
診療科 承認番号 研究名

代謝内分泌内科 2006-01 糖尿病治療における薬物療法の効果と糖尿病合併症の臨床検査の意義に関する検討

代謝内分泌内科 2006-02
高血圧症治療薬ＡＴ１受容体ブロッカー各製剤間の血圧、糖代謝、腎機能、脂質代、心機能、および炎症マーカーへの効果の検討（神奈川メタボリックシンドローム研究会共同研
究）への参加について

消化器内科 2006-03 Ｃ型慢性肝炎セログループ２に対するPEG-IFNα -2b+リバビリン少量投与の検討へ

外科 2006-04 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究への参加について

泌尿器科 2007-01 StageD前立腺癌のホルモン療法（完全アンドロゲン遮断療法）とビスホスホネート併用の臨床試験について

リハビリテーション科 2007-02 「回復期作業療法における介入時期の持つ意味と効果について」への研究協力について

産婦人科 2007-03 患者さんからの臍帯血採取の依頼について

循環器内科 2007-04 施設の違いによる急性心筋梗塞の現状把握について

代謝内分泌内科 2007-05 糖尿病における合併症の実態把握とその治療に関するデータベース構築による大規模前向き研究について

消化器内科 2007-06 高齢者の切除不能膵管癌に対するＳ－１療法の第Ⅱ相試験について

総合内科 2007-07 疾患パラメーターとしてのヘムオキシゲナーゼ１について

呼吸器外科 2007-08 非小細胞癌組織における遺伝子発現の有無について

総合内科 2008-01 “皮下注射前のアルコール消毒は不用”という命題の提案実証について

消化器内科 2008-02 セログループ１高ウィルス量のＣ型慢性肝炎患者に対するPEG-IFNα -2a/Ribavirin療法におけるCOX-2阻害薬併用効果の検討について

消化器内科 2008-03 アスピリン起因性胃炎患者のDyspepsia症状に対するラフチジンの臨床効果について

循環器内科 2008-04 対糖能異常症例における食後高血糖改善による心筋梗塞再発予防に関する研究（ABCStudy）について

循環器内科 2008-05 軽症糖尿病におけるインスリン抵抗性改善による心筋梗塞再発予防に関する研究（PRAR Study）について

眼科 2008-06 Latanoprost効果不十分な緑内障患者に対するDorzolamide/β 遮断剤を追加併用した際の眼圧降下効果の比較検討について

循環器内科 2008-07
高齢者高血圧に関する臨床研究（心血管系疾患の危険因子を有する高齢者高血圧患者に対するＡＴ１受容体拮抗薬を基礎薬としたカルシウム拮抗薬または少量利尿薬の併用試
験）ＣＯＬＭ-Studyについて

腎臓内科 2008-08 単剤降圧療法効果不十分な高血圧症例に対するＡＲＢ／利尿薬合材とＡＲＢ／Ｃａ拮抗薬による積極的併用治療の比較検討試験について

循環器内科 2008-09 ゼチーア（エゼチミブ）とクレストール（ロスバスタチン）／リピトール（アトルバスタチン）との併用療法に関する臨床研究について

平成２７年度以前　承認臨床研究
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救急医療部 2009-01 湘南地区メディカルコントロール協議会における「病院前脳卒中スケールによる脳卒中の判別に関する調査」について

脳神経外科 2010-01 茅ヶ崎市立病院における心臓死後の臓器摘出フローについて

循環器内科 2010-02 死亡時画像病理診断（Ａｉ）実施指針（案）について

循環器内科 2010-03 拡張機能低下型心不全に対するニフェジピンＣＲの有効性について

外科 2010-04 トポテシン特定使用成績調査

循環器内科 2010-05 冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法または通常脂質低下療法のランダム化比較試験（ＲＥＡＬ－ＣＡＤ）について

