
2022 年 8 月 31 日現在 

5585 重症 COVID-19 対応のために ICU に配置転換になった看護師への支援の検証 ICU1 

5545 倫理カンファレンスにおける倫理コンサルテーションチーム介入の評価 ICU1 病棟 

5567 「重症 COVID-19 感染症患者の家族ケアに対する ICU 看護師の思い」 ICU1 病棟 

5583 ICU の COVID-19 重症患者看護を担う適正な看護師配置についてのタイムスタデ

ィ調査 

ICU1 病棟 

5629 救急 ICU における ABCDEF バンドル遵守率と短期予後 ICU1 病棟 

5630 救急 ICU における痛みの評価・予防と管理に関する ABCDEF バンドルの遵守率と

質評価 

ICU1 病棟 

5608 小児心臓血管外科術後患者におけるカテーテル関連血流感染の危険因子の検討 ICU2 

5568 異動で ICU 所属となった看護師の自律までに感じた困難と必要な支援 ICU3 

5580 重症 COVID–19 患者とその家族に対する ICU Diary 導入による医師・看護師の

倫理的苦悩の変化 

ICU３ 

1601110  

 難聴の遺伝子解析と臨床応用に関する研究 

遺伝子診療部 

1807041 遺伝子パネル検査による腫瘍プロファイリングに関する研究 遺伝子診療部 

1807042 遺伝性腫瘍に関係する生殖細胞系列遺伝子変異の確定検査 遺伝子診療部 

1810080 単一遺伝子異常による糖尿病の成因、診断、治療に関する調査研究 (2 版) 遺伝子診療部 

5624 成人患者における経鼻胃管の計画外抜去に関する現状調査 医療安全管理部 

5623 外来がん薬物療法を受ける高齢者にスクリーニングツールを活用した看護支援の実

態調査 

外来化学療法室 

5626 パクリタキセルによる末梢神経障害に対する手術用二重手袋装着と弾性ソックス着

用に保冷剤を併用した予防的効果の分析 

外来化学療法室 

5600 がん相談支援センターに寄せられる離職したがん患者の支援に関するニーズの検討 がん医療支援センタ

ー 

5606 小児がん経験者の晩期合併症の実態と支援の現状から捉えた移行期医療の課

題：単施設報告 

がん医療支援センタ

ー 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/668541312b5b5a74f2ac1e0bdc190c55.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/ac1a3a4299092e897ba895d53e9cac3d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/ac1a3a4299092e897ba895d53e9cac3d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/0e9fc3c8364e3ea48cd6bccecd0fe002.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/8b84ed2c7c532ef59b36800b1bc2190a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/8b84ed2c7c532ef59b36800b1bc2190a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9f0be440cdd16f6f42cbec795875bfd6-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9f0be440cdd16f6f42cbec795875bfd6-1.pdf


5599 一般病棟での Rapid Response System 起動基準該当から ICU 予定外入室

決定までの時間に影響を及ぼす要因 

看護部 H グループ 

21579 日本人における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する重症化因子の

探索-多施設共同後ろ向き観察研究- 

感染症内科 

1701100 渡航者ワクチン接種後の抗体価に関する前向き観察研究(Ver2.0) 感染症内科 

1712086 トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用療法の効果・安

全性評価研究(第 1 版） 

感染症内科 

1804003 渡航前相談レジストリの多施設ネットワーク構築と診療支援ツールの開発・利用 

(1.5 版) 

感染症内科 

1808054 稀少病原体による感染症の診断と情報共有を目的とした多施設レジストリ研究 感染症内科 

2004006 COVID-19 に関するレジストリ研究 (第 1.0 版） 感染症内科 

2104008 感染性心内膜炎における疣贅培養結果の解析 感染症内科 

2105015 日本におけるリステリア症の臨床疫学的研究（第 1.4 版） 感染症内科 

2105018 体組成分析装置 InBody を用いた HIV 感染者におけるサルコペニアの検討 感染症内科 

2105026 三次医療機関に勤務する職員における新型コロナウイルスワクチン接種に対する意

識調査：アンケート調査(第 2 版) 

感染症内科 

2106036 Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform trial for 

Community-Acquired Pneumonia(REMAP-CAP) 第 3.0 版 

感染症内科 

2107048 SARS-CoV-2 に対する細胞性免疫に関する解析 感染症内科 

2110079 HIV 感染妊婦から出生した児の実態調査       Survey of children Born 

to HIV-Infected Women（第 1.4 版) 

感染症内科 

2110080 ヒト免疫不全ウイルス陽性女性と出生した児の長期予後に関する多施設コホート研

究 THE JAPAN WOMEN AND CHILDREN HIV COHORT STUDY Ⅱ

(JWCICSⅡ) （Ver.1.3) 

感染症内科 

2204009 新型コロナウイルス オミクロン株感染者の臨床・疫学情報の解析とオミクロン株感染

動態・感染免疫応答の解明 

感染症内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2357dfe2eeb43476a5b2c83a78bf2589-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2357dfe2eeb43476a5b2c83a78bf2589-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3ac78d9c4a24c9ce24fa65037aa08893.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3ac78d9c4a24c9ce24fa65037aa08893.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f095085da5337b553d46b66be7e9ea4c-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/05025de5ce788bc3d2da7fb72cbdaf29.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/63eadb3a2a0e982fafad646571929e0c.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/96b11a9fda0f07bc98e7f3488043b134-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/96b11a9fda0f07bc98e7f3488043b134-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2760420c69b1235c9e23dbf3ebf1cff7.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2760420c69b1235c9e23dbf3ebf1cff7.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/ea67c66949eee15aee710a7bc519b793.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/ea67c66949eee15aee710a7bc519b793.pdf


2205020 HIV 感染と抗レトロウイルス療法が体組成に及ぼす影響について 感染症内科 

R-0001 マラリアに対するキニーネ注射薬の薬効・安全性評価研究 感染症内科 

R-0004 播種性トキソプラズマ症・トキソプラズマ脳炎に対する 

ピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用療法の 

効果・安全性評価研究 

感染症内科 

R-0009 胎児トキソプラズマ感染に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用療法の

効果・安全性評価研究 

感染症内科 

R-0010 眼トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用療法の効果・

安全性評価研究 

感染症内科 

R-0011 先天性トキソプラズマ症に対するピリメタミン・スルファジアジン・ホリナート併用療法の

効果・安全性評価研究 

感染症内科 

2202140 免疫賦活作用を有する新規分子標的治療後の B 型肝炎ウイルス再活性化に関す

る実態調査(固形腫瘍) 

肝臓内科 

2206032 肝性脳症に対するリファキシミン治療の検討 肝臓内科 

2002132 腹腔鏡下膵体尾部切除術における術前難度評価スコア（difficulty score）の

有用性に対する検証研究 

肝胆膵外科 

2002133 良性〜低悪性度膵腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術の際の脾温存術と脾合

併切除術の比較検討；Propensity score matching 解析を用いる 

肝胆膵外科 

2107052 80 歳以上高齢患者対する腹腔鏡下と開腹下肝切除術術後成績比較 

-国際多施設後ろ向き研究 propensity score matched analysis- 

肝胆膵外科 

2109065 Postero-superior segments に対する腹腔鏡下肝切除術成績の

Benchmark を設定するための国際多施設後ろ向き研究 

肝胆膵外科 

2205016 がん遺伝子パネル検査を受けた胆道癌症例に関する前向き観察研究 肝胆膵外科 

2205018 実臨床データを用いた肝門部領域胆管癌の術前ドレナージ法別の有効性と手術に

及ぼす影響に関する多施設共同検討 

肝胆膵外科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/9d9a3666c052cf5f23997a3005655180.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/929cb809ae20dcaf2b99de623a7287bc-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/929cb809ae20dcaf2b99de623a7287bc-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/013160ac3704a27ef44868f1e7db0693.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/17aee5f58536ad89aa5c1d74fd07376a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/17aee5f58536ad89aa5c1d74fd07376a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ef121e9f76b5deed8c03451db17d6dbc-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ef121e9f76b5deed8c03451db17d6dbc-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/fe324f2fc5caaef52c1d03f780d0a37f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/fe324f2fc5caaef52c1d03f780d0a37f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/3b19c0bc7d05e804f3125f13e8f31057.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/3b19c0bc7d05e804f3125f13e8f31057.pdf


2204002 通院患者のがん疼痛セルフマネジメントを促進する看護介入プログラムの有効性の評

価 

緩和ケアセンター 

824 IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決定と、段階的

に強度を高める化学療法による、神経芽腫中間ﾘｽｸ群に対する第Ⅱ相臨床試験 

がん医療支援センタ

ー 

2006030 思春期・若年成人（AYA）世代のがん患者における生殖機能温存に関する調査 がん医療支援センタ

ー 

2106032 小児がんの患者家族のニーズに関する調査研究 がん医療支援センタ

ー 

G1254 先天性骨髄不全症候群レジストリ研究(Ver.1.1) がん医療支援センタ

ー 

1601104 抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリンを用いた HLA 適合ドナーからの同種末梢血幹細胞

移植の多施設共同第Ⅱ相試験 -JSCT-ATG15-(第 3.1 版） 

血液内科 

1607037 骨髄不全患者における、PNH 型血球割合と PNH 関連の臨床症状を経時的にみ

る観察研究（Ｖｅｒ１．１） 

血液内科 

1708036 JALSG 参加施設において新規に発症した全 AML、全 MDS、全 CMML 症例に対

して施行された治療方法と患者側因子が 5 年生存率に及ぼす影響を検討する観

察研究（前向き臨床観察研究）JALSG AML/MDS/CMML Clinical 

Observational Study (JALSG-CS)-17(第 6 版） 

血液内科 

1805019 びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に罹患した成人患者における診断-治療間隔と

予後に関する後方視的観察研究(Ver.1.1) 

血液内科 

2104009 当院における、非ホジキンリンパ腫に対する自家造血幹細胞移植併用 MEAM 療法

の有効性と安全性の検討 

血液内科 

2201136 High grade B-cell lymphoma の免疫組織化学および遺伝子学的研究 血液内科 

2202137 前方視的観察研究に登録された治療関連急性前骨髄球性白血病における長期

予後と治療実態調査（観察研究）-JALSG CS-07/11-tAPL study- 

血液内科 

2202139 日本人骨髄増殖性腫瘍患者における二次がんとしてリンパ球系腫瘍の発症に関す

る全国調査 

血液内科 

2202153 JALSG T-ALL211-U 研究および JALSG T-ALL211-U-GWS 研究で収集され

た遺伝子検体を対象としたゲノム解析研究（JALSG T-ALL211-U-GWS2） 

Ver.1.8 

血液内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/93ee49838e0d982a7fb44d5c101da880.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3a3ea23faa5e981df8342f8916cdbedc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3a3ea23faa5e981df8342f8916cdbedc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3a3ea23faa5e981df8342f8916cdbedc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3a3ea23faa5e981df8342f8916cdbedc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4cb428cc0ab4ae009a533e8f32192ad2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4cb428cc0ab4ae009a533e8f32192ad2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/28ca9675586e433b074d1cb5fc422d11.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/28ca9675586e433b074d1cb5fc422d11.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dc749febd39c05226135315ca0e71088-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6759579ba593745575b6001c081afffa-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6759579ba593745575b6001c081afffa-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/933afce0193018a29b455cd095bbdb95-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/933afce0193018a29b455cd095bbdb95-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4be633fd418c97fd7eac37c16ef5b5db-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4be633fd418c97fd7eac37c16ef5b5db-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4be633fd418c97fd7eac37c16ef5b5db-1.pdf


2203163 再発難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫患者における治療内容と予後に

関する後方視的観察研究 

血液内科 

2208047 再発・難治性末梢性 T 細胞リンパ腫に対する tucidinostat 単剤治療の第 II 相

試験(Ver1.2) 

血液内科 

2208055 日常診療においてイブルチニブ治療を受けた日本人慢性リンパ性白血病患者を対象

とした観察研究 （CLL-Orbit STUDY） 

血液内科 

C2020-

004 

t(8;21)および inv(16)陽性 AYA・若年成人急性骨髄性白血病に対する微小残

存病変を指標とするゲムツズマブ・オゾガマイシン治療介入の有効性と安全性に関す

る臨床第 II 相試験(JALSG-CBF-AML220)(Ver.2.0) 

