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Ｈ26.4.7 26-1 医学の研究又は医療行為
若年発症の徐脈性不整脈患者における
早期再分極の合併頻度に関する研究

不整脈部長　黒崎　健司 承認

Ｈ26.4.7 26-2 医学の研究又は医療行為
「糖原病Ⅱ型（Pompe病）の臨床型と画像
所見に関する研究」への参加

神経内科副部長　中山　貴博 承認

Ｈ26.4.7 26-3 医学の研究又は医療行為
非弁膜症性心房細動患者の急性脳梗塞
/TIAにおけるリバーロキサバンの投与開
始時期に関する観察研究RELAXED

神経内科部長　今福　一郎 承認

Ｈ26.4.7 26-4 医学の研究又は医療行為
冠血流予備比（FFR）にて冠動脈インター
ベンションを見送った症例の長期予後

冠疾患集中治療部長　柚本　和彦 承認

Ｈ26.4.7 26-5 医学の研究又は医療行為
乳幼児細菌性副鼻腔炎治療におけるテビ
ペネム・ピボキシルの有用性に関する検
討

小児科副部長　佐藤　厚夫 承認

Ｈ26.4.7 26-6 医学の研究又は医療行為
骨代謝マーカーの採用有意変化（MSC）
の検討

分娩部長　茶木　修 承認

Ｈ26.4.7 26-7 医学の研究又は医療行為
リハビリ経過観察における生体インピーダ
ンス法による筋評価指標の有用性の検討

神経内科副部長　中山　貴博 承認

H26.4.25 26-8 医学の研究又は医療行為
体験型糖尿病教室「血糖自己測定～間食
が血糖値に与える影響～」の試みと評価

内科外来看護師　茅根　織江 迅速審査承認

H26.4.30 26-9 医学の研究又は医療行為
チーム医療における心理士関与とその有
用性の検討～過食症を伴う１型糖尿病患
者への関わりを通じて～

心療内科臨床心理士　秋庭　篤代 迅速審査承認

H26.4.30 26-10 医学の研究又は医療行為
センチネルリンパ節転移陽性症例におけ
る腋窩清省略のための検討

乳腺外科医師　山本　晋也 迅速審査承認

H26.4.30 26-11 医学の研究又は医療行為
乳癌におけるKi-67測定のバラツキに関す
る検討

乳腺外科医師　山本　晋也 迅速審査承認

H26.5.12 26-12 医学の研究又は医療行為
難治性痙攣重積患者に対する吸入麻酔
薬Isofluraneの効果検討

神経内科部長　今福　一郎 承認

H26.5.12 26-13 医学の研究又は医療行為
患者の「病気に対する思い」を把握する入
院時質問紙調査の有用性

看護師　野地　俊成 承認

H26.5.12 26-14 医学の研究又は医療行為
成人鼠径ヘルニアに対する前方アプロー
チ法と腹腔鏡下修復法の術後疼痛を含め
た比較検討

外科後期研修医　中川　悠樹 承認

- 26-15 医学の研究又は医療行為
2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジ
ンとシタグリプチンのランダム化比較研究

内分泌・糖尿病センター長　大村
昌夫

申請取り下げ

H26.5.12 26-16 医学の研究又は医療行為

心房細動アブレーションを施行予定の非
弁膜症性心房細動患者を対象に、心房細
動アブレーション周術期におけるダビガト
ランの安全性及び有効性についてワル
ファリンを対照薬として比較する前向き、
他施設共同、並行群間試験

不整脈科部長　黒崎　健司 承認

H26.5.12 26-17 医学の研究又は医療行為
「がん体験者の悩みや負担等に関する実
態調査」に関する研究

外科副部長　吉村　淸司 承認

H26.5.12 26-18 医学の研究又は医療行為 手根管症候群多施設前向き臨床研究
手・末梢神経外科部長
山本　真一

承認

H26.5.12 26-19 医学の研究又は医療行為

脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗
血小板薬併用療法の有効性及び安全性
の検討　CSPS.com（Cilostazol Stroke
Prevention Study.Combination）

神経内科部長　今福　一郎 承認

H26.5.12 26-20 医学の研究又は医療行為

高度催吐性のがん化学療法による悪心・
嘔吐に対するNK₁受容体拮抗薬+パロノセ
トロン+デキサメタゾンday1-3対NK₁受容体
拮抗薬+パロノセトロン+デキサメタゾン
day1のランダム化二重盲検比較試験

