骨頚基部・転子部骨折患者における髄内釘手術の手術成績の検証 整形外科 F2021005

「日本におけるAdaptation score for Novel-coronavirus  Admission Necessity
（ANAN score）を用いた Corona virus  disease-2019（COVID-19）入院判断によ
る病床の有効利用」論文化

診療部 F2021006

地域中核病院における小児科心理外来の実績と役割 こども診療センター F2021007
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末期腎不全患者に対する生体腎移植術 泌尿器科 F2021008

入院症例の肺炎に対する肺炎球菌ワクチンの効果の検討 呼吸器内科 F2020054-1

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 F2020033-1

COVID-19のワクチン接種による抗体保有率と抗体価に関する研究 臨床検査室 F2020071-1

一側感音難聴の実態調査 耳鼻咽喉科 F2021009

下大静脈後尿管に合併する先天性腎及び大静脈奇形の評価 放射線診断科 F2021010

経皮的冠動脈形成術を要する糖尿病合併冠動脈疾患患者に対する目標志向
型強化多因子治療の冠動脈プラーク退縮効果に関する研究 -多施設、前向
き、非盲検、無作為化比較試験-

循環器内科 F2021011

小児新型コロナウイルス感染症患者における抗体獲得および保持についての
前向き観察研究

臨床検査科 F2020067-2

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 F2020027-1

初発急性骨髄性白血病の予後予測としてのCFA比（CRP×fibrinogen/albumin)
の有用性とBody Mass Index（BMI）との関連

血液内科 F2020072-1
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横浜市立大学不整脈デバイスレジストリー(Y-CIEDs Registry) 循環器内科 F2018082-1

心不全増悪患者に対する心血管作動薬の急性期効果 循環器内科 F2020086-1

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 F2020043-1

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 F2020044-1

過活動膀胱・神経因性膀胱に対するボツリヌス注入療法 泌尿器科 F2021012

内視鏡治療後のリンパ節転移High Risk T1大腸癌に対する追加切除と経過観
察の予後を比較検討する多施設共同後ろ向き観察研究

消化器内科 F2021013

喉頭乳頭腫（再発性呼吸器乳頭腫症）に関する全国疫学調査 耳鼻咽喉科 F2021016

ＥＶＡＲ後の腹部大動脈瘤径推移の検討
縮小しないＡＡＡｓａｃがあるのはなぜか

心臓血管外科 F2021014

ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術 泌尿器科 F2021015

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ｼﾞｭｰ
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 F2015018-2
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日本外傷データバンクを用いた臨床研究 救急外科 F2018083-1

救急外科ローテーション医師アンケート調査 救急外科 F2019022-1

急性胆嚢炎における高リスク症例の治療成績 消化器外科 F2021017

胃酸分泌抑制薬内服中の高齢者に対する非刺激性下剤の検討 薬局 F2021018

脳転移を有するHER2陽性乳がんに対するトラスツズマブデルクステカン治療の
レトロスペクティブチャートレビュー研究

乳腺外科 F2021019

藤沢市民病院救命救急センターにおける65歳以上の高齢者救急搬送症例の
検討

救急科 F2021020

早期子宮頸癌に対する新術式腹腔鏡下広汎子宮全摘術（new-Japanese LRH）
の非ランダム化検証試験（JGOG1087）

産婦人科 F2021021

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 F2018071-2

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 F2020026-1

Zyostation肺気管支計測ソフトウェアによるCOVID-19肺炎の病変面積計測に
ついて

放射線診断科 F2021022
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COVID-19後遺症に関する実態調査（中等症以上対象） 呼吸器内科 F2020040-2

COVID-19のワクチン接種による抗体保有率と抗体価に関する研究 臨床検査室 F2020071-2

COVID-19ワクチン接種職員における副反応と抗体価の調査 薬局 F2020083-1

PDOPPS（Peritoneal Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study）研究
Phase2

腎臓内科 F2017025-1

HFNC導入前後でのCOVID-19重症患者の転帰の検討および予後因子の検索 救急科 F2021023

EVAR後のtype Ia リークに対して“Eye of the Tiger”テクニックを用いた追加
EVARで治療した一例

心臓血管外科 F2021024

Safety and efficacy in pediatric sedation for magnetic resonance imaging of the
head

こども診療センター F2021025

閉塞性肺疾患患者に対するICS/LABA/LAMAの呼吸機能の改善効果の検討 呼吸器内科 F2021026

ステロイド依存性喘息における生物学的製剤の投与と臨床経過に関する多施
設観察研究

呼吸器内科 F2021027

レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 循環器内科 F2021028
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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 F2018050-3

関節リウマチを対象とした日常診療下におけるサリルマブの前向き観察研究 整形外科 F2021004-1

鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎患者におけるデュピクセント®治療の長期アウトカム評
価（AROMA）

耳鼻咽喉科 F2021029

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 F2020033-2

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者における大量メソトレキセート療法の中枢
神経浸潤予防効果

血液内科 F2021030

大腿骨頚基部・転子部骨折患者における髄内釘手術の手術成績の検証 整形外科 F2021005-1

浸潤性子宮悪性腫瘍の術前診断におけるＭＲＩ検査ゼリー法と臨床病理学的検
討

産婦人科 F2020051-1

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 F2021031

早期子宮頸癌に対する新術式腹腔鏡下広汎子宮全摘術（new-Japanese LRH）
の非ランダム化検証試験（JGOG1087）

産婦人科 F2021021-1

レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査 脳神経外科 F2021032
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思春期異常における原因遺伝子の検索 こども診療センター F2021033

経皮的冠動脈形成術を要する糖尿病合併冠動脈疾患患者に対する目標志向
型強化多因子治療の冠動脈プラーク退縮効果に関する研究 -多施設、前向
き、非盲検、無作為化比較試験-

循環器内科 F2021011-1

がん合併の低リスク肺塞栓症患者の最適な抗凝固療法の投与期間を検証する
研究

循環器内科 F2020078-1


