
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

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

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

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

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

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 Japan Cardiac Device Treatment Registry
（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

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

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

継続中の臨床研究
令和3年3月現在
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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（Japanese CTO PCI Expert
Registry）（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
「Curved Gap Gauge 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

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

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 Data Capture System (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

69 001-6-9 令和2年5月25日
抗ホスホリパーゼA2受容体抗体（抗PLA2R抗体）測定
ELISEキットの臨床的有効性の検討

内科

71 001-6-11 令和2年5月25日
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

78 002-1-1 令和2年5月25日
新型コロナウイルスに使用する薬剤（アビガン等）の適用外
使用申請（研究班へ参加申請）

診療部

79 002-1-2 令和2年5月25日 COVID-19に関するレジストリ研究 診療部

81 002-1-4 令和2年5月25日 小児における肺炎球菌感染症、全国サーベイランス 小児科

83 002-1-6 令和2年5月25日
遺伝性血栓性血小板減少性紫斑病（Upshaw-Schulman症
候群）のレジストリー研究

小児科

84 30-6-4 令和2年5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

85 002-2-1 令和2年7月27日
補助人工心臓治療関連学会協議会　インペラ部会　補助
循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業　J-PVAD

循環器内科

87 002-2-3 令和2年7月27日 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査 救命救急センター

88 30-2-3 令和2年7月27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

90 002-2-4 令和2年7月27日 救急医療機関におけるアナフィラキシー患者の実態調査 救命救急センター

96 002-2-10 令和2年7月27日 アドスプレーを使用した手技映像の動画編集・監修 外科
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97 002-2-11 令和2年7月27日
山形県における肺癌の疫学、治療状況、予後における多
施設観察研究

呼吸器内科

103 002-3-3 令和2年9月28日
IgA血管炎急性期スコアの検証、確立に向けた多施設共
同観察研究

小児科

104 002-3-4 令和2年9月28日
喘息発作の全国サーベイランスを介した呼吸器感染症の
早期検出と流行把握の研究

小児科

105 002-3-5 令和2年9月28日
多職種による嚥下サポートチームの立ち上げに関する報
告

6階西病棟

107 002-3-7 令和2年9月28日
集中治療室看護師の急変対応に関する段階的なシミュ
レーション教育プログラムの有効性

HCU

109 002-3-9 令和2年9月28日 頭頚部外科領域での栄養管理の検討 栄養管理室

112 002-3-12 令和2年9月28日
写真付き血便カラースケールの有効性～患者の不安軽減
のためにカラースケールを利用して～

内視鏡室

113 002-3-13 令和2年9月28日 血液内科の化学療法患者に対する感染予防行動の変化 6階西病棟

114 002-3-14 令和2年9月28日
COVID-19受け入れ病棟に勤務する看護師のストレス～
経験や経過と共に変化するストレスを明らかにする～

3階南病棟

115 002-3-15 令和2年9月28日 山形県におけるTKAと足部・後足部アライメントの関係 整形外科

116 002-3-16 令和2年9月28日 授乳指導に対する助産師の意識 3階南病棟

117 002-3-17 令和2年9月28日
プレバイオティクスによる妊婦・幼児の腸内環境への影響
確認試験

産婦人科

118 002-3-18 令和2年9月28日 多剤投与患者の減薬に関する研究 代謝内科

121 002-4-1 令和2年11月30日
児がおもちゃの車に乗車しての入室方法は、児と親の不
安の軽減に有効か

手術室

122 002-4-2 令和2年11月30日
無菌性を保証できないMMC使用による肛門（管）癌投与
「肛門癌 5-FU+マイトマイシンC+ラジエーション」について

救命救急センター

124 002-4-4 令和2年11月30日 BRCA遺伝子検査に関するデータベースの作成 乳腺外科

125 002-4-6 令和2年11月30日
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

126 002-4-7 令和2年11月30日
体表面光学式トラッキングシステムを用いた患者体表面変
形の定量的解析手法の開発

放射線部

127 002-4-8 令和2年11月30日 模倣に焦点を当てた介入が先行の改善につながった症例
日本海酒田リハビリ
テーション病院

128 001-5-13 令和2年11月30日 硬膜外麻酔使用器具エピドラムの観察研究(変更申請） 救急科

129 002-4-9 令和2年11月30日 妊婦・幼児の腸内環境調査試験 産婦人科

130 002-5-2 令和3年1月25日
ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19
患者の背景因子と治療効果の検討（観察研究）

呼吸器内科

131 30-4 令和3年1月25日

『OPTIVUS-Complex PCI：Optimal Intravascular
Ultrasound Guided Complex Percutaneous Coronary
Intervention study　(至適な血管内超音波ガイド経皮的冠
動脈インターベンションの複雑性病変における臨床経過を
評価する前向き観察研究)』(変更申請)

循環器内科

132 002-5-3 令和3年1月25日 A病院における腎代替治療法選択の現状 人工透析室

134 002-5-5 令和3年1月25日
再発難治性ホジキンリンパ腫に対する免疫チェックポイント
阻害薬治療の後方視的解析

血液内科

135 002-5-6 令和3年1月25日 回復期遠隔心臓リハビリテーションの効果に関する研究 循環器内科

136 002-5-7 令和3年1月25日
院内製剤 BIPP（bismuth iodoform paraffin paste)の製造に
ついて

耳鼻咽喉・
頭頸部外科

138 002-5-9 令和3年1月25日 ストーマ造設患者への不安軽減に向けた入浴指導の実施 5階東病棟