腫瘍センター長　有岡　仁 承認
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H26.5.12 26-21 医学の研究又は医療行為

薬物療法非抵抗性StageIV乳癌に対する
原発巣切除の意義(原発巣切除なし
versusあり)に関するランダム化比較試験
(受付番号23-6改訂)

腫瘍センター長　有岡　仁 承認

H26.5.12 26-22 医学の研究又は医療行為
副腎静脈採血における副腎静脈造影は
ホルモン値に影響を与えるかどうか

放射線IVR科医師　小池　祐哉 承認

H26.5.12 26-23 医学の研究又は医療行為

小児細菌性市中肺炎の入院加療におけ
る経口抗菌薬：テビペネム・ピボキシル
(TBPM-PI：オラペネム®)の有用性に関す
る検討

小児科副部長　佐藤　厚夫 承認

H26.5.12 26-24 医学の研究又は医療行為
GLP-1受容体作動薬リラグルチド使用患
者の血糖コントロール(HbA1c)における効
果減弱に影響を及ぼす因子の検討

薬剤部長　松田　俊之 承認

H26.5.12 26-25 医学の研究又は医療行為
大腿骨近位部骨折後の骨粗鬆症薬投与
による二次骨折予防効果に関する検討

人口関節外科部長　松本　雄 承認

H26.5.12 26-26 医学の研究又は医療行為
体外循環における人口肺圧力損失上昇
に関する臨床調査

臨床工学部長　安藤　敬 承認

H26.5.12 26-27 医学の研究又は医療行為
難治性視神経脊髄炎に対する免疫グロブ
リン大量静注療法およびその効果検討

神経内科部長　今福　一郎 迅速審査承認

H26.6.2 26-28 医学の研究又は医療行為
非破裂性腹部大動脈瘤の開腹手術およ
びステントグラフト内挿術におけるアンチト
ロンビン活性研究

心臓血管外科副部長
古川　浩

承認

H26.6.2 26-29 医学の研究又は医療行為
高リスク女性に対する個別化検診をめざ
した乳癌罹患定量的アルゴリズムの開発

乳腺外科部長　千島　隆司 迅速審査承認

H26.6.2 26-30 医学の研究又は医療行為
脳梗塞急性期クリニカルパスの安静度改
訂前後での比較－入院からリハビリ開始
および離床までの日数－

中央リハビリテーション部
主任作業療法士　坂本　太朗

迅速審査承認

- 26-31 医学の研究又は医療行為
術中高用量レミフェンタニル投与による乳
癌術後の慢性痛に対する軽減効果の検
討

麻酔科医師　赤田　真理子
取り下げ

→H26.7.7承認

H26.6.2 26-32 医学の研究又は医療行為
適応外使用のNBCA-リピオドール混合液
の血管内治療における許可申請

放射線IVR科医師　小池　祐哉
再審査

→H26.7.7再審査

H26.6.2 26-33 医学の研究又は医療行為
ロボット支援腹腔鏡下手術中のおける眼
圧変化に対する研究

麻酔科部長　越後　憲之
再審査

→H26.7.7承認

H26.6.2 26-34 医学の研究又は医療行為
セミフレキシブルリング（Memo3D)留置後
の心機能の改善に関する臨床評価

心臓血管外科副部長
古川　浩

承認

H26.6.2 26-35 医学の研究又は医療行為
生体弁マイトロフローの有用性に関する
探索的検討

心臓血管外科副部長
古川　浩

承認

H26.6.2 26-36 医学の研究又は医療行為
解剖学的な大動脈分枝直径に関する多
施設共同調査

心臓血管外科副部長
古川　浩

承認

H26.6.2 26-37 医学の研究又は医療行為
2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジ
ンとシタグリプチンのランダム化比較研究