血液内科 

C2020-

008 

再発または難治性の FLT3 遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病患者を対象とする

MEC（ミトキサントロン／エトポシド／シタラビン）とギルテリチニブの逐次療法の非盲

検、多施設共同、前向き介入試験(JALSG-RR-FLT3-AML220) 第 2.0 版 

血液内科 

C2020-

009 

本邦の初発 APL に対する ATRA+ATO 療法の多施設共同第 II 相試験

(JALSG-APL220)(第 1.2 版) 

血液内科 

C2019-

002 

初発 BCR-ABL1 陽性急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対象としたダサチニブ、

ポナチニブ併用化学療法および造血幹細胞移植の臨床第 II 相試験(JALSG-

PhALL219)(Ver1.6) 

血液内科 

C2019-

003 

再発急性前骨髄球性白血病(APL)に対する Tamibarotene (Am80)と亜ヒ酸

(ATO)の併用、寛解後療法として Gemtuzumab Ozogamicin(GO)を用いた治

療レジメンの有効性および安全性検証試験-第 II 相臨床試験(JALSG-

APL219R)(Ver2.0) 

血液内科 

1712093 疫学調査「口腔がん登録」 口腔外科 

2208051 完全切除されたリンパ節転移陰性の非小細胞肺癌（> 2cm）患者に対する、

UFT を用いた術後補助化学療法における EGFR 遺伝子変異の影響：CSPOR-

LC03 試験副次解析としての多施設共同後ろ向き観察研究(第 1.0 版) 

呼吸器外科 

2110082 胸水 LD/ADA 比を用いた結核性胸膜炎の診断精度の検討 呼吸器内科 

5594 AYA 世代がん患者の妊孕性温存に関する意思決定支援のあり方 さくら 15 病棟 

5586 AYA 世代がん患者への AYA 世代版苦痛のスクリーニングシート導入による看護師

の患者理解と看護介入の変化 

さくら 15 病棟 

5628 A 病院における内視鏡外来鎮静患者のリカバリー室滞在時間の実態調査 さくら 16 病棟 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dfd357a10609ca6e401552f069bc9388-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dfd357a10609ca6e401552f069bc9388-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/83daa7ced215f59cb5beac724abdde6b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/83daa7ced215f59cb5beac724abdde6b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/37c3f476e46ab38bd1cda2f8b2bf2421.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/37c3f476e46ab38bd1cda2f8b2bf2421.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/37c3f476e46ab38bd1cda2f8b2bf2421.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/552174aa36ea0d8d0e667e8e9cb9b02a.pdf


5593 LTFU 外来通院中の造血幹細胞移植後合併症を併発した患者の一例をふり返る さくら 17 病棟 

5622 小児循環器病棟に従事する看護師の急変に対する思い さくら 6 病棟 

5591 NICU における多職種合同デスカンファレンスの効果 さくら 9 病棟 

5611 超低出生体重児のストーマ造設後の装具開始時期と装具選択の検討 さくら 9 病棟 

1507039 切迫早産における母児ともに安全な治療プロトコールに基づく観察研究（第 1 版） 産科 

1603138 癒着胎盤が疑われる全前置胎盤に対するハイブリッド手術室における総腸骨動脈バ

ルーン留置下帝王切開の有効性についての後ろ向き観察研究（Ver.1） 

産科 

2108056 小児の摂食障害（神経性食欲不振症）患者及び養育者に対する PCIT（親子

相互交流療法）の有効性に関する研究 

児童青年精神科 

2204008 ADHD 児へのインターネット親子相互交流療法の治療効果に関するランダム化比較

試験 

児童青年精神科 

1708046 FDG-PET とメタボローム解析を用いた甲状腺がんの糖代謝の解明 耳鼻咽喉科 

2110076 当科における耳科手術の成績 耳鼻咽喉科・頭頸

部外科 

2111103 頭頸部領域腫瘍のリスク評価に関するゲノム研究 耳鼻咽喉科・頭頸

部外科 

2203155 新型コロナウイルス感染症（COVID19）患者の嗅覚味覚障害の病態に関する疫

学的並びに臨床的研究 

耳鼻咽喉科・頭頸

部外科 

G1207 視覚聴覚二重障害を伴う難病の全国レジストリ研究（Ver.1.51) 耳鼻咽喉科・頭頸

部外科 

2109074 小児心臓血管外科術後患者における高流量式鼻カヌラの効果: ランダム化臨床試

験        HIGH FLoW NAsaL CaNNULA IN PEDIATRIC PATIENTS 

AFTER CaRDIOTHORACIC SURGERY: A RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL (OSACA CATS TRIAL) 

集中治療部 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/993ee11653c7c7f80838900ba285931f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dd9320c446fcc538520d36a55148cea1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a6398d1f6de9b3fc1a1ce7c11459d3e3-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a6398d1f6de9b3fc1a1ce7c11459d3e3-1.pdf


2112119 術後急性期の血液透析におけるナファモスタットメシル酸塩の血小板凝集に与える影

響 

集中治療部 

2208050 心臓・大血管術後に人工呼吸を継続される患者様の筋弛緩残存の現状 集中治療部 

5602 手術室エキスパート看護師による器械出し看護の行動分析 

―専門的知識に裏付けられた行動の探索― 

手術センター 

5604 手術室看護師の新人実地指導者が抱く指導マインド 手術センター 

1312067 JCOG1201/TORG1528：高齢者進展型小細胞肺がんに対するカルボプラチン+

エトポシド併用療法(CE 療法)とカルボプラチン+イリノテカン併用療法(CI 療法)のラ

ンダム化比較第 II/III 相試験 （Ver. 2.3.0） 

腫瘍内科 

1501123 膵・消化管および肺・気管支・胸腺神経内分泌腫瘍の患者悉皆登録研究 1.1

版 

腫瘍内科 

1507047 PI3K/AKT/mTOR 経路の遺伝子変異を含む稀な遺伝子異常を有する小細胞肺

癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかにするための前向き観察研究 

(Ver1.5) 

腫瘍内科 

1512092 EGFR 遺伝子変異陽性進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するゲフィチニブまたは

オシメルチニブ単剤療法とゲフィチニブまたはオシメルチニブにシスプラチン＋ペメトレキセ

ドを途中挿入する治療とのランダム化比較試験 JCOG1404/WJOG8214L（第

2.0 版） 

腫瘍内科 

1602130 高齢者切除不能・再発胃癌に対する S-1 単剤療法と S-1/L-OHP 併用

（SOX）療法のランダム化第Ⅱ相試験(WJOG8315G) 

腫瘍内科 

1606026 EGFR チロシンキナーゼ阻害剤への耐性獲得機構の解析と Liquid biopsy の有用

性を検討するバイオマーカー研究（JCOG1404A1）（Ver1.1)  

腫瘍内科 

1905010 アジア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目指した、遺伝子スクリーニ

ングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究（LC-SCRUM-Asia） 第

3.1 版 

腫瘍内科 

1908044 切除不能ステージⅢ非小細胞肺癌患者における同時化学放射線療法後のデュル

バルマブの長期安全性 

及び有効性に関する観察研究（AYAME study）Ver.3.0 

腫瘍内科 

1909053 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメルチニブへの逐

次投与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究（Gio-Tag Japan）

(第 1.0 版） 

腫瘍内科 

2004001 ALK 融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するアレクチニブのバイオマーカー探索研

究「血漿遊離 DNA から ALK 融合遺伝子が検出された進行または再発非小細胞

肺がんに対するアレクチニブの多施設共同第 II 相臨床試験」の付随研究(第 1.4

腫瘍内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/90d3319d8ffd98f60d9f67b549ee5a08.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/e67bf41a4c05fea4a4702a8048a12e64.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/e67bf41a4c05fea4a4702a8048a12e64.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/e67bf41a4c05fea4a4702a8048a12e64.pdf


版） 

2004002 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するオシメルチニブのバイオマーカー探

索研究「血漿遊離 DNA から EGFR 遺伝子変異が検出された進行非小細胞肺が

んに対するオシメルチニブの多施設共同第 II 相臨床試験」の付随研究（第 1.5

版） 

腫瘍内科 

2009090 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌

（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研

究 J-TAIL-2（第１版） 

腫瘍内科 

2104004 未治療進行または再発非小細胞肺がんを対象としたニボルマブ＋イピリムマブ±化学

療法併用療法の日本における治療実態および有効性と安全性に関する観察研究

（LIGHT-NING）Ver.1.2 

腫瘍内科 

2105012 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（NSCLC）または進展型小細胞肺癌

（ED-SCLC）患者に対するアテゾリズマブ併用療法の多施設共同前向き観察研

究：（J-TAIL-2）におけるバイオマーカー探索研究（第１版） 

腫瘍内科 

2108057 乳癌のペア検体を用いた Folate receptor alpha (FOLRα) のバイオマーカー研

究（Ver2.0） 

腫瘍内科 

2109062 「ニボルマブ (ONO-4538) 拡大治験原発不明癌に対する多施設共同非盲検非

対照試験」における附随研究（WJOG14620MTR） 

腫瘍内科 

2110081 WJOG14320B 

HER2 陽性乳癌の T-DXd 治療に対するオランザピン併用制吐療法の有効性を検

討するプラセボコントロール二重盲検ランダム化第Ⅱ相比較試験（ERICA） 

Ver.2.00 

腫瘍内科 

2201133 WJOG14620MFS 原発不明癌に対するニボルマブ(ONO-4538)治療の観察研

究(NivoCUP-2F) 

腫瘍内科 

2206023 JCOG2007「ドライバー遺伝子陰性・不明の未治療進行非小細胞肺癌に対するプ

ラチナ製剤併用化学療法＋ペムブロリズマブとプラチナ製剤併用化学療法＋ニボルマ

ブ＋イピリムマブのランダム化比較第 III 相試験」の附随研究 JCOG2007A1：免

疫チェックポイント阻害薬使用における腸内細菌叢解析による効果予測因子および

有害事象予測因子に関する探索的研究 ver.1.0.0 

腫瘍内科 

2207038 Prognostic index による大腸癌肺転移切除と術後補助化学療法の成績

(WJOG5810GSS)ver.1.00  

腫瘍内科 

F2018005 HER2 陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法

とトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討する第 III 相臨床研

究(第 3.1 版） 

腫瘍内科 

K2018036 JCOG1701：非小細胞肺癌に対する PD-1 経路阻害薬の継続と休止に関するラ

ンダム化比較第 III 相試験（Ver.2.4.0) 

腫瘍内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/15ff709dfe9ce4a9536b18e365ea3349.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/15ff709dfe9ce4a9536b18e365ea3349.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/55623561d0e44fe1e156bd473b417515.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/55623561d0e44fe1e156bd473b417515.pdf


K2020002 JCOG1914：高齢者切除不能局所進行非小細胞肺癌に対する低用量カルボプ

ラチンを用いた化学放射線療法とカルボプラチン＋アルブミン結合パクリタキセルを用い

た化学放射線療法を比較するランダム化第 III 相試験(ver.1.3.0) 

腫瘍内科 

W-5 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対するオシメルチニブ/アファチニブ交替療

法の有効性を検討する第 2 相臨床試験（Alt trial）(WJOG10818L) 

腫瘍内科 

1703120 急性冠症候群のステント留置後の再狭窄に関与する血液因子についての研究 循環器内科 

1703121 透析患者における冠動脈カテーテル治療後の再狭窄の発生に関与する血液因子に

ついての研究 

循環器内科 

1706017 高血圧を伴う左室拡張機能低下を有する心不全症例を対象としたアジルサルタンの

左室拡張機能改善効果の探索的検討(第 3.0.0 版） 

循環器内科 

1901117 左室駆出率が保たれた心不全患者における老人性トランスサイレチン型心アミロイド

ーシスの有病率・適切な検査法・予後の検討(Ver.1.2) 