代謝内分泌内科 2010-06 高血糖状態と血管内皮障害のメカニズムに関する研究について

代謝内分泌内科 2010-07 インスリン加療中２型糖尿病患者に対するピオグリタゾン、メトホルミンの効果に関するランダム化比較試験について

代謝内分泌内科 2010-08 糖代謝異常合併高コレステロール血症患者におけるエゼチミブの臨床的運用性の検討について

代謝内分泌内科 2010-09 インスリンプレミックス製剤の中間型画分混合比が臨床検査値に与える影響の検討について

放射線科 2010-10 オムニパーク３００注特定使用成績調査について

皮膚科 2010-11 プリテックテストにおける陽性コントロールとしてのヒスタミン水溶液の使用承認について

外科 2010-12 胃癌腹膜播種に対するパクリタキセル腹腔内化学療法の併用について

外科 2010-13 終末期医療に関するガイドラインについて

外科 2010-14 ＤＮＲ指示に関する基準・手順について

看護部 2010-15 行動制限（身体抑制）に関する基準について

神経内科 2010-16 個人を特定できるような顔面や全身を含む写真やビデオの撮影とそのデジタルデータの保存と利用と廃棄の方法について

神経内科 2010-17 脳脊髄液の当院または他施設における凍結保存と再利用について

神経内科 2010-18 神経・筋・皮膚・遺伝子の他施設における検査と凍結保存について

小児科 2010-19 ゲノムインプリンティング異常症５疾患の実態把握に関わる全国他施設共同研究について

小児科 2010-20 日本人の小児、新生児、妊婦のビタミンＤの調査について
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脳神経外科 2010-21
茅ヶ崎市立病院臓器提供指針
茅ヶ崎市立病院心臓死後臓器提供フローチャート改訂版について

代謝内分泌内科 2010-22 SU薬、ピグアナイド薬で効果不十分な２型糖尿病患者に対するシタグリプチンまたはピオグリタゾン追加投与における有用性、安全性に関する無作為化非盲検比較試験

麻酔科 2010-23 術前禁飲水時間緩和の安全性に関する検討

小児科 2010-24 子宮卵管造影後妊娠から生まれた児の甲状腺機能に関する研究

外科 2010-25 一般社団法人National　Clinical　Database（NCD）により実施される外科手術・治療情報データベース事業への参加

循環器内科 2010-26 XIENCV市販後調査

呼吸器外科 2011-01 ユーエフティ特定使用成績調査（非小細胞肺癌術後補助療法における服薬状況調査）

リウマチ膠原病内科 2011-02 リウマチ性疾患罹患患者に関する疫学研究

代謝内分泌内科 2011-03 ２型糖尿病患者におけるタンパク質制限食の効果に関する検討

皮膚科 2011-04 蕁麻疹に対するレボセチリジン塩酸塩の有効性に関する検討

循環器内科 2011-05 ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（ｈＡＮＰ）のＳＴ上昇型急性心筋梗塞におけるＭＲＩでの梗塞サイズ、心血管系予後に対する効果に関する検討

循環器内科 2011-06 本邦におけるＳＴ上昇型急性心筋梗塞治療の実態調査（Ｊ－ＡＭＩ）

外科 2011-07 ＨＥＲ２陽性ＳｔａｇｅⅣ進行胃癌に対するＴＳ－１／ＣＤＤＰ／Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ併用療法の検討

泌尿器科 2011-08 α １ブロッカーを使用している前立腺肥大症患者に対するデュタステリド（アボルブ0.5mg）追加投与によるＱＯＬ調査

リウマチ膠原病内科 2011-09 関節リウマチに対するインフリキシマブ治療の間接超音波画像による有効性評価の解析

消化器内科 2011-10 大腸憩室炎に関する疫学的研究・他施設共同研究

消化器内科 2011-11 メトホルミンの大腸ポリープに対する再発抑制作用の検討：二重盲見化無作為比較試験

代謝内分泌内科 2011-12 糖尿病合併症の発症進展に関与する酸化ストレス関連遺伝子多型に関する臨床研究

代謝内分泌内科 2011-13 強化インスリン療法で血糖管理された２型糖尿病患者に対する、１日１回注射への切り替えによるリラグルチド群及びデテミル群の有効性、安全性への比較、検討