内分泌・糖尿病センター長　大村
昌夫

承認

H26.6.2 26-38 医学の研究又は医療行為

超選択的副腎静脈サンプリングによる副
腎病変の局在診断と、部分的或いは片側
副腎全摘出による治療効果の検討－東
北大学、横浜労災病院2施設共同研究―

内分泌・糖尿病センター長　大村
昌夫

承認

H26.7.7 26-39 医学の研究又は医療行為
ブリリアントブルーＧによる内境界膜染色・
剥離術の有用性について

眼科副部長　加藤　徹朗 再審査

H26.7.7 26-40 医学の研究又は医療行為 アルドステロン測定の標準化
内分泌・糖尿病センター長　大村
昌夫

承認

H26.7.7 26-41 医学の研究又は医療行為
ＨＢＶ感染者の職業種別頻度とＨＢＶキャ
リア患者の実態調査

中央検査部長　佐藤　義雄 迅速審査承認

H26.7.7 26-42 医学の研究又は医療行為
日本における関節リウマチ患者の現状と
問題点を全国的に継続的に明らかにする
ための共同臨床研究

リウマチ科・膠原病内科部長
北　靖彦

迅速審査承認
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H26.7.7 26-43 医学の研究又は医療行為
肢帯型筋ジストロフィーの臨床病型と画像
所見に関する研究

神経内科副部長　中山　貴博 承認

H26.7.7 26-44 医学の研究又は医療行為
インスリン使用による大腸粘膜細胞の増
殖能への影響と有用性

消化器内科医師　江塚　明子 承認

H26.7.7 26-45 医学の研究又は医療行為
ポータブル端末を用いた動画視聴によ
る、小児麻酔導入時の不安軽減効果の検
討

麻酔科医師　七尾　大観 承認

H26.7.7 26-46 医学の研究又は医療行為
第３２回神奈川理学療法士学会「地域症
例リレー」

中央リハビリテーション部
理学療法士　飯島　祥太

迅速審査承認

H26.7.7 26-47 医学の研究又は医療行為
カーペンターエドワーズ牛心のう膜生体弁
マグナEASETFX有用性に関する探索的
検討

心臓血管外科副部長　古川　浩 承認

H26.7.7 26-48 医学の研究又は医療行為
RSウイルス下気道炎で入院した患者にお
ける入院時中和抗体価と臨床像に与える
影響

小児科副部長　佐藤　厚夫 迅速審査承認

- 26-49 医学の研究又は医療行為

インターネットを用いたメンタルヘルス
チェックシステム“メンタルろうさい”（MR-
Ⅱと略す）の個別指導への応用
（労働者健康福祉機構第３期中期計画に
おける医療機関向け「治療就労両立支援
マニュアル」作成のため）

勤労者メンタルヘルスセンター
センター長　山本　晴義

取り下げ

H26.7.31 26-50 医学の研究又は医療行為
職業性（印刷業）若年性胆管がんの病態
解明に関して－特に手術症例における臨
床・病理学的検索－への参加

消化器病センター長　大島　郁
也

迅速審査承認

H26.9.1 26-51 医学の研究又は医療行為
新生児B群溶連菌（GBS)の保菌検査に関
わる研究

小児科医師　豊福　明和 承認

H26.9.1 26-52 医学の研究又は医療行為
関節リウマチ患者におけるトシリズマブと
アバタセプト治療の有用性の検討

リウマチ科・膠原病内科部長
北　靖彦

承認

H26.9.1 26-53 医学の研究又は医療行為

新規発症ANCA関連血管炎の寛解導入療
法における、リツキシマブ併用低用量グル
ココルチコイド対高用量グルココルチコイ
ドのオープンラベル、多施設共同、ランダ
ム化比較試験

リウマチ科・膠原病内科部長
北　靖彦

承認

H26.9.1 26-54 医学の研究又は医療行為
未熟児における黄色ブドウ球菌（MSSA)
の定着と、乳児期アトピー性皮膚炎（AD)
発症との関連

新生児科医師　多胡　久美子 承認

H26.10.6 26-55 医学の研究又は医療行為
慢性便秘症患者におけるMRIでの結腸内
容物評価

消化器内科医師　小宮　靖彦 承認

H26.10.6 26-56 医学の研究又は医療行為
X線不透過ﾏｰｶｰを用いた結腸通過時間
の測定

消化器内科医師　小宮　靖彦 承認

H26.10.6 26-57 医学の研究又は医療行為
RSV感染症に対する臨床免疫評価と試作
ワクチンの分析評価を目的とした小児
RSV感染症患者対象の臨床研究

小児科副部長　佐藤　厚夫 承認

H26.10.6 26-58 医学の研究又は医療行為

帝王切開における等比重マーカイン使用
下の脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA)
における硬膜外腔への生理食塩水注入
によるtop up効果の検討