循環器内科 

1901123 経カテーテル大動脈弁留置術により留置された自己拡張型人工弁の自己拡張能に

関する研究 

循環器内科 

1908043 低圧較差重度大動脈弁狭窄症の真性・偽性を安静時心エコー図検査で識別する

ための多施設共同，非介入，後向き横断的観察研究(Ver.1) 

循環器内科 

1908046 大阪心不全地域連携の会（Osaka Stops HEart Failure，OSHEF）の心不

全地域連携パスの導入例における心不全再入院回避率および回避例・非回避例

の特徴 

循環器内科 

1911092 大動脈弁狭窄症の進行に関わる因子の検討を目的とした前向き多施設観察研究

（第 1 稿） 

循環器内科 

2106031 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 

Japanese registry for Percutaneous Ventricular Assist Device 

循環器内科 

2106041 経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対する治療介入

の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 Ver.1.0.4 

循環器内科 

2107051 徐脈性不整脈および刺激伝導系障害に対する生理的ペーシングの有効性 循環器内科 

2110086 肥大型心筋症患者における診療の実態調査および突然死／拡張相への移行に関

する新規予測プログラムの開発とその検証のための多施設後向き登録研究

[REVEAL-HCM](Ver1.2.0) 

循環器内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/47ec96dd6d07ba2b63f0a3d83a639343.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/47ec96dd6d07ba2b63f0a3d83a639343.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/978a7106c17b904a1c21df598e773677.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/978a7106c17b904a1c21df598e773677.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/978a7106c17b904a1c21df598e773677.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/501d45fc95e4c6d71fb9d219434e53a6-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/501d45fc95e4c6d71fb9d219434e53a6-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/96698c2f9cf5d68e8d81ae579cb54bb1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/f7659b0d60e327e935ef2ffd5a1ad3f5.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/f7659b0d60e327e935ef2ffd5a1ad3f5.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/f7659b0d60e327e935ef2ffd5a1ad3f5.pdf


2111098 心房性機能性僧帽弁逆流の疫学および治療の意義に関する多施設後方視的観

察研究 

循環器内科 

2111109 2 型糖尿病左室拡張不全患者の左室拡張機能に及ぼすトホグリフロジンの効果の

検討(第 1.1 版) 

循環器内科 

2112121 AI 超音波診断装置 KOSMOS の精度に関する研究 循環器内科 

2203154 心不全管理ツールを用いた心不全地域連携システム導入による心不全再入院に及

ぼす効果の検討 

循環器内科 

2203157 左脚領域ペーシングにおける左脚捕捉の成功率とその予測因子 循環器内科 

2206024 不整脈誘発性心筋症を心エコー図検査でカテーテル・アブレーション治療前に診断す

るための単施設，非介入，後向き観察研究 

循環器内科 

2208049 アテローム動脈硬化性心血管疾患（ASCVD）の既往歴が確認された患者におけ

るリポ蛋白(a)値の分布の特性を明らかにするための多施設共同横断的研究 

循環器内科 

1504009 たこつぼ型心筋症における酸化ストレスおよび炎症の関与についての研究 循環器内科 

1504010 大動脈弁狭窄症および感染性心内膜炎の進展における酸化ストレスおよび炎症の

関与についての研究 

循環器内科 

1505016 「心エコー図における新技術の有用性 

（speckle tracking および 3 次元心エコー図について）：No.2」 

循環器内科 

1607033 冠動脈硬化病変(プラーク)やステント再狭窄部位に対する炎症や酸化ストレスの関

与についての研究 (第 1 版） 

循環器内科 

1611081 成人循環器検査指標間の関係およびそれらの指標による予後予測（非介入、後ろ

向き観察研究） 

循環器内科 

2207036 JCOG2010: 下部直腸癌に対する total neoadjuvant therapy（TNT）およ

び watch and wait strategy の第 II/III 相単群検証的試験(Ver.1.0.1) 

消化器外科 

1701099 IPMN の画像診断・経過観察法・手術適応に関する観察研究 消化器内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/edc8f92879345cb2ff02eee98963aaea-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/edc8f92879345cb2ff02eee98963aaea-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/782f434eb9ebd4c90bbaf80ef55ff391-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/a2c1fa95c6f449576dcf6296d1784510.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/a2c1fa95c6f449576dcf6296d1784510.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/e2e71510fea42301bbe10e9614328fec-1.pdf


1702106 ERCP 関連偶発症に関する多施設共同前向き観察研究 

第 2.0 版 

消化器内科 

1802110 10mm 以下の十二指腸非乳頭部上皮性腫瘍に対する Cold Snare 

Polypectomy の有効性および安全性に関する非ランダム化検証的試験

（Ver1.2） 

消化器内科 

1811093 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法（EUS-FNA）の有用性に関する観察研究

(ver1.0) 

消化器内科 

1909066 消化管出血症例の原因・背景・臨床経過についての観察研究 消化器内科 

2103175 悪性輸入脚症候群に対する内視鏡治療の方法・成績に関する多施設後ろ向き研

究(第 2.0 版) 

消化器内科 

2103176 当院での下部消化管出血に対する緊急下部消化管内視鏡検査の検討 消化器内科 

2104006 術後再建腸管症例における切除不能悪性胆管閉塞に対し, 超音波内視鏡下胆

管ドレナージ術とバルーン内視鏡下胆管ドレナージ術の有効性に関する多施設共同

前向き比較研究(第 3 版) 

消化器内科 

2105019 高齢者潰瘍性大腸炎の特徴に関する観察研究 消化器内科 

2109061 MSI-High 肝胆膵領域癌に対する観察研究(Ver 5.0) 消化器内科 

2109068 70 才以上の進行胆道癌患者に対する化学療法と高齢者機能評価に関する前向

き観察研究 

消化器内科 

2110091 噴門側胃切除術＋ダブルトラクト再建法後の患者に対する内視鏡的逆行性膵胆

管造影およびその関連手術による治療の有効性と安全性の検討 

消化器内科 

2203160 膵腺房細胞癌の実態調査 多施設共同研究 消化器内科 

2203161 がんゲノム医療の組織採取における超音波内視鏡下吸引針生検の有効性〜多施

設共同前向きコホート研究〜 

消化器内科 

2203165 総胆管結石に対する内視鏡的逆行性胆管膵管造影における術後膵炎の発症にか

かわる因子の検討 

消化器内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/3e6082a5a518bbd7db73bcf709d95c38.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/3e6082a5a518bbd7db73bcf709d95c38.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3ec22016e3d06764fc167e1e2af46317-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3ec22016e3d06764fc167e1e2af46317-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2a573d891e0136d41b0ff8e13d7790c4-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f298635cbe183f07724494c05e816080.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f298635cbe183f07724494c05e816080.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5ab7255e83a93f1fa1b1b2570ed3ea2e.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/80f2d823d1bf80f71bc54cf1c3364b96-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4e8ac9278fc8da8fc0c5e148809088a6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4e8ac9278fc8da8fc0c5e148809088a6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/43dc9df9ccd68420cf6c7a07ffafb0fd-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/d2d42ec01ea23877579b503ce7636762-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/d2d42ec01ea23877579b503ce7636762-1.pdf


2206029 膵癌術後のオリゴ肺転移に対する肺切除に関する 多機関共同後ろ向き観察研究 

JON2106-P 

消化器内科 

K2018010 JCOG1612：局所切除後の垂直断端陰性かつ高リスク下部直腸粘膜下層浸潤

癌（pT1 癌）に対するカペシタビン併用放射線療法の単群検証的試験

(Ver1.6.0) 

消化器内科 

1509063 ヘリコバクター・ピロリ陽性かつ早期胃がん ESD 治癒切除後患者における、ピロリ菌

除菌による異時性胃がん抑制効果を証明するランダム化比較試験 

略称：pylori―end trial(Ver.5.2) 

消化器内科 

1509064 胃粘膜下腫瘍の診断・検査・治療方針に関する研究(初版） 消化器内科 

1712078 小児救急重篤疾患登録調査  第 6 版 小児救急科 

1910077 小児がんのステージ・治療・再発に関する実態調査研究（第１版） 小児血液腫瘍科 

1912108 肝胎児性肉腫の原因遺伝子解析 小児血液腫瘍科 

2109060 小児白血病研究会（JACLS）ALL-02 プロトコールで治療を受けた小児急性リン

パ性白血病（ALL）長期生存者の成長に関する後方視的検討（ALL-02-G） 

小児血液腫瘍科 

2112114 小児遺伝性腫瘍レジストリの意義と実行可能性を探索するための前方視的観察研

究（小児遺伝性腫瘍レジストリパイロット研究） 

小児血液腫瘍科 

2203159 小児固形腫瘍に対するゲノムプロファイリング検査の臨床実装に向けた実行可能性

を検討するための多施設共同前向き観察研究【JCCG-TOP2】 

小児血液腫瘍科 

2205021 日本における組織球症 Histiocytosis を対象とした前方視的観察研究（JPLSG-

LCH-19-Histio） 

小児血液腫瘍科 

C2018-

010 

小児および若年成人における EB ウイルス関連血球貪食性リンパ組織球症に対する

リスク別多施設共同第 II 相臨床試験(JPLSG-EBV-HLH-15)Ver.4.0 

小児血液腫瘍科 

C2018-

013 

初発時慢性期および移行期小児慢性骨髄性白血病を対象としたダサチニブとニロチ

ニブの非盲検ランダム化比較試験（JPLSG-CML-17）Ver4.0 

小児血液腫瘍科 

C2020-

011 

小児急性骨髄性白血病を対象とした微小残存病変を用いた層別化治療、および

非低リスク群に対する寛解導入後治療におけるゲムツズマブオゾガマイシン追加の有

効性および安全性を検討するランダム化比較第 III 相臨床試験(JPLSG-AML-

20)(Ver.1.1) 

小児血液腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/7e2233fe801df86ac95119e2d4a23492.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/7e2233fe801df86ac95119e2d4a23492.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2e4035bc6b2bffae3cd235248a03a0ef.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5b77825d6793c560720d206320fa6389.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a8444b8ede9ed4ee2b050d57112bb254.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c4108841d13cb3fbd56c74809a5871c0.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c4108841d13cb3fbd56c74809a5871c0.pdf


2112116 小児脳腫瘍を中心とする脳損傷患者の高次脳機能スクリーニング評価方法の確立

に関する研究(第 2.0 版) 

小児言語科 

1908049 本邦に於けるフォンタン術後臨床事故の現状把握と治療・管理法の確立を目指した

前向き多施設コホート研究（第 0.1.0 版） 

小児循環器内科 

2110085 先天性心疾患を伴う肺高血圧症例の多施設症例登録研究(第 7 版) 小児循環器内科 

1607034 難治てんかん患者におけるてんかん焦点の適切な切除範囲決定と最小限の後遺症

を目的とした皮質電気刺激と各種誘発電位記録を用いた複合的脳機能マッピング

解析 (第 2 版） 

小児神経内科、神

経内科 

1911084 日本小児整形外科学会疾患登録（JPOA レジストリー）Ver.1.21 小児整形外科 

2207035 多発性軟骨性外骨腫症における診療実績 -後ろ向き研究による検証- 小児整形外科 

1507043 初発寛解後早期に再発する小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者を対象とし

た標準治療（再発時プレドニゾロン治療）と標準治療＋高用量ミゾリビン併用治療

の多施設共同オープンランダム化比較試験 （JSKDC05)           (2.6 版） 

小児総合診療科 

2002135 IgA 腎症および紫斑病性腎炎を対象とした病理組織および治療効果に関する観察

研究（第 2.0 版） 

小児総合診療科 

2106033 小児化膿性関節炎の起炎菌検出に関与する臨床指標についての後方視的観察

研究 

小児総合診療科 

2110089 原発性免疫不全症・自己炎症性疾患・早期発症型炎症性腸疾患の遺伝子解析

と患者レジストリの構築 (ver3.2) 

