
No. 登録番号 付議日付 課題名 所属科

1 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

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-EVT/SHD） 循環器内科

3
23-④-５

平成23年11月10日
日本循環器学会循環器救急医療委員会心臓・血管（肺動
脈・大動脈）原性ショック・レジストリー多施設での共同研究
(追加申請)

循環器内科

4 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

精神科

5 24-④-1 平成25年1月31日
本邦における発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)症例の臨
床病態の検討

内科

6 24-④-10 平成25年1月31日

我が国における植込み型除細動器
（Implantablecardioverter-defibrillator：ICD および
CardiacResynchronizationtherapy withdefibrillator: CRT-
D）の植込み状況および作動状況に関する疫学的調査

循環器内科

7 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

8 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

9 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

10 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

精神科

11 25-⑤-２ 平成26年3月13日
123I-イオフルパンSPECTによる脳内ドパミン・トランスポー
ターの画像診断の研究

精神科

12 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 ME室

13
26-④-1

平成27年5月22日
使用成績調査「販売名：COOK　Zenith 大動脈解
離用エンドバスキュラーシステム」

心臓血管外
科

14 27-④-1 平成27年11月17日
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
全閉塞病変（CTO）に対する経皮的冠動脈インターベンショ
ン（PCI）のレジストリー

循環器内科

15 28-③-2 平成28年9月26日
顔面神経麻痺に伴う兎眼に対するゴールドプレート埋入に
ついて

形成外科

16 28-③-4 平成28年9月26日
リプレガル特定使用成績調査（長期継続状況に関する調
査）

循環器内科

17 28-③-5 平成28年9月26日
日本の血友病A患者におけるノボエイト（遺伝子組換え血液
凝固第Ⅷ因子製剤）の長期投与の安全性及び有効性に関
する多施設共同、非介入による製造販売後調査

内科

18 28-④-2 平成28年11月28日
レパーサ®皮下注140mgシリンジ/ペン長期特定使用成績
調査

循環器内科

19 28-⑤-7 平成29年1月23日
レッシュ・ナイハン症候群患者由来ｉPS細胞を用いた病態の
解明

小児科

20 29-②-2 平成29年7月24日
Bell麻痺高度麻痺例に対する抗ウイ ルス薬併用外来ステロ
イド投与と入院 ステロイド大量療法の効果の比較

耳鼻咽喉・頭
頸部外科

21 29-③-10 平成29年9月25日 日本における頭頸部悪性腫瘍登録事業の実施
耳鼻咽喉・頭
頸部外科

22 29-③-13 平成29年9月25日
カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト（J-AB
レジストリ）

循環器内科

23 29-④-1 平成29年11月27日
家庭血圧測定機能および身体活動計搭載のマルチセン
サーABPMを用いたICTによる全国血圧追跡研究（HI-
JAMP）

循環器内科

24 29-⑥-1 平成30年3月26日 東北地区急性大動脈解離に関する症例登録
心臓血管外
科

25 29-⑥-2 平成30年3月26日
自己心膜を用いた大動脈弁再建術の安全性と有効性に関
する多施設共同遠隔研究

心臓血管外
科

26 29-⑥-3 平成30年3月26日
新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調
査　-New JapanCardiac DeviceTreatmentRegistry（New
JCDTR）-

循環器内科

27 30-①-４ 平成30年7月23日
縦隔リンパ節転移を有するIIIA 期EGFR 遺伝子変異陽性
非小細胞肺癌に対するエルロチニブによる術前導入療法
後の外科的切除の第 II相試験

呼吸器外科

28
30-①-５

平成30年7月23日
肺尖部胸壁浸潤がん（Superiorsulcustumor）に対する術前
導入療法としてのシスプラチン+ティーエスワン+同時胸部放
射線照射（66Gy）後の手術の有効性検証試験

呼吸器外科

継続中の臨床研究
令和2年3月26日
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継続中の臨床研究
令和2年3月26日

29 30-②-3 平成30年7月23日
リンチ症候群の拾い上げ及び遺伝子診断に関する多施設
共同研究

外科

30 30-②-4 平成30年7月23日
軽度認知障害の認知機能低下における予後予測因子の研
究

精神科

31 30-④-1 平成30年11月26日
胃がん胃切除手術後患者における術前体構成成分値まで
の回復を目指した必要栄養量の推定

栄養管理室

32 30-④-2 平成30年11月26日 山形県内の大腿骨近位部骨折に関する疫学調査 整形外科

33 30-④-3 平成30年11月26日
唾液腺癌に対するニボルマブの治療効果と安全性の後方
視的検討

耳鼻咽喉・頭
頸部外科

34 30-④-5 平成30年11月26日
『中耳･内耳疾患診断・治療の新規技術開発』並びに『外リ
ンパ瘻におけるCochlin-tomoprotein（CTP）測定の臨床的
有用性の検討』