麻酔科部長　越後　憲之 承認

H26.10.6 26-59 医学の研究又は医療行為
乳房石灰化に対しMRI検査でマンモトーム
生検が省略できるかについての検討

乳腺外科医師　山本　晋也 承認

H26.10.6 26-60 医学の研究又は医療行為
治療就労両立支援モデル事業計画（メン
タルヘルス分野）

勤労者メンタルヘルスセンター
センター長　山本　晴義

承認

H26.10.6 26-61 医学の研究又は医療行為
尿中Neutrophil gelatinase-associated
lipocalin(NGAL)の新生児急性腎障害評価
における有用性の検討

新生児内科部長　飛彈　麻里子 承認

H26.10.6 26-62 医学の研究又は医療行為
Bifidobacteriumによる未熟児の無呼吸発
作軽減効果の検討

新生児内科部長　飛彈　麻里子 承認
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H26.10.6 26-63 医学の研究又は医療行為
Bifidobacterium breve（B. breve）製剤　森
永M-16Vの投与

新生児内科部長　飛彈　麻里子 承認

H26.11.10 26-64 医学の研究又は医療行為 腸閉塞治療法と社会復帰に関する研究 外科副部長　吉村　淸司 迅速審査承認

H26.11.10 26-65 医学の研究又は医療行為
膝関節全層軟骨欠損を対象とした自家培
養軟骨ジャックの使用成績調査

人口関節外科部長　松本　雄 承認

H26.11.10 26-66 医学の研究又は医療行為

Database of Orthopaedic Trauma by
Japanese Society for Fracture Repair
(DOTJ)における四肢長管開放骨折症例
の登録事業

整形外科副部長　石井　桂輔 迅速審査承認

H26.11.10 26-67 医学の研究又は医療行為
慢性便秘症患者におけるMRIでの結腸内
容物評価

消化器内科専修医　小宮　靖彦 承認

H26.11.10 26-68 医学の研究又は医療行為 ロボット支援胃切除・胃全摘術 外科副部長　岡崎　靖史 承認

H26.11.10 26-69 医学の研究又は医療行為
運動器外傷診療の集約化による治療成
績向上と早期社会復帰を目指した探索的
研究

運動器外傷ｾﾝﾀｰ長　山本　真一 承認

H26.12.1 26-70 医学の研究又は医療行為
小児死亡事例に対する死亡時画像診断
モデル事業への参加・協力

小児科副部長　佐藤　厚夫 迅速審査承認

H26.12.1 26-71 医学の研究又は医療行為
神奈川県こどもの死因究明調査事業への
協力調査

小児科副部長　佐藤　厚夫 迅速審査承認

H26.12.1 26-72 医学の研究又は医療行為

A diagnostic algorithm for Churg-Strauss
syndrome initially diagnosed as lumbar
disc hernia or lumbar spinal canal
stenosis : personal experience and review
of the literature

運動器外傷ｾﾝﾀｰ長　山本　真一 迅速審査承認

H26.12.1 26-73 医学の研究又は医療行為

職業性（印刷業）若年性胆管がんの臨床
病態、病理学的およびEGFR、HER2、
KRAS、ｐ53遺伝子発現と生物学的特性に
関する研究

消化器病センター長　大島　郁也 迅速審査承認

H26.12.15 26-74 医学の研究又は医療行為
骨腫瘍摘出後に液体窒素処理を行う骨移
植

整形外科部長　三好　光太 迅速審査承認

H26.12.22 26-75 医学の研究又は医療行為
大腸憩室出血におけるCT所見による内
視鏡的出血源同定率の検討

消化器内科専修医　石井　研 迅速審査承認

H26.12.22 26-76 医学の研究又は医療行為
植え込み型心臓ペースメーカ施行患者を
対象としたレートレスポンス（RR）機能によ
る心房細動抑制効果の検証試験