外科 2012-01 腹腔鏡下胃切除術（幽門側胃切除）

消化器内科 2012-02 低用量アスピリン小腸傷害と心血管イベント発生の関連調査
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消化器内科 2012-03 Ｈ．ピロリ菌除菌による大腸発癌の抑制効果の検討

消化器内科 2012-04 Ｈ．ピロリ菌除菌による非アルコール性脂肪肝改善効果の検討

代謝内分泌内科 2012-05 境界型糖尿病及び２型糖尿病患者におけるヘリコバクター・ピロリ菌除菌のインスリン抵抗性に対する効果に関する検討

代謝内分泌内科 2012-06 糖代謝異常合併高コレステロール血症患者におけるエゼチミブの臨床的有用性の検討　（【承認番号】2010-08 期間延長）

代謝内分泌内科 2012-07 インスリン加療中２型糖尿病患者に対するピオグリタゾン、メトホルミンの効果に関するランダム化比較試験　（【承認番号】2010-07 期間延長）

泌尿器科 2012-08 非尿路上皮・尿路悪性腫瘍に関する臨床病理学的検討

神経内科 2012-09 新規パーキンソン病治療薬トレリーフ２５ｍｇの治療効果について

皮膚科 2012-10 重症薬疹・難治性皮膚疾患における血清あるいは口腔内粘膜を用いた遺伝子検査

皮膚科 2012-11 イムノブロッテング法などを用いた即時型アレルギー検査について

小児科 2012-12 川崎病患者に対するクラスター解析

小児科 2012-13 「周産期母子医療ネットワーク」データベース事業への参加

消化器内科 2012-14 大腸ポリープ切除後再発における生活習慣病因子の検討

代謝内分泌内科 2012-15 ２型糖尿病患者に対するグルカゴン負荷試験によるリラグルチド導入基準に関する検討

眼科 2012-16 白内障手術の術後眼内炎に対する多施設共同研究

消化器内科 2012-17 エイコサペンタエン酸（EPA）の大腸前癌病変ACF（aberrant crypt foci）に対する作用解析：二重盲検無作為対照試験

代謝内分泌内科 2012-18 「閉経後２型糖尿病患者においてバゼドキシフェンが糖代謝及び骨質に与える影響の検討

循環器内科 2012-19 心血管イベントハイリスク患者に対するイコサペント酸（EPA）の２次予防に対する検討E-REACH研究

泌尿器科 2012-20 高悪性度筋層非浸潤膀胱癌に関する臨床的検討

泌尿器科 2012-21 低悪性度筋層非浸潤膀胱癌に関する臨床的検討

循環器科 2012-22 エベロリムス溶出性コバルトクロムステント（XIENCE PrimeTM）留置後のThienopyridine投与期間を３ヶ月に短縮することの安全性を評価する探索研究（多施設前向きレジストリー）

代謝内分泌内科 2012-23 不眠を有する糖尿病患者におけるラメルテオン投与による睡眠の質並びに糖代謝への影響
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平成２７年度以前　承認臨床研究