耳鼻咽喉・頭
頸部外科

35 30-④-8 平成30年11月26日 再発転移癌に対するセツキシマブ・S-1併用療法の有効性
耳鼻咽喉・頭
頸部外科

36 30-⑤-2 平成31年1月28日 山形県におけるHPV関連中咽頭癌の検討
耳鼻咽喉・頭
頸部外科

37 30-⑥-４ 平成31年3月25日
繰返し入院する慢性心不全患者を対象としたASV療法の予
後に関する前向きコホート研究：再入院や死亡に関する影
響を検討する縦断的観察研究-SAVIOR-L-

循環器内科

38 30-⑥-５ 平成31年3月25日

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
内容を包括並びに長期予後調査フォローアップ）

循環器内科

39 30-⑥-７ 平成31年3月25日
乳がん診療ガイドラインにおける運動に関する推奨の普及
の実態とその促進・阻害要因-乳がんサバイバー対象の実
態調査-

乳腺外科

40 27-④-1-1 令和元年5月27日

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
全閉塞病変（CTO）に対する経皮的冠動脈インターベンショ
ン（PCI）のレジストリー（JapaneseCTOPCIExpertRegistry）
（変更申請）

循環器内科

41 29-②-2-1 令和元年5月27日
Bell麻痺高度麻痺例に対する抗ウイルス薬併用外来ステロ
イド投与と入院ステロイド大量療法の効果の比較（変更申
請）

耳鼻咽喉・頭
頸部外科

42 001-1-1 令和元年5月27日
ウロストミー造設予定患者に対するオストミービジターの術
前介入に関する基礎的調査研究

救命救急セ
ンター

43 001-1-4 令和元年5月27日
自己心内膜処理-グルタールアルデヒド保存液-の調整と使
用

心臓血管外
科

44 001-2-1 令和元年7月22日
慢性炎症性脱髄性多発神経炎患者への免疫抑制剤の適
応外使用について

神経内科

45 001-2-4 令和元年7月22日
「CurvedGapGaugeの安全性および有効性を評価するため
の調査」（多施設共同研究）

整形外科

46 001-3-1 令和元年9月24日
経カテーテル大動脈弁植込み術症例における大動脈弁狭
窄症の病型ならびにその予後に関する調査

循環器内科

47 001-3-2 令和元年9月24日 SADBE使用による円形脱毛症の局所免疫療法について 皮膚科

48 001-3-4 令和元年9月24日 日本消化器内視鏡学会のJEDシステムへの参加 消化器内科

49 001-3-5 令和元年9月24日
フレンドリーステムにおける当院医師並び看護師の適正な
使用のために必要な情報の意見収集を目的とし今後の製
品開発等の参考とする調査

医局

50 001-3-6 令和元年9月24日
日本口腔外科学会・日本口腔腫瘍学会合同事業　疫学調
査「口腔がん登録」

歯科口腔外
科

51 001-4-4 令和元年11月25日
当院における常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者
に対するトルバプタンの短期経過

内科

52 001-4-7 令和元年11月25日 喉頭摘出術を受けた患者と家族に対する退院指導 3西

53 001-4-9 令和元年11月25日 外来看護職員の休薬に関するマニュアル遵守の実態調査 外来

54 001-4-10 令和元年11月25日
当院のシスプラチン投与患者におけるシスプラチン腎症予
測因子に関する検討

腎臓内科

55 001-4-11 令和元年11月25日
NCD「BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成」事
業参加

乳腺外科

56 001-4-12 令和元年11月25日
レセプトおよび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【JROAD】

循環器内科
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継続中の臨床研究
令和2年3月26日

57 001-4-14 令和元年11月25日
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理科の算定に関する
Electronic DataCaptureSystem(EDC)を用いた症例登録型
データベースの構築（REDCapプロジェクト）

外科

58 001-5-1 令和2年1月27日
Arctic FrontAdvanceMT Pro製品パフォーマンス評価の調
査と今後の製品開発等の参考とする調査

循環器内科

59 001-5-2 令和2年1月27日 低体温症患者の医学情報等に関する疫学調査 救急科

60 001-5-5 令和2年1月27日
整形外科病棟患者に対する術前KYTの効果～転倒転落予
防に対する意識向上を目指して～

7西

61 001-5-6 令和2年1月27日 看護師のラダーに対する関心度調査 5西

62 001-5-14 令和2年1月27日
多職種協働の退院支援過程におけるICF整理シート活用の
有用性の検討

日本海酒田
リハビリテー
ション病院

63 001-5-16 令和2年1月27日
「リード抜去症例の実態調査」（JapanLeadextractionregistry
（J-LEXレジストリ））

循環器内科