不整脈科副部長　小和瀬  晋弥 迅速審査承認

H27.1.5 26-77 医学の研究又は医療行為
ロボット支援腹腔鏡下手術中のおける麻
酔薬による眼圧変化に対する研究

麻酔科部長　越後　憲之 承認

H27.1.5 26-78 医学の研究又は医療行為
オフポンプ冠動脈バイパス術における固
定器具が与える心臓負荷に関する臨床検
査

臨床工学部長　安藤　敬 承認

H26.12.22 26-79 医学の研究又は医療行為
腫瘍露出または破裂と判断された
gastrointestinal stromal tumorの予後調査

内視鏡部副部長　川名  憲一 迅速審査承認

H27.2.2 26-80 医学の研究又は医療行為
ブリリアントブルーGによる内視鏡膜染色・
剥離術の有用性について

眼科副部長　加藤　徹朗 承認

H27.2.2 26-81 医学の研究又は医療行為

厚生労働省労災疾病臨床研究事業「職場
における腰痛の効果的な治療法等に関す
る研究」：看護師の腰痛予防～労災病院
ナースプロジェクト～

整形外科部長　三好　光太、
脊椎脊髄外科副部長　竹下　祐
次郎

承認

H27.3.2 26-82 医学の研究又は医療行為
ＭＲＳＡ膿胸に対する胸腔内ピオクタニン
洗浄の有用性

副院長・呼吸器外科部長　前原
隆光

承認

H27.3.2 26-83 医学の研究又は医療行為
J-DISCOVER:DISCOVERing Treatment
Reality of Type 2 Diabetes in a Real
World Setting in Japan

内分泌代謝内科部長　齋藤　淳 承認
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H27.2.25 26-84 医学の研究又は医療行為
80歳以上の患者における第二世代薬剤
溶出性ステント留置後の予後調査

冠疾患集中治療部長　柚本　和彦 迅速審査承認

H27.2.25 26-85 医学の研究又は医療行為
扁桃摘出術が著効したMEFV遺伝子変異
をもつPFAPA症候群の兄弟例

小児科副部長　佐藤　厚夫 迅速審査承認

H27.2.25 26-86 医学の研究又は医療行為
緩和ケア領域における薬物・治療介入に
関する多施設前向きレジストリ研究：悪心
嘔吐に対する治療効果

緩和支持療法科副部長　戸田　陽子 迅速審査承認

H27.2.25 26-87 医学の研究又は医療行為
従来の画像検査では検出できない高次脳
機能障害の病態解明とその労災認定基
準に関する研究

脳神経外科部長　周藤  高 迅速審査承認

H27.2.25 26-88 医学の研究又は医療行為
筋ジストロフィー患者の大脳の定量的検
討

神経内科副部長　中山　貴博 迅速審査承認

H27.2.25 26-89 医学の研究又は医療行為
脳梗塞患者のリハビリ経過観察におけ
る、生体インピーダンス法による筋評価指
標の有用性の検討

神経内科副部長　中山　貴博 迅速審査承認

H27.2.25 26-90 医学の研究又は医療行為

胸腰椎後方固定術における、Pagoda　ペ
ディクルスクリュー　システム（米国
ORTHO　DEVELOPMENT　社製）の有用
性と安全性評価

整形外科・脊椎脊髄外科副部長
竹下　祐次郎

迅速審査承認

H27.2.25 26-91 医学の研究又は医療行為
労働安全衛生法改正（通称：ストレス
チェック義務化法案）に対応する“メンタル
ろうさい”の改修と普及活動

勤労者メンタルヘルスセンター
センター長　山本　晴義

迅速審査承認

H27.2.25 26-92 医学の研究又は医療行為
内頸動脈狭窄症例におけるMRプラークイ
メージングの臨床的検討

神経内科医師　松田　俊一 迅速審査承認

H27.2.25 26-93 医学の研究又は医療行為
当院での脳卒中地域連携パスによる効果
の検討

神経内科医師　北村　美月 迅速審査承認

H27.2.25 26-94 医学の研究又は医療行為
重症筋無力症に膠原病を合併した症例に
ついての検討

神経内科研修医　杉山　雄亮 迅速審査承認

H27.2.25 26-95 医学の研究又は医療行為
DAT-SPECTでの両側性集積低下と無動
は関連している

神経内科専修医　中原　淳夫 迅速審査承認

H27.2.25 26-96 医学の研究又は医療行為
視神経脊髄炎/視神経脊髄炎関連疾患症
例の臨床的特徴および再発予防に関する
検討

神経内科専修医　赤谷　律 迅速審査承認

H27.3.30 26-97 医学の研究又は医療行為
川崎病における免疫グロブリン療法施行
後のリバウンド熱

小児科副部長　佐藤　厚夫 迅速審査承認

H27.3.30 26-98 医学の研究又は医療行為
入院翌日以降に診断された川崎病症例
の臨床的特徴

小児科副部長　佐藤　厚夫 迅速審査承認

H27.3.30 26-99 医学の研究又は医療行為
当院が関与した産科医療補償制度補償
申請症例の検討

新生児科部長　飛彈　麻里子 迅速審査承認
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