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研究 本会 R2020-01 3月5日 4月2日
切迫早産におけるshort-term tocolysisの有効性についての後
方視的検討

岩佐　尚美 本研究の承認日 ～ 2021/04/30 産婦人科医師 承認

研究 本会 R2020-02 3月5日 4月2日
子宮頸癌におけるFIGO2018分類と臨床病理学的因子・予後
との関連についての検討

坂井　健良 本研究の承認日 ～ 2021/04/30 産婦人科医師 承認

研究 本会 R2020-03 2月21日 4月2日 等張維持輸液による電解質異常の検討 熊谷　有里子 本研究の承認日 ～ 2021/03/31 小児科医師 承認

研究 本会 R2020-04 3月23日 4月2日
骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌を対象とした他施設共
同前向き観察研究

金井　邦光 本研究の承認日 ～ 2022/12/31 泌尿器科医長 承認

研究 本会 R2020-05 3月25日
4月2日
6月4日

人を対象とするウェアラブル心電図測定システムに関する
研究

鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2021/03/31 臨床研究部長 承認

研究 迅速 R2020-06 3月7日 4月14日
JROAD-DPCを使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解
析

鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2022/03/31 臨床研究部長 承認

研究 迅速 R2020-07 4月8日 4月14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

林　伸一 本研究の承認日 ～ 2022/03/31
呼吸器内科部

長
承認

研究 迅速 R2020-08 4月10日 4月14日
再発高リスク消化管間室腫瘍に対する完全切除後の治療に
関する研究の追跡調査

石塚　裕人 本研究の承認日 ～ 2026/12/31 統括診療部長 承認

研究 迅速 R2020-09 4月30日 5月12日 COVID-19抗体獲得率に関する疫学研究 郁春　アセフ 本研究の承認日 ～ 2025/02/28 小児科医師 承認

研究 本会 R2020-10 5月14日 6月4日 神経筋変性疾患、白質脳症の遺伝的背景の包括的な解析 石川　晴美 本研究の承認日 ～ 2023/04/30
脳神経・認知

症
センター部長

承認

研究 本会 R2020-11 5月21日 6月4日
プラチナ感受性再発卵巣癌・卵管癌・腹膜癌における
olaparibの有害事象および予後についての検討

坂井　健良 本研究の承認日 ～ 2021/04/30 産婦人科医師 承認

研究 本会 R2020-12 5月31日 6月4日
新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいた
COVID19ワクチンの開発と評価系の構築

細田　泰雄 本研究の承認日 ～ 2030/03/31 副院長 承認

研究  迅速本会 R2020-13 6月1日
6月9日
7月2日

転倒が受傷機転である大腿骨近位部骨折患者の身体機能－
受傷側と非受傷側の比較－

立石　貴之 本研究の承認日 ～ 2022/07/31 理学療法士長 承認

研究 迅速 R2020-14 6月1日 6月9日
Covid-19陽性患者に対するリハビリテーション介入に関す
る調査

大森　まいこ 本研究の承認日 2021/06/30
リハビリテー
ション科部長

承認

研究 迅速 R2020-15 6月9日 6月16日
高齢者化学療法未試行ⅢB/Ⅳ期非小細胞肺がんに対する
nab-Paclitaxel＋Carboplatin併用療法とDocetaxel単剤療法のラ
ンダム化第Ⅲ相試験

市来　嘉伸 本研究の承認日 ～ 2021/11/30
呼吸器外科医

長
承認

研究 迅速 R2020-16 6月12日 6月16日 新型コロナウイルスの制圧にむけた解析 郁春　アセフ 本研究の承認日 ～ 2025/01/31 小児科医師 承認

研究 迅速 R2020-17 6月15日
7月7日
7月28日

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の診断基準に関する後ろ向き研究 石川　晴美 本研究の承認日 ～ 2022/12/31
脳神経・認知

症
センター部長

承認

研究 迅速 R2020-18 6月30日
7月7日
7月28日

当院における肝硬変患者に対するリハビリテーションの検
討

櫛田　幸 本研究の承認日 ～ 2020/07/31
リハビリテー
ション科医師

承認

研究 迅速 R2020-19 7月3日 7月7日
日本産科婦人科学会　婦人科腫瘍委員会　婦人科悪性腫瘍
登録事業及び登録情報に基づく研究

樋野　牧子 本研究の承認日 ～ 2020/12/31 婦人科医長 承認

研究 迅速 R2020-20 7月20日 7月28日
高リスク前立腺癌に関する小線源・外照射併用放射線治療
における補助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究【Ｔ
ＲＩＰ　ＳＴＵＤＹ】

箱崎　恭平 本研究の承認日 ～ 2023/03/31 泌尿器科医師 承認

研究 迅速 R2020-21 8月19日 9月1日
上部消化管出血に関する臨床情報を用いた前向き観察研究
（上部消化管出血の患者における緊急内視鏡の適応を判断
するための新しいスコアの有用性の検討）

倉持　みずき 本研究の承認日 ～ 2025/03/31
消化器内科医

長
承認

研究 迅速 R2020-22 8月21日 9月1日 第18回日本臨床腫瘍学会学術集会（一般演題登録） 野﨑　由美 本研究の承認日 ～ 2021/02/20 腫瘍内科部長 承認

研究 迅速 R2020-23 8月27日 9月1日
日本心臓血管データベース(Japan Cardiovascular Database)カ
テーテルレジストリ研究(JCD-KiCS) 鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2020/12/31 臨床研究部長 承認

研究 本会 R2020-24 9月3日 10月1日
当院における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍
手術の検討

二宮　委美 本研究の承認日 ～ 2021/04/30 婦人科医師 承認

研究 本会 R2020-25 9月15日 10月1日 肝切除術後の肝再生率に関する検討 早津　成夫 本研究の承認日 ～ 2025/03/31 診療情報部長 承認

研究 迅速 R2020-26 9月28日 10月13日
子宮頸癌に対するメトホルミンの有効性についての後方視
的検討

中川　博之 本研究の承認日 2021/03/31 がん診療部長 承認

研究 迅速 R2020-27 10月5日 10月13日
人を対象とするウェアラブル心電図測定システムに関する
研究

鈴木　雅裕 本研究の承認日 ～ 2021/03/31 臨床研究部長 承認

研究 迅速 R2020-28 11月13日 11月24日
プラチナ感受性初回再発卵巣癌に対するオラパリブ維持療
法の安全性と有効性を検討するヒストリカルコホート研究

岩佐　尚美 本研究の承認日 ～ 2023/08/31 婦人科医師 承認

研究 迅速 R2020-29 11月16日 11月24日
日本における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2)感染妊婦
の実態把握のための多施設共同レジストリ研究

中川　博之 本研究の承認日 ～ 2023/04/30 がん診療部長 承認
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