小児総合診療科 

2112127 小児特発性ネフローゼ症候群における免疫学的誘因とネフローゼ再発との関連： 

多機関共同前向きコホート研究 

小児総合診療科 

2203167 リツキシマブによる重症低ガンマグロブリン血症・無顆粒球症に関連する遺伝子の探

索 

小児総合診療科 

W-35 小児頻回再発型ネフローゼ症候群患者を対象とした、2 年間のシクロスポリン内服

後にミゾリビン内服開始による頻回再発予防効果を検討する試験(第 1.3 版） 

小児総合診療科 

2111107 免疫抑制剤・生物学的製剤使用患者における新型コロナウイルスワクチンの免疫原

性に関する多施設共同研究 

小児総合診療科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/ced5ad07c008fe367a2872eaf796e1ee.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/968ac5c422e00c7bd90821db64470df3.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/968ac5c422e00c7bd90821db64470df3.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9234eb92a9066256b8a4fd52415e3cad.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9234eb92a9066256b8a4fd52415e3cad.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c355deeff40cd169afbc8758cb32dcb5-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c355deeff40cd169afbc8758cb32dcb5-1.pdf


2105021 先天性糖尿病のエクソーム解析 小児代謝・内分泌

内科 

2106040 小児期発症の胆汁うっ滞性肝疾患を対象とした多施設前向きレジストリ研究

【RADDAR-J[17]】 

小児代謝・内分泌

内科 

2112118 COVID19 流行前後の思春期早発症発症頻度の研究 小児代謝・内分泌

内科 

2201132 体質性発育遅延症の遺伝素因に関する研究（国際共同単群観察研究）第 2

版 

小児代謝・内分泌

内科 

1912106 新生児マススクリーニングにおけるシトリン欠損症の新たな指標の策定（第３版） 小児代謝・内分泌

内科 

2002140 体質性発育遅延児の思春期開始年齢に関する研究 小児代謝・内分泌

内科 

2111104 大規模データベースを用いた頭蓋骨縫合早期癒合症の日本における実態調査 小児脳神経外科 

2104001 免疫性神経疾患におけるバイオマーカーの探索と病態解明 小児脳神経内科 

2112124 炎症性サイトカイン・ケモカインおよび関連物質の網羅的分析による小児神経救急

疾患の病態解明 

小児脳神経内科 

2202150 本邦における腹腔鏡下膀胱内手術を含む膀胱尿管逆流に対する手術の実態調査 小児泌尿器科 

2201130 カテーテルアブレーション全国症例登録研究 [J-AB 2022] 小児不整脈科 

1402083 小児 B 前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第 II 相および第 III

相臨床試験(ALL-B12) 

小児血液腫瘍科 

1404013 小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法

についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検

討する多施設共同シームレス第Ⅱ-Ⅲ相臨床試験 AML-12  

小児血液腫瘍科 

2111106 Li-Fraumeni 症候群に対するがんサーベイランスプログラムの実行可能性と新規バ

イオマーカーを探索する多施設共同前方視的臨床試験 

小児血液腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/826fdda85492c9b0d91056d895023695.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/1aac088096fd7891e4353ef86552f331.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/716645c2d0b3a4e436f245cb1a30d151.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5a49f860f686f2a7621d20ffa33e9977.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4de079edc062506feb9672c69a54d584.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a5240603c3349fe14ef2d64782c49f2d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f7436bd2e825209349dee5dd6fef1785-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5bdb2ead787c65a60e337843c970888c-1.pdf


2112112 小児急性リンパ性白血病の異なるプロトコール間での QOL 比較研究：JACLS 修

正 ALL-02 vs. BFM-ALL oriented protocol（JACLS QoALL-20）Ver1.2 

小児血液腫瘍科 

2201131 小児・AYA・成人に発症した B 前駆細胞性または T 細胞性急性リンパ性白血病の

初回寛解導入療法および早期強化療法に関連した凝固障害に対する包括的凝固

線溶機能解析を用いた探索的研究（JPLSG-ThrombALL-B19＆T19） 

小児血液腫瘍科 

C2018-

019 

小児の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫に対する骨髄非破壊的前処置を用い

た同種造血幹細胞移植の有効性と安全性を評価する多施設共同非盲検無対照

試験(JPLSG-ALCL-RIC18)Ver3.0 

小児血液腫瘍科 

2203166 Fontan 術後の門脈血行動態に関しての研究 小児循環器内科 

1301096 神経型ゴーシェ病に対するアンブロキソールを用いたシャペロン療法(Ver.12) 小児神経内科 

1612090 大腿骨頭すべり症に関する多施設共同前向き観察研究（レジストリ研究） 

Ver2.02 

小児整形外科 

2112113 定位的頭蓋内脳波および内視鏡を用いたてんかん外科手術についての多施設共同

後方視的研究 

小児脳神経外科 

5373 小児がん患者の家族を対象とした新たなサポートシステムおよびケア方法の開発研究 診察受付３ 

5510 高度急性期病院で働く小児病棟の看護師が捉える、入院児の親の虐待を危惧す

る養育へのアセスメントの視点 

診察受付３ 

5614 せん妄ハイリスク患者に対するせん妄対策の実態と課題 診察受付 4 

2206026 新生児薬物療法開発のための血液検査基準範囲設定の研究-国際共同研究 

AMED 研究班「小児医薬品の早期実用化に資するレギュラトリーサイエンス研究」

分担研究 

新生児科 

2104010 大動脈弁形成術に対する全国アンケート調査(第１版) 心臓血管外科 

760 わが国の腎臓病患者における腎生検データベース構築ならびに腎臓病総合データベ

ース構築に関する研究 

腎臓高血圧内科 

1505017 常染色体優性多発性嚢胞腎患者に対するトルバプタン(サムスカ®)導入期と慢性

期における腎内レニン・アンジオテンシン系などに関する観察研究   (第 1 版） 

腎臓高血圧内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/74e906b5abc1f1159b22af555bfb2f27.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/74e906b5abc1f1159b22af555bfb2f27.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/0fe992ca3fb893577e3e1ac020b6a362.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/0fe992ca3fb893577e3e1ac020b6a362.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/0fe992ca3fb893577e3e1ac020b6a362.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/64dfdcf99413dfdd26d46cb0b742589a.pdf


1612084 2 型糖尿病患者の血圧の食塩感受性に対する選択的 sodium-glucose co-

transporter2(SGLT-2)阻害薬の効果（第 3 版） 

腎臓高血圧内科 

5597 A 病院における透析中に急変した患者の実態とその特徴に対する検証 すみれ 14 病棟 

5603 腎臓病教育入院患者への看護師の指導に対するアンケート調査 すみれ 14 病棟 

5605 腫瘍内科病棟における ACP に関する家族への看護援助への課題 すみれ 17 病棟 

5607 幼児後期患者のストーマ閉鎖術後の排泄行動自立へ向けた支援 すみれ 6 病棟 

5559 小児脳腫瘍で手術を受けた患児をもつ母親の経験する困難 

〜発病から病名告知までに焦点を当てて〜 

すみれ 7 階病棟 

5613 A 施設における新生児の痛みに関する意識調査 すみれ 7 病棟 

5581 新型コロナウイルス感染症流行下における妊婦のメンタルヘルスの実態調査と望まれ

る支援 

すみれ９ 

5616 ペリネイタルロスのケアを経験した新人期助産師の思い すみれ 9 病棟 

1704008 原発性骨腫瘍の臨床病理組織所見の検討 整形外科 

1803123 関節リウマチ患者の新規椎体骨折発生に対するゾレドロン酸とデノスマブの有用性の

検討 多施設共同非盲検ランダム化比較試験 （2 版） 

整形外科 

1901119 膝靱帯損傷患者に対する靱帯再建術後成績に関する研究（多施設共同研究）

（第 3 版） 

整形外科 

1909055 関節リウマチにおける生物学的製剤と JAK 阻害薬のサルコペニア抑制効果：

PRESENT 研究（第 3 版） 

整形外科 

1911096 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（第 1.2

版） 

整形外科 

2105023 人工膝関節置換術における術中軟部組織バランス評価法の信頼性 整形外科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/800f9a3f0806f8ffd3ee99830df757f1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/54ab6589084206a8858088f99bd8d916.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5082cb838665150b0568b9c0ce778da1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5082cb838665150b0568b9c0ce778da1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/79b14d20b78fe001b0f63994fa2105cd-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/79b14d20b78fe001b0f63994fa2105cd-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/1497b87610842b656b8a7b6cb9e86639.pdf


2106038 コロナ禍が及ぼす変形性関節症患者の外来受診状況への影響 整形外科 

2107047 関節リウマチ治療における分子標的薬の有効性や有害事象についての観察研究 整形外科 

2202142 側弯症装具装着患者における心理・QOL 評価に関する研究 整形外科 

2202149 日本における関節リウマチ患者の生物学的製剤効果不十分例に対するペフィシチニ

ブへの切り替え効果を調査する後ろ向きチャートレビュー研究(JASPER)第 2.0 版 

整形外科 

N0040 関節リウマチに対するセルトリズマブペゴル治療におけるメトトレキサート併用中止後の

治療効果持続性に関する研究：PRIMERA study(Ver.1.7.0) 

整形外科 

2204005 疾患活動性が安定した関節リウマチ患者におけるペフィシチニブ減量治療の有効性に

関する前向き無作為比較試験 JASPER-reduction Study  

総合診療科 

1803133 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊娠転帰および母児の長期予後に関する登録デ

ータベース構築による多施設前向き研究－妊娠糖尿病・妊娠転帰 

糖尿病内科 

1803134 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊娠転帰および母児の長期予後に関する登録デ

ータベース構築による多施設前向き研究－糖尿病および妊娠中の明らかな糖尿病

合併妊娠の妊娠転帰調査 

糖尿病内科 

1810073 糖尿病合併症の関連臨床因子における後ろ向き調査研究 糖尿病内科 

1811100 妊娠糖尿病の産後フォローアップの現状分析を目的とする後方視的観察研究 糖尿病内科 

2112111 前向き観察研究：MDI 療法を受けている日本人 2 型糖尿病患者の iGlarLixi へ

の治療切替が QOL に与える影響の検討 

糖尿病内科 

1706026 内分泌腫瘍における遺伝子異常の網羅的解析と診断・治療の分子標的の探索 内分泌内科 

1712082 免疫チェックポイント阻害薬による内分泌系の副作用発現およびその臨床像に関する

研究 (第 2 版） 

内分泌内科 

1811097 TRH 負荷試験における遊離型甲状腺ホルモンを用いた判定基準確立の試み 内分泌内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/b02fe7b32c98e60d26cd32857eb22fce.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/bded0780174e92c0d85ffce4e560ce1a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/698f3d794cc0455d34153eb61a88bb5c.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/96a22315547bef27a948d3694a4ff78b.pdf


2201135 破裂脳動静脈奇形に対する急性期の targeted embolization に関する後方視

的観察研究 

脳神経外科 

1710067 スモン（SMON）の疾患感受性遺伝子に関する研究 脳神経内科 

2105020 自己免疫性辺縁系脳炎の病態を反映したバイオマーカーの探索（第 5.2 版） 脳神経内科 

2109069 妊娠と抗てんかん薬に関する多施設共同前向き観察研究 脳神経内科 

W-22 パーキンソン病患者における L-ドパ/DCI 配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミ

ドの上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験(第 5.8 版) 

脳神経内科 

1802107 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業（Japan 

Neurosurgical Database：JND） 

脳神経外科 

1510077 JCOG1311：IVB 期および再発・増悪・残存子宮頸癌に対する Conventional 

Paclitaxel＋Carboplatin±Bevacizumab 併用療法 vs. Dose-dense 

Paclitaxel＋Carboplatin±Bevacizumab 併用療法のランダム化第 II/III 相

比較試験(Ver2.4.0) 

婦人科 

1901124 BRCA1/2 遺伝子変異保有者へのリスク低減両側卵巣卵管切除術（risk-

reducing salpingo-oophorectomy;RRSO） 

婦人科 

2017195 JCOG1412: リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リンパ節郭

清の治療的意義に関するランダム化第 III 相試験(Ver.2.0.0) 

婦人科 

2018206 JCOG1402:子宮頸癌術後再発高リスクに対する強度変調放射線治療

（IMRT）を用いた術後同時化学放射線療法の多施設共同非ランダム化検証的

試験(Ver.1.6.0) 