代謝内分泌内科 2012-24 Ｊ－ＢＲＡＮＤ　Ｒｅｇｉｓｔｒｙ

循環器内科 2012-25 新規経口第Ｘａ因子阻害薬リバーロキサバンの動脈硬化性疾患の発症抑制機序に関する検討－経口直接トロンビン阻害薬との比較研究－

皮膚科 2012-26  ヘアダイ成分のバッチテスト試薬の試薬濃度・基剤の陽性率の検討

代謝内分泌内科 2013-01 ２型糖尿病患者における経口血糖降下薬の血管内皮機能に与える効果に関する無作為化比較試験

リウマチ膠原病内科 2013-02 感染症ワクチン副作用が疑われる患者検体を用いた臨床研究（独立行政法人医薬基盤研究所との共同研究）

呼吸器外科 2013-03 呼吸器外科疾患に関する後ろ向き非介入研究

呼吸器外科 2013-04 胸部ＣＴ三次元構築の臨床応用

呼吸器外科 2013-05 気胸の外来治療と入院治療についての検討

消化器内科 2013-06 便秘患者におけるＸ線不透過マーカーを用いた結腸通過時間の測定と治療薬による改善効果の検討

消化器内科 2013-07 大腸ポリープ切除後再発とメタボリックシンドロームの関連

小児科 2013-08 川崎病治療抵抗性に関連する新規臨床マーカーの探索

神経内科 2013-09 ＴＩＡ疑い例の地域連携医療に関する実態調査

呼吸器外科 2013-10 胸骨正中切開手術における胸骨閉鎖法の検討

泌尿器科 2013-11 尿路上皮癌化学療法に伴う悪心・嘔吐に対するパロノセトロン／デキサメタゾン及びパロノセトロン／アプレピタント／デキサメタゾン併用療法の検討

代謝内分泌内科 2013-12 不眠を有する糖尿病患者におけるラメルテオン投与による睡眠の質並びに糖代謝への影響

外科 2013-13
再発危険因子を有するハイリスクStageⅡ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法をしてのｍFOLFOX6またはXELOX療法の至適投与期間に関するランダム化第Ⅲ相比較
臨床試験

呼吸器外科 2014-01 胸部外傷患者についての後ろ向き検討

代謝内分泌内科 2014-02 ＧＬＰ－１受容体作動薬のβ 細胞機能への効果に関する検討

小児科 2014-03 マイコプラズマ抗原迅速検出キットの臨床性能試験

消化器内科 2014-04 ＥＳＤ術後出血におけるＰＰＩ経口、注射剤の予防効果の比較検討

消化器内科 2014-05 体格による大腸内視鏡挿入の難易度の検討
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呼吸器外科 2014-06 自然気胸と気象条件に関する全国調査

産婦人科 2014-07 アンモニア消臭マスクによる悪阻症状の軽減に関して

産婦人科 2014-08 切迫早産治療のためウリナスタチン適用外使用について

呼吸器外科 2014-09 前立腺癌に対する２次ホルモン療法としてのGnRHアゴニストからテガレリクスへの切替療法の有効性についての検討

泌尿器科 2014-10 RYTHMIQ Registry

循環器内科 2014-11 小児先天性疾患におけるゲノムワイド解析による原因遺伝子の探索

呼吸器外科 2014-12 本邦における肺切除術後脳梗塞に関する周術期、手術因子の解析：多施設共同研究への参加

呼吸器外科 2014-13 呼吸器外科手術症例における多施設データベースの構築

皮膚科 2014-14 パッチテスト試薬における濃度・基剤の変更・新規定に伴う安全性の検討

小児科 2015-01 脊髄性筋萎縮症の原因遺伝子の解析研究について

消化器内科 2015-02 過敏性腸症候群に対する疫学調査について

神経内科 2015-03
医師主導多施設共同臨床研究－非弁膜症性心房細動（ＮＶＡＦ）を伴う脳梗塞患者の脳内微小出血（ＣＭＢｓ）に及ぼす抗凝固薬の影響に関するPilot臨床観察研究－脳内微小出
血を指標とした脳出血リスクの探求的評価－

代謝内分泌内科 2015-04 ２型糖尿病患者は糖質摂取量によって代謝状態やＱＯＬは変わるか

耳鼻いんこう科 2015-05 市中病院における新生児聴覚スクリーニングと精査

神経内科 2015-06 プリオン病の自然歴に関する全国調査研究

代謝内分泌内科 2015-07 ＧＬＰ－１受容体作動薬のβ 細胞機能への効果に関する検討

小児科 2015-08 原因不明遺伝子関連疾患の全国横断的症例収集・バンキングと網羅的解析

看護部 2015-09 コンサルテーションを受けた看護師のせん妄ケアの変化
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