婦人科 

2110077 KCOG-G2101s:卵巣癌再発後の長期奏効例に関する多機関後方視的検討 婦人科 

特 18-18-

18-1 

子宮頸癌ⅠＢ期－ⅡＢ期根治手術例における術後放射線治療と術後化学療法

の第Ⅲ相ランダム比較試験（AFTER Trial）Ver.2.2 

婦人科 

2105025 術前の新型コロナウイルス肺炎除外目的の CT 画像検査の解析 放射線診断科 

2109063 食道癌に対して化学放射線療法を受けた患者の経過観察において腫瘍マーカー測

定の有用性を探索的に評価する統合解析（JCOG2106A） 

放射線腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/517f92f326be10b71420f27e64da567a-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/517f92f326be10b71420f27e64da567a-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/33799eda4f0cb630ba49591fb968d25b-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/33799eda4f0cb630ba49591fb968d25b-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/eca8aa891cfe69c3d72c5a8142bee9ca.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/bae637bf5ce84eecdea994181b48e5f6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dffdb45cfad1b45eaa66fc4e6c6f97a6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dffdb45cfad1b45eaa66fc4e6c6f97a6.pdf


2112117 小児における後方可逆性脳症症候群(PRES)の画像所見に関する後方視的検討 放射線診断科 

2204011 脊髄くも膜下麻酔下帝王切開術における低血圧の定義に関する検討 麻酔科 

2204012 高血圧合併患者の手術症例における術中個別血圧管理の有効性の検討 麻酔科 

2109067 がん薬物療法におけるトレーシングレポートの運用状況の実態調査 薬剤部 

2109072 ラムシルマブ投与後の蛋白尿発現に及ぼすベバシズマブ前治療の影響に関する多施

設共同研究 

薬剤部 

2111093 CDK4/6 阻害薬による重篤な有害事象発現のリスク因子解析および有害事象発

現と生存期間との関連の検討 

 

薬剤部 

2111099 オピオイド誘発性便秘症患者に対するナルデメジンの使用実態 薬剤部 

1605014 遺伝性パラガングリオーマ・褐色細胞腫症候群の遺伝子解析（第 2 版） 遺伝子診療部 

1211086 PTEN 過誤腫症候群の遺伝子診断 遺伝子診療部 

1301094 多発性内分泌腫瘍症候群 1 型（MEN1）の遺伝子診断 遺伝子診療部 

2010113 RNF213 遺伝子解析（Ver.1.0) 遺伝子診療部 

2101143 次世代シーケンサー（NGS）を用いた遺伝子パネル検査(Ver.1.0) 遺伝子診療部 

2004005 抗 SARS-CoV-2 抗体検出イムノクロマト法の開発(Ver.1.1) 感染症内科 

2005020 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）を対象とした、PCR 検査法と血清抗体

価の比較による疫学調査(Ver.1.0) 

感染症内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/caae52bef56d3f76295b48c34cbf10af.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/eba387a8e886e130cfa3c319d63730ca.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/b39aba237f8d49d889ffa927023e2d56.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/b39aba237f8d49d889ffa927023e2d56.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2f8175d4ee48f53df0460246f6c51b25.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2f8175d4ee48f53df0460246f6c51b25.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/851526ffef72107665af9471c33b9557.pdf


2006047 医療費助成制度が HIV 感染症患者の治療に与える影響についての研究

（Ver.2.0) 

感染症内科 

2006049 診断法・予防法の評価・検証等の基盤確立に関する研究 感染症内科 

2009096 血液腫瘍患者における中心ライン関連血流感染症(CLABSI)の発生率およびリスク

因子の後方視的検討（Ver.1.0） 

感染症内科 

2012141 環境における SARS-CoV-2 ウイルスの動態の検討(Ver.1.0) 感染症内科 

2101152 COVID-19 回復者血漿の採取と抗体価・活性に関する研究(第 4.0 版) 感染症内科 

2204007 PCR-based ORF typing と toxin 遺伝子検査を用いた 

Clostridioides difficile の分子疫学研究 

感染症内科 

2207041 抗 HIV 薬における長時間作用型注射剤に関するアンケート調査 感染症内科 

5359 小児ストーマ造設患者の成長過程におけるストーマ位置の変化 看護部診察受付 3 

5531 緩和ケアセンターにおける病状説明の同席依頼が増えない要因 

－医師へのインタビューを通して－ 

緩和ケアセンター 

5589 集中治療室における新型コロナウイルス重症感染症患者の家族のニーズ分析〜テキ

ストマイニングを用いて〜 

緩和ケアセンター 

5590 集中治療室入室で COVID-19 重症感染症患者への家族ケアを担った緩和ケアチ

ーム看護師の看護への思い〜GRACE プログラムを用いたインタビュー結果から〜 

緩和ケアセンター 

1905015 切除不能進行肝細胞癌に対する分子標的薬の効果・予後・有害事象に関する観

察研究(Ver1.0) 

肝臓内科 

2007061 新型コロナウイルス感染症における肝・胆・膵臓器障害の病態と予後に関する調査

(Ver.1.0) 

肝臓内科 

2007068 肝細胞癌の予後に関する研究 肝臓内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/3eca29cbae731c0075f57f0f17d90c95.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/3eca29cbae731c0075f57f0f17d90c95.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/7b7f32895e5e15e70735e02e834c4616.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a2a0c7bb7ec849674cc1375b3deadd10.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a2a0c7bb7ec849674cc1375b3deadd10.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/05dad3f4c60007d704bb7a9e5b7b2462.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/05dad3f4c60007d704bb7a9e5b7b2462.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/891ab23d63229aab708710a385b9a474.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/891ab23d63229aab708710a385b9a474.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a442d183ff76ec79a02fbdedde27750a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a442d183ff76ec79a02fbdedde27750a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/992535b2a47e2b3de8ba691c9c00c18b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/992535b2a47e2b3de8ba691c9c00c18b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/92de0ef4f1d3c792d533083bf0f66681.pdf


2105011 インターフェロンフリー治療後 C 型肝炎の予後に関する研究 肝臓内科 

2105013 切除不能肝細胞癌患者に対する Atezolizumab＋Bevacizumab 併用療法の

多施設共同前向き観察研究（第 1.1 版） 

肝臓内科 

2112110 免疫チェックポイント阻害薬投与時の肝機能障害に関する観察研究 肝臓内科 

1908047 膵切除における抗血栓薬服用歴が術後経過に及ぼす影響に関する研究〈第２

版） 

肝胆膵外科 

1910076 肝胆膵疾患に対する外科的手術症例における周術期および長期成績に影響を及

ぼす因子の後方視的検討(Ver.1.0） 

肝胆膵外科 

2002137 再肝切除術における過去手術時の癒着防止材使用が腹腔内癒着に及ぼす影響に

関する観察研究 

肝胆膵外科 

2005028 膵頭十二指腸切除後腹腔内出血に対するアンケート調査(Ver.1.0) 肝胆膵外科 

2103173 幽門側胃切除後の尾側膵切除の安全性に関する検討-国内多施設共同研究

（Ver.1.0) 

肝胆膵外科 

1207023 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(Ver.2.1.0) 救命救急センター 

2008086 本邦における COVID-19 感染患者治療の疫学的調査 救命救急センター 

2008087 熱中症患者の医学情報等に関する疫学調査（Heatstroke STUDY） 救命救急センター 

2011118 大阪における COVID-19 による重症呼吸不全治療の多施設後方視的疫学調査

（第 3 版） 

救命救急センター 

2012138 機械学習を用いた CT 画像による COVID 診療戦略アルゴリズムの構築(第 2 版) 救命救急センター 

2105014 新型コロナウイルス感染症の病態理解と治療法検討のための多施設共同研究 救命救急部 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/06b493a08a28c0385defbda719e4473e-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5be0eeb950522fb5cc53e0da99a6fbd5.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3baa52ee5de21c6a3426fe3db92e3c8e.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3baa52ee5de21c6a3426fe3db92e3c8e.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/157af977acbd62a29c3dbbed860a8fa6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/157af977acbd62a29c3dbbed860a8fa6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0867708d4f396a3fe6248ae11ad88846.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0867708d4f396a3fe6248ae11ad88846.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c287b332cd6e193b602b4199193deb58.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c46fab8ea199976b4b935dc618705167.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c46fab8ea199976b4b935dc618705167.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/cb62917c8f0fe4ea8728ea8b80f7e4f2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/743fcf2b518e8abb4288e3c6c689679d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/ca037379b93e517ec9a56a3e51af8b14.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0f62c9d243e4abcbc46c4fbff7ccd476-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0f62c9d243e4abcbc46c4fbff7ccd476-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6e19c9407ba1aff484189779e4fe2eda.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6e2a8ca64347b5280de18ada7f1ebdfd.pdf


682 日本形成外科学会疾患登録ｼｽﾃﾑ 形成外科 

751 唇裂における Reverse U 変法を用いた外鼻修正術の検討(第 3 版） 形成外科 

916 一般社団法人日本熱傷学会「熱傷入院患者レジストリー」への症例登録事業

（Ver2.0) 

形成外科 

1403092 先天性眼瞼下垂症に対する大腿筋膜移植術の術後経過の検討 形成外科 

1403096 頭蓋縫合早期癒合症に対する術前後の頭蓋内容積・頭蓋顔面の変化に関する研

究 

形成外科 

1806033 乳幼児における頭皮伸展量の研究 形成外科 

1909062 先天性巨大色素性母斑を対象とする自家培養表皮移植後の長期経過観察研究 形成外科 

2108058 小児の虹彩横径を計測の参照に用いることの妥当性に関する研究 形成外科 

2205014 前頭縫合早期癒合症の頭蓋形態学的特徴の検討 形成外科 

987 研究参加施設に新たに発生する全ての成人 ALL 症例を対象とした５年生存率に

関する前向き臨床観察研究(Ver.2.3) 

血液内科 

1404004 小児および若年成人における T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同

第 II 相臨床試験(JPLSG ALL-T11/JALSG T-ALL-211-U) 

血液内科 

1404005 急性前骨髄球性白血病に対する亜ヒ酸、GO を用いた寛解後治療 第Ⅱ相臨床

試験 JALSG APL212(第 6.1 版) 

血液内科 

1404030 成人 Burkitt 白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験

（JALSG Burkitt-ALL213） Ver4.4 

血液内科 

1804010 新たに診断された濾胞性リンパ腫患者に関する多施設前方視的観察研究(第 1.6

版) 

血液内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/dd597da5a6d774b43ab1c2e7d2891f30.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/42bb25bf5ef2013f48b2b22163c269b6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/590084450160aa321d45e06107691704.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/590084450160aa321d45e06107691704.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/dee15edd082b8dbfae53647f8c1faad3.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/71281bd5b2bef523cd945b3b0ea76ccf.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/71281bd5b2bef523cd945b3b0ea76ccf.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/253c9701cfd3bb397d88da9e20ce1a83.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/cedfdb4ba56a298288c451e69694b962.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/310bcaa0854d092c22c5d72d2aa25f9d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6e453d55da80b687c2ab9ad20c20280c.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6e453d55da80b687c2ab9ad20c20280c.pdf


1812108 血液悪性腫瘍における新規治療標的抗原の同定 血液内科 

1812109 高齢者古典的ホジキンリンパ腫の臨床病理学的特徴と治療に関する多施設共同

後方視的観察研究 

HORIZON study (Hodgkin lymphoma: Retrospectively analized 

outcomes in elderly patients)(Ver.2.0) 

血液内科 

1906031 EB ウイルス関連疾患におけるウイルス感染細胞の定量・同定に関する研究(第 7

版） 

血液内科 

1909063 急性骨髄性白血病の疾患分類ごとの WT1-mRNA 値の評価、および治療経過に

おける推移の解析(第 2 版） 

血液内科 

1912104 悪性リンパ腫疑い不明熱患者の診断におけるリキッドバイオプシーの有用性を検討す

るための研究（Ver.1.02) 

血液内科 

2004009 JALSG CS-17 研究付随研究、急性骨髄性白血病を対象としたクリニカルシーケン

スの実行可能性に関する研究（第 4 版） 

血液内科 

2005023 成人フィラデルフィア染色体陰性 precursor B 細胞性 

急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG 

Ph(-)B-ALL213）登録症例を対象とした観察研究(1.1 版） 

血液内科 

2006055 低リスク骨髄異形成症候群における疫学調査（多施設共同後方視的研究）

(Ver.1.0) 

血液内科 

2012137 「TKI が使用された JALSG Ph+ALL 臨床試験と TRUMP データの統合による予

後因子解析」-JALSG Ph+ALL TKI-SCT study-(Ver.3.0) 

血液内科 

2203156 慢性骨髄性白血病患者におけるチロシンキナーゼ阻害薬中止後の無治療寛解維

持に関与する KIR/HLA 遺伝子多型の検討：多施設共同観察研究 

血液内科 

646 胸部薄切ＣＴ所見に基づく肺野型早期肺癌に対する縮小切除の検証的非ランダ

ム化試験（JCOG0804／WJOG4507L） 

呼吸器外科 

1310044 胸部薄切ＣＴ所見に基づくすりガラス影優位のｃT1NO 肺癌に対する区域切除の

非ランダム化検証的試験（JCOG1211 Ver1.2） 

呼吸器外科 

1802111 特発性肺線維症（IPF）合併非小細胞肺癌に対する周術期ピルフェニドン療法の

術後急性増悪抑制効果に関する第Ⅲ相試験(Ver1.02) 

呼吸器外科 

1810077 JCOG1708：特発性肺線維症合併臨床病期 I 期非小細胞肺癌に対する肺縮

小手術に関するランダム化比較第 III 相試験 Ver.1.2.0 

呼吸器外科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/947c80b33521fc8f7d3c50dcb4443968-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/947c80b33521fc8f7d3c50dcb4443968-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/947c80b33521fc8f7d3c50dcb4443968-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/947c80b33521fc8f7d3c50dcb4443968-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6f2d46eb285d58ae5787b8bbf00ed24b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6f2d46eb285d58ae5787b8bbf00ed24b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6f2d46eb285d58ae5787b8bbf00ed24b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ea8abbcb82c59fa335a3f4ab2503781c.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ea8abbcb82c59fa335a3f4ab2503781c.pdf


1905017 JCOG1710A: 高齢者肺癌手術例に対する ADL の転帰を評価する前向き観察

研究(Ver1.0) 

呼吸器外科 

1907039 気管気管支狭窄・瘻孔に対する気道拡張術/ステント留置術施行症例における周

術期合併症および長期予後への影響の検討 

呼吸器外科 

2001120 切除可能非小細胞肺癌 II-IIIA 期における血漿検体を用いた可溶性免疫因子の

バイオマーカー研究(WJOG12319LTR)(Ver.1.00) 

呼吸器外科 

2004012 JCOG1909 肺葉切除高リスク臨床病期 IA 期非小細胞肺癌に対する区域切除

と楔状切除の ランダム化比較試験（Ver.1.0.0) 

呼吸器外科 

2006057 JCOG1906: 胸部薄切 CT 所見に基づく早期肺癌に対する経過観察の単群検証

的試験（Ver.1.1.0) 

呼吸器外科 

2016446 JCOG1413：臨床病期 I/II 期非小細胞肺癌に対する選択的リンパ節郭清の治

療的意義に関するランダム化比較試験(第 1.2 版) 

呼吸器外科 

2101154 がん幹細胞系マーカー及び Tumor mutation burden と術後再発の関連性を評

価する後ろ向き観察研究 (WJOG12219LTR)(Ver.1.1) 

呼吸器外科 

2101155 J C OG1916 病理学的 N2 非小細胞肺癌に対する術後放射線治療に関するラ

ンダム化比較第 III 相試験（Ver.1.0.0) 

呼吸器外科 

2202143 WJOG6410LTR 非小細胞肺癌完全切除後 II-III 期の EGFR 変異陽性例 に

対するシスプラチン+ビノレルビン併用療法を対照とした ゲフィチニブの術後補助化学

療法のランダム比較第 III 相試験 (WJOG6410L/IMPACT)における付随バイオ

マーカー研究 （Ver1.2) 

呼吸器外科 

2206025 JCOG1807C：「肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後デュル

バルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用した集学的治療に関する非ランダム化

試験」の附随研究 

肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後デュルバルマブもしくは デ

ュルバルマブ維持療法を併用した集学的治療におけるバイオマーカー探索的研究 

(JCOG1807CA1) ver.1.1 

呼吸器外科 

2207039 JCOG0707A1：「病理病期 I 期(T1>2 cm)非小細胞肺癌完全切除例に対

する術後化学療法の臨床第 III 相試験」の附随研究  早期肺癌切除後の長期

的転帰に関する観察研究 ver.1.0.0  

呼吸器外科 

K2019002 JCOG1807C：肺尖部胸壁浸潤癌に対する化学放射線療法後の術前後デュルバ

ルマブもしくはデュルバルマブ維持療法を併用した集学的治療に関する単群検証的

試験(ver.1.5.0)    

呼吸器外科 

1910075 複数生物学的製剤使用環境下における重症喘息前向きコホート研究 – 

PROSPECT 研究(Ver.6.0) 

呼吸器内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a947679f4e1091e3a15615d26e39f40c-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a947679f4e1091e3a15615d26e39f40c-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/7335ff549000db4014bc290f955519e0.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/7335ff549000db4014bc290f955519e0.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2e29fce98faeff7986c5c3729e5dc71e.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2e29fce98faeff7986c5c3729e5dc71e.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/3dedfcb8fddcbdb5a44be71fefe6dc18.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/3dedfcb8fddcbdb5a44be71fefe6dc18.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/3dedfcb8fddcbdb5a44be71fefe6dc18.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/3dedfcb8fddcbdb5a44be71fefe6dc18.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/04dbf702b3b88f8c00a889deec754ff1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/04dbf702b3b88f8c00a889deec754ff1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/04dbf702b3b88f8c00a889deec754ff1.pdf


2007071 気管支喘息・COPD 増悪前後のインチェックを用いた吸入流速の検討 呼吸器内科 

2005014 日本産科婦人科学会周産期委員会 

周産期登録事業及び登録情報に基づく研究(Ver.3.0) 

産科 

2206033 妊娠初期の血圧が妊娠転帰に及ぼす影響の検討 産科 

2105027 当院出生前遺伝カウンセリング外来における新型コロナ感染期の来談動向について 産科兼遺伝子診療

部 

2102157 FDG-PET と甲状腺癌の予後の検討 耳鼻咽喉科 

943 完全切除非扁平上皮非小細胞肺癌に対するﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ併用療法とﾋﾞ

ﾉﾚﾙﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ併用療法のランダム化比較第Ⅲ相試験 

腫瘍内科 

1302113 JCOG1205/1206：高悪性度神経内分泌肺癌完全切除例に対するイリノテカン

+シスプラチン療法とエトポシド+シスプラチン療法のランダム化比較試験

（Ver2.5.0） 

腫瘍内科 

1604003 WJOG8415L（J-PLEURA）がん性胸膜炎に対する胸膜癒着療法のランダム化

比較第 3 相試験：滅菌調整タルク vs.OK-432（Ver.3.00） 

腫瘍内科 

1611080 脳転移（放射線未治療）のある非小細胞肺癌に対するオシメルチニブの第Ⅱ相試

験 

腫瘍内科 

1703126 Ramucirumab 抵抗性進行胃癌に対する ramucirumab＋Irinotecan 併用

療法のインターグループランダム化第 III 相試験（RINDBeRG 試験）Ver.4.1 

腫瘍内科 

1706022 WJOG9216G:切除不能進行・再発大腸がん初回化学療法例に対する

FOLFIRI+ramucirumab 療法と FOLFOXIRI+ramucirumab 療法のランダム

化第 II 相試験  

腫瘍内科 

1802105 オシメルチニブ無効後の進行 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者に対する

アファチニブ+ベバシズマブ併用療法の多施設共同単群第 II 相試験(ABCD-

study)(Ver.4.1） 

腫瘍内科 

1803122 JCOG バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク (Ver2.1) 腫瘍内科 

1805013 PD-L1 陰性または弱陽性の既治療進行非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブとド

セタキセル・ラムシルマブ併用療法のランダ化比較第 III 相試験

(EMERALDstudy)(WJOG 10317L)  

腫瘍内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/b4e5a511439a5a3b619c69af85255ffb.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/1e6ef026156d9f50314bca52ea1fe434.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/1e6ef026156d9f50314bca52ea1fe434.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9cf2029fd1c1dc841044028c5b8d2203.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/721270a1d91de705db82428c73e4995f.pdf


1810069 PD-L1 高発現非扁平上皮非小細胞肺癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブのバ

イオマーカー研究(WJOG10718LTR) Ver.1.20 

腫瘍内科 

1811091 血漿中 cell free DNA を用いて血漿中 EGFR T790M 遺伝子変異が確認された

EGFR-TKI 既治療非小細胞肺癌患者に対するオシメルチニブ治療の観察研究

（WJOG8815LFS） Ver.1.10 

腫瘍内科 

1909071 WJOG11218LTR「進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対するカルボプラチン+ペメト

レキセド+アテゾリズマブ療法とカルボプラチン+ペメトレキセド+アテゾリズマブ+ベバシ

ズマブ療法の多施設共同オープンラベル無作為化第 III 相比較試験医師主導治

験 (WJOG11218L/APPLE 試験)」におけるバイオマーカー研究（APPLE バイオ

マーカー研究）(Ver.1.00)  

腫瘍内科 

1911086 血漿中 DNA によるロルラチニブの効果予測に関する研究(第 1.0 版） 腫瘍内科 

2009091 非小細胞肺癌における薬物治療耐性後の個別化医療の確立を目指した、遺伝子

スクリーニングとモニタリングのための多施設共同前向き観察研究（LC-SCRUM-

TRY）Ver2.0 

腫瘍内科 

2017311 JCOG1408: 臨床病期 IA 期非小細胞肺癌もしくは臨床的に原発性肺癌と診断

された 3cm 以下の孤立性肺腫瘍（手術不能例・手術拒否例）に対する体幹部

定位放射線治療のランダム化比較試験 

腫瘍内科 

2019148 JCOG1701A1：PD-1 経路阻害薬の休薬に関する血液検体による効果予測因

子および予後因子に関する探索的研究(Ver.1.0) 

腫瘍内科 

2103166 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメルチニブへの逐

次投与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究（Gio-Tag Japan） 

における附随研究 Ver2.1 

腫瘍内科 

2103167 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌におけるアファチニブからオシメルチニブへの逐

次投与の有効性を評価する多施設共同前向き観察研究(Gio-Tag Japan)におけ

る Cell free DNA を用いたバイオマーカー探索研究 

腫瘍内科 

2105022 日本人 EGFR 遺伝子変異陽性の進行肺腺癌患者を対象とした一次治療としての

アファチニブ（ジオトリフ®）投与及び後続治療に関するリアルワールド研究（J-

REGISTER）1.0 版 

腫瘍内科 

2107049 RET 融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するセルペルカチニブのバイオマーカー探

索研究 

「血漿遊離 DNA から RET 融合遺伝子が検出された進行非小細胞肺がんに対す

るセルペルカチニブの多施設共同第 II 相臨床試験」の付随研究（第 1.0 版） 

腫瘍内科 

2107050 ROS1 融合遺伝子陽性非小細胞肺がんに対するエヌトレクチニブのバイオマーカー探

索研究 

「血漿遊離 DNA から ROS1 融合遺伝子が検出された進行または再発非小細胞

肺がんに対するエヌトレクチニブの多施設共同第 II 相臨床試験」の付随研究（第

1.6 版） 

腫瘍内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/824da8d3a6c2504e5bd62bf5d548bded.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/824da8d3a6c2504e5bd62bf5d548bded.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/824da8d3a6c2504e5bd62bf5d548bded.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ab2ba91cafd59b5d086864bb57cb3b8b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ab2ba91cafd59b5d086864bb57cb3b8b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ab2ba91cafd59b5d086864bb57cb3b8b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a1533cdf2c2c03483f62921ab98bfd01.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a1533cdf2c2c03483f62921ab98bfd01.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a1533cdf2c2c03483f62921ab98bfd01.pdf


2109070 JCOG2002: 進展型小細胞肺癌に対する胸部放射線治療の追加を検討するラン

ダム化第 III 相試験(ver.1.1.0) 

腫瘍内科 

2111094 ALK 遺伝子転座陽性非扁平上皮非小細胞肺癌に対する、初回治療としての

Brigatinib + Carboplatin + Pemetrexed と Brigatinib の非盲検化ランダム

化第 II 相試験(WJOG14720L) 

腫瘍内科 

2112115 脳転移を有する未治療 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者に対するエル

ロチニブ又はオシメルチニブとラムシルマブ併用療法における治療耐性関連遺伝子探

索の前向き観察研究－医師主導治験(治験実施計画書 No. I4T-JE-O029)付

随研究－Ver.1.0 

腫瘍内科 

2208048 SCRUM-Japan 疾患レジストリを活用した新薬承認審査時の治験対照群データ作

成のための前向き多施設共同研究(第 3.3 版) 

腫瘍内科 

21-C02 未治療脳転移を有する進展型小細胞肺癌を対象とした 

プラチナ製剤+エトポシド+デュルバルマブ(MEDI4736)併用療法の第 II 相試験

(LOGIK2001) 

腫瘍内科 

C2019-

007 

PD-L1 発現 50%未満高齢者非扁平上皮非小細胞肺がんに対するペムブロリズマ

ブ＋ペメトレキセド療法の第 2 相試験:CJLSG1901(NMC-CJLSG1901) 

腫瘍内科 

H301034 高度腹水を伴うまたは経口摂取不能の腹膜転移を 

有する胃癌に対する mFOLFOX6 療法の第 II 相試験 

（WJOG 10517G）Ver2.20 

腫瘍内科 

N2018000

1-3 

WJOG10617G フッ化ピリミジン系薬剤を含む一次治療に不応・不耐となった腹膜

播種を有する切除不能の進行・再発胃/食道胃接合部腺癌に対する weekly 

PTX＋ramucirumab 療法と weekly nab-PTX＋ramucirumab 療法のランダ

ム化第Ⅱ相試験(P-SELECT 試験)Ver.1.40 

腫瘍内科 

NHO-

CRB(HQ) 

PD-L1 発現 50%以上の非扁平上皮非小細胞肺がんに対するペムブロリズマブ単

剤とペムブロリズマブ＋カルボプラチン＋ペメトレキセド併用療法のランダム化第 3 相

試験(v1.3) 

腫瘍内科 

R011078 WJOG11018G オキサリプラチン、フルオロピリミジン、ベバシズマブおよび

trifluridine/tipiracil に不応不耐となった切除不能大腸がんに対する

FOLFIRI+ziv-aflibercept 療法の第Ⅱ相試験(Ver.2.00) 

腫瘍内科 

SP18004 Sensitizing EGFR uncommon mutation 陽性未治療非扁平上皮非小細胞

肺癌に対する Afatinib と Chemotherapy を比較する第 III 相試験(Ver.1.5) 

腫瘍内科 

W-38 免疫チェックポイント阻害剤とプラチナを含む化学療法の併用療法による初回治療が

無効もしくは治療後に再燃した切除不能な進行・再発の肺扁平上皮癌患者を対象

としたシスプラチン、ゲムシタビン、ネシツムマブの３剤併用療法の多施設共同第 II

相試験(Ver.3.00) 

腫瘍内科 

特 20-1-

20-1 

Oligometastasis を伴う IV 期非小細胞肺癌に対する Pembrolizumab を含む

集学的治療の第 II 相試験(TRAP OLIGO study)(WJOG11118L) 

腫瘍内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/35b8bf1bc5a717ea1f2db24ec7f0a4b2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/35b8bf1bc5a717ea1f2db24ec7f0a4b2.pdf


1806028 ｢原発不明癌に対する Nivolumab(ONO-4538)の有効性を検討する第 II 相試

験｣における附随研究（Ver.1.3) 

腫瘍内科 

1910079 進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カルボプラチン/エトポシド/アテゾリズマブ

併用療法の実地診療における有効性、安全性を検討する多施設前向き観察研究

(Ver1.0) 

腫瘍内科 

2003147 進展型小細胞肺癌患者に対する初回治療カルボプラチン/エトポシド/アテゾリズマブ

併用療法の実地診療における有効性、安全性を検討する多施設前向き観察研究

に付随するバイオマーカー研究(Ver1.1) 

腫瘍内科 

2004003 ROS1 融合遺伝子陽性固形がんに対するブリガチニブのバイオマーカー探索研究 

「ROS1 融合遺伝子変異陽性の進行固形がんを対象とした ブリガチニブのバスケッ

ト試験」の附随研究（Ver.1.6) 

腫瘍内科 

2005024 EGFR 遺伝子変異陽性非小細胞肺癌に対する初回治療 Osimertinib の多施

設実態調査（Ver.3.0) 

腫瘍内科 

2006035 免疫チェックポイント阻害剤投与前後の各種自己抗体と免疫関連有害事象発現や

治療効果との関連に関する前向き観察研究(Ver.3.0) 

腫瘍内科 

2006053 局所進行非小細胞肺癌に対する化学放射線療法を受けた患者の後ろ向き研究

(第 3 版) 

腫瘍内科 

2110090 前治療歴を有する vulnerable 大腸がんに対するトリフルリジン・チピラシル塩酸塩

（FTD/TPI）＋ベバシズマブ（BEV）の有効性と安全性を探索する後方視的観

察研究（WJOG14520G）ver.2.10 

腫瘍内科 

2203164 鎖骨上窩・内胸リンパ節転移のある cStageⅢC 乳癌における術前化学療法の反

応性と予後の検討 

腫瘍内科 

20-C11 腎機能低下進行非扁平上皮非小細胞肺癌を対象としたカルボプラチン+nab-パク

リタキセル+アテゾリズマブ併用療法の第 II 相試験 

腫瘍内科 

K2020005 JCOG2007: ドライバー遺伝子陰性・不明の未治療進行非小細胞肺癌に対する

プラチナ製剤併用化学療法＋ペムブロリズマブとプラチナ製剤併用化学療法＋ニボル

マブ＋イピリムマブのランダム化比較第 III 相試験(Ver.1.2.0) 

腫瘍内科 

T2020007 WJOG14220B アベマシクリブ投与後の HR 陽性 HER2 陰性転移再発乳癌に対

するアベマシクリブの re-challenge 試験/ctDNA の継時的評価による薬剤耐性メ

カニズムの評価(Ver.3.00) 

腫瘍内科 

2006038 患者情報システムを用いた集中治療部の機能評価(Ver.4.0) 集中治療部 

2002136 リード抜去症例の実態調査 Japan Lead extraction registry （J-LEX レジス

トリ）(Ver.4.0) 

循環器内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/83d31609656d320f182aeeb2fae48691.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/83d31609656d320f182aeeb2fae48691.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/83d31609656d320f182aeeb2fae48691.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/22bf645171ed49e4ccd627936a55fd97-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/22bf645171ed49e4ccd627936a55fd97-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4ab1f983ba46e6cdc99e11f39c310722.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4ab1f983ba46e6cdc99e11f39c310722.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/b7e14ed92be128c21c6aeb0fbe7ce43f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/b7e14ed92be128c21c6aeb0fbe7ce43f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/b7e14ed92be128c21c6aeb0fbe7ce43f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/74ca37c11041bdd9be2c5682be0e3e1c-2.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/74ca37c11041bdd9be2c5682be0e3e1c-2.pdf


2007069 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 

2008074 心不全患者においてプロバイオティクス食品の摂取を勧める栄養指導が与える腸内フ

ローラの変化と心不全再入院率の関連を検討する探索的研究（非盲検・介入・ラ

ンダム化・並行群間比較試験）（Ver.2.3) 

循環器内科 

2008085 経皮的左心耳閉鎖システムを用いた非弁膜症性心房細動患者の塞栓予防の有

効性と安全性に関する多施設レジストリー研究―J-LAAO―（Ver.1.0.2) 

循環器内科 

OCU0017 慢性閉塞性肺疾患を有する慢性心不全患者における LAMA/LABA 投与による心

不全改善効果の検討に関する探索的臨床試験(第 5.4.0 版) 

循環器内科 

1609055 小児上衣腫に対する術後腫瘍残存程度と組織型によるリスク分類を用いた集学的

治療第Ⅱ相試験(Ver3.3) 

小児脳神経外科 

2208046 QT 延長症候群の突然死予防に関する多施設登録研究 LQTS registry in 

Japan 

小児不整脈科 

2012131 小児固形腫瘍の初代培養方法の確立と臨床応用に向けた開発研究 小児外科 

2110087 小児肝腫瘍に対する ICG ナビゲーションによる手術法の有効性を検証するための後

方的臨床研究 

小児外科 

2111105 葛西術前画像を使用した胆道閉鎖症の早期診断の試み：選択的左外側区域の

腫大 

小児外科 

2112123 小児外科希少疾患に対する後方視的観察研究 小児外科 

2206028 胆道閉鎖症全国登録事業 -胆道閉鎖症の年次登録と予後追跡調査による疫学

研究-(第 1 版) 

小児外科 

2002129 小児頭蓋内出血における病態解明(Ver.1.0) 小児救急科 

2002131 次世代シーケンサーを用いた重症新生児単純ヘルペスウイルス感染症の遺伝的素

因の探索（第 3 版） 

小児救急科 

302 小児リンパ芽球型リンパ腫ｓｔａｇｅⅠ／Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨

床試験(LLB-NHL03)(Ver.6.1) 

小児血液腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/486d0cb8be6f437d98724a45df1e50a4.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/486d0cb8be6f437d98724a45df1e50a4.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/a2d11b69e4677daade5f927c6cba65d9.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/a2d11b69e4677daade5f927c6cba65d9.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/58a177154d451281371a91279427a800.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/58a177154d451281371a91279427a800.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/177cb903df0f01cae83c1ab5e9fa6fe0-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/177cb903df0f01cae83c1ab5e9fa6fe0-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/c5c8b1bc03934a6a43ccdb3047d5f83e-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/572918b03d4b7e21b155c6e37313ee9f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/572918b03d4b7e21b155c6e37313ee9f.pdf


837 日本小児がん研究グループ血液腫瘍分科会(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾

患を対象とした前方視的研究（JPLSG-CHM-14） Ver4 

小児血液腫瘍科 

1412114 小児および AYA 世代の血液疾患（腫瘍性および非腫瘍性）・固形腫瘍の臨床

資料の保存（バイオバンク）と研究利用に関する計画  (1.0 版) 

小児血液腫瘍科 

1504003 再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫 StageⅢ/Ⅳに対する DexICE 治療の有

効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相臨床試験(ALB-R13) 

小児血液腫瘍科 

1510073 「小児固形腫瘍観察研究」における中央診断、臨床的データ集積と検体保存 小児血液腫瘍科 

1510079 標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目

的とした多施設共同試験（ALB-NHL-14）(Ver.4.3) 

小児血液腫瘍科 

1601116 小児ホジキンリンパ腫に対する FDG-PET 検査による初期治療反応性判定を用い

た治療法の効果を確認する第 II 相試験（HL-14）（Ver.3.1） 

小児血液腫瘍科 

1605015 小児高リスク成熟 B 細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加 LMB 化学療法の安全

性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験（B-NHL-14）

（Ver.4.0） 

小児血液腫瘍科 

1612096 横紋筋肉腫低リスク A 群患者に対する VAC1.2（ビンクリスチン、アクチノマイシン

D、シクロホスファミド 1.2 g/m2）/ VA 療法の有効性及び安全性の評価 第Ⅱ相

臨床試験(第 2.40 版） 

小児血液腫瘍科 

1612097 横紋筋肉腫低リスク B 群患者に対する VAC1.2（ビンクリスチン、アクチノマイシン

D、シクロホスファミド 1.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効

性及び安全性の評価の第 II 相臨床試験(第 2.5 版） 

小児血液腫瘍科 

1706024 小児腫瘍性疾患の遺伝子診断結果に基づく Cancer predisposition 

syndrome の診断 

小児血液腫瘍科 

1707030 横紋筋肉腫高リスク群患者に対する VI（ビンクリスチン、イリノテカン）/VPC（ビン

クリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド）/IE(イホスファミド、エトポシド)/VAC（ビ

ンクリスチン、アクチノマイシン D、シクロホスファミド）療法の有効性及び安全性の評

価 第 II 相臨床試験 (第 1.50 版） 

小児血液腫瘍科 

1710068 横紋筋肉腫中間リスク群患者に対する VAC2.2（ビンクリスチン、アクチノマイシン

D、シクロホスファミド 2.2 g/m2 ）/ VI（ビンクリスチン、イリノテカン）療法の有効

性及び安全性の評価  第 II 相臨床試験（第 1.5 版） 

小児血液腫瘍科 

1710069 第 1・第 2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラビン・メ

ルファラン・低線量全身照射による前処置を用いた同種移植の安全性・有効性につ

いての臨床試験（AML-SCT15）（第 3.0 版） 

小児血液腫瘍科 

1712081 脳腫瘍の発生・進展に関与する遺伝子変異・多型・発現様式に関する研究、およ

び病理診断のための分子遺伝学的解析 (第 4 版） 

小児血液腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4c20d3cb19ec49633fec1b85fcc253b5.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4c20d3cb19ec49633fec1b85fcc253b5.pdf


1804011 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 (第 7 版) 小児血液腫瘍科 

1804011 造血細胞移植および細胞治療の全国調査 (第 9 版、生医倫第 1 版) 小児血液腫瘍科 

1904008 高リスク神経芽腫の再発・再増大における微小残存病変（MRD）の動態を検討

する多施設共同観察研究（Ver1.3) 

小児血液腫瘍科 

1907036 小児急性骨髄性白血病難治例の前方視的観察研究（AML-R15）第 2 版 小児血液腫瘍科 

1908051 がん対策の進捗管理のための患者体験調査（小児版）(第 3 版） 小児血液腫瘍科 

1912109 小児血液腫瘍性疾患を対象とした二次がん発症に関するケースコントロール研究

（第 2 版） 

小児血液腫瘍科 

2001119 小児悪性腫瘍患者の臨床検体を用いた遺伝子プロファイリング・免疫応答解析研

究(Ver.1.1) 

小児血液腫瘍科 

2008081 小児脳腫瘍長期フォローアップ研究(Ver.3.0) 小児血液腫瘍科 

2009105 血液凝固異常症全国調査 小児血液腫瘍科 

2103172 20 歳未満に発症する血液疾患と小児がんに関する疫学研究（第 4 版） 小児血液腫瘍科 

2108055 小児がん治療後の妊孕性温存のための卵巣組織凍結保存と保存後の長期フォロー

アップ 

小児血液腫瘍科 

2111092 小児・AYA 世代の限局期成熟 B 細胞性リンパ腫に対するリツキシマブ併用化学療

法の有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験(JPLSG-B-NHL-

20)Ver.2.0 

小児血液腫瘍科 

2203162 「小児固形腫瘍観察研究」における中央診断、臨床的データ集積と検体保存(第

4.1 版） 

小児血液腫瘍科 

2204010 小児・成人悪性腫瘍がん幹細胞の同定に関する研究 小児血液腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/454182156466336b1d6b4db32f7e4242.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/20d03c7266e51bd7ab5edc7ad38aa848.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/20d03c7266e51bd7ab5edc7ad38aa848.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/5fef8d4a7f83b9e1c14c8fe44a256ea3.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3a8878295716ab92e14694399f436602.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/9493c84b698763bf8cb935fe61bf33ff.pdf


2207040 JCCG CNSGCT2021:初発中枢神経原発胚細胞腫瘍に対する化学療法併用

放射線治療に関するランダム化比較試験 Ver.1.0.2 

小児血液腫瘍科 

2208054 近畿ブロックにおける小児がんの患者家族のニーズに関する調査研究(第 2.0 版) 小児血液腫瘍科 

C2018-

012 

一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する化学療法による標準治療法の確立を目

指した第 2 相臨床試験(JPLSG-TAM-18)Ver.2.0 

小児血液腫瘍科 

C2018-

012 

一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する化学療法による標準治療法の確立を目

指した第 2 相臨床試験(JPLSG-TAM-18)Ver.3.0 

小児血液腫瘍科 

C2018-

014 

MLL 遺伝子再構成陽性乳児急性リンパ性白血病に対するクロファラビン併用化学

療法の有効性と安全性の検討をする多施設共同第 II 相試験および MLL 遺伝子

再構成陰性乳児急性リンパ性白血病に対する探索的研究(JPLSG-MLL-

17)Ver4.1 

小児血液腫瘍科 

C2018-

016 

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対する層別化治療の多施設共

同第 II 相試験(JPLSG-AML-D16)Ver4.0 

小児血液腫瘍科 

C2018-

018 

初発小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)に対するダサ

チニブ併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験(JPLSG-ALL-Ph18)(Ver.5.1) 

小児血液腫瘍科 

C2020-

012 

小児・AYA・成人に発症した B 前駆細胞型急性リンパ性白血病に対する多剤併用

化学療法の多施設共同第Ⅲ相臨床試験(JPLSG-ALL-B19)Ver1.1 

小児血液腫瘍科 

C2020-

013 

小児、AYA 世代および成人 T 細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同後

期第Ⅱ相臨床試験(JPLSG-ALL-T19)Ver2.0 

小児血液腫瘍科 

C2020-

015 

若年性骨髄単球性白血病に対するアザシチジン療法の多施設共同非盲検無対照

試験(JPLSG-JMML-20)(Ver.1.1) 

小児血液腫瘍科 

G1227 難治性小児・若年成人世代肝腫瘍の原因遺伝子解析（Ver.1.0) 小児血液腫瘍科 

N2018000

8-1 

国際共同多施設での胚細胞腫瘍低リスク患者に対する積極的サーベイランス第 3

相試験並びに標準リスクの小児及び成人患者に対するカルボプラチンとシスプラチンの

ランダム化比較試験;AGCT1531 

小児血液腫瘍科 

OCU0021 小児髄芽腫に対し新規リスク分類を導入したチオテパ／メルファラン大量化学療法

併用放射線減量治療の有効性と安全性を検討する第 II 相試験 

小児血液腫瘍科 

OCU0027 非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍に対して強化髄注短期決戦型化学療法とチオテパ

／メルファラン大量化学療法後に遅延放射線治療を行う集学的治療レジメンの安

全性と有効性を検討する第 II 相試験 

小児血液腫瘍科 



1908042 先天性および小児期心疾患症例に対する心臓カテーテル検査・治療に関する後方

視的観察研究（第 2 版) 

小児循環器内科 

2005025 新生児頭蓋内動静脈短絡疾患の循環管理と脳血管内治療の適応指標の確立を

目指した単施設後向き研究 

小児循環器内科 

2006037 フォンタン術後患者の代謝内分泌疾患合併に関する後方視的観察研究 小児循環器内科 

2012134 胎児期左室低形成例の転帰予測因子について（Ver.1.0) 小児循環器内科 

2012135 先天性心疾患及び関連疾患の胎児診断例における出生後経過に関する後方視

的観察研究（Ver.1.0) 

小児循環器内科 

2012136 心臓 MR、CT および心臓超音波検査などによる画像診断と、臨床経過の相関につ

いての研究（Ver.1.0) 

小児循環器内科 

2012142 Fontan 手術後の小腸病変検索における小腸カプセル内視鏡検査の有用性の探

索(Ver.1.0) 

小児循環器内科 

2102158 Fontan 術後の肝線維化を予測する新規バイオマーカーの探索(Ver.2.0) 小児循環器内科 

2105024 病理学的探索を基盤とした小児期発症肺高血圧症の病態解明 小児循環器内科 

1902139 先天性および小児期心疾患症例に対する外科的治療に関する後方視的観察研

究(Ver.4.0) 

小児心臓血管外科 

1411105 小児神経疾患におけるプテリジン分析測定の有用性  第１版 小児神経内科 

1708040 Dravet 症候群の遺伝子解析 小児神経内科 

1804009 結節性硬化症における重症けいれん重積・脳症の多施設共同研究 小児神経内科 

2002125 腸管出血性大腸菌感染症に伴う脳症発症例の臨床的・画像的特徴を検討する症

例集積研究（初版） 

小児神経内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3ac9967beb8f4357f1b270c5389e4921.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/3ac9967beb8f4357f1b270c5389e4921.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/00a52819ebf369854d6f63afa49bc046-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/00a52819ebf369854d6f63afa49bc046-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/1d20b4487f38242388f70ff1f2559f11.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4e46b4708f407ac83033790068953ac7.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4e46b4708f407ac83033790068953ac7.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2a6165add438b9e6c31ed7dd513106da.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2a6165add438b9e6c31ed7dd513106da.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ca384248166752387fde08c55092d900.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/ca384248166752387fde08c55092d900.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/13cf0572ffe3443c0f5f82312341d4b0.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/cf9cbec6704d0bfc75112ddb81a29666.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0d20b916b90cecd5b19ee24f389aa60f-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0d20b916b90cecd5b19ee24f389aa60f-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4a8b723bc9d180b9641bd42646fd4211.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/224ce9f4ed909427b7f1758a7bc6d7a4.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/224ce9f4ed909427b7f1758a7bc6d7a4.pdf


2002138 結節性硬化症患者の自閉症スペクトラム障害に対するエベロリムスの改善効果と奏

功機序にもとづく治療抵抗性自閉症スペクトラム障害の新規治療薬の開発（第 5

版） 

小児神経内科 

2004013 「小児緩和ケア児の「生きる体験」を支える支援者用ガイドブックの開発-家族インタビ

ューから検討する「生きる体験」に必要な支援-」 

小児神経内科 

2006048 疾患オミックス解析拠点研究と公的データベース・難病レジストリー構築(Ver.1.2) 小児神経内科 

2009106 希少てんかんに関する調査研究（第 5 版） 小児神経内科 

2012132 リストバンド型加速度センサーを用いた小児の睡眠解析(初版) 小児神経内科 

2008079 小児歩容異常患者の「慣性センサー式歩行解析システム」を用いた歩行解析

(Ver.1.0) 

小児整形外科 

2101149 骨系統疾患全国登録に関する研究（Ver.1.0) 小児整形外科 

2201134 小児肘外傷に対する診療実績 -後ろ向き研究による検証- 小児整形外科 

2205017 先天性内反足に対する Ponseti 法の治療成績 ―再発予測因子の検討― 小児整形外科 

1905013 ダウン症における閉塞性尿路障害に関する検討(第１版） 小児総合診療科 

1912100 ステロイド薬または免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接種の多施設共同前向

きコホート研究(Ver 3.0) 

小児総合診療科 

2005016 Alport 症候群の腎生検時期に関する調査(Ver.1.1) 小児総合診療科 

2006046 小児期発症ネフローゼ症候群患者に対してリツキサン®投与後に発現した低ガンマ

グロブリン血症に関する調査研究（Ver.1.0) 

小児総合診療科 

2006054 IgA 腎症における肉眼的血尿に伴った急性腎障害を対象とした病理組織および臨

床経過に関する研究(Ver.1.1) 

小児総合診療科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/8d971a7c40756f3430c31acf51bf162c-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9250dcb30a99ef8886dd45f496c3b5b3.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/7f2dde7eabfcbc81f45c2bb4744098a5-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/05/77a72549830623307df3606eee21d36f.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/251adf13194dca99f8fd6fa62190a29d-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2c9315474039a62ac4ac01fd521f481b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2c9315474039a62ac4ac01fd521f481b.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4d0db08ce0f45be762a0c2f4b37f9884.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/4d0db08ce0f45be762a0c2f4b37f9884.pdf


742 家族性糖尿病の遺伝子解析 小児代謝・内分泌

内科 

743 高インスリン性低血糖症の遺伝子解析 小児代謝・内分泌

内科 

831 先天代謝異常症の遺伝子診断 小児代謝・内分泌

内科 

979 プラダーウィリ症候群の遺伝子診断 小児代謝・内分泌

内科 

980 C 型肝炎治療効果判定のための IL28B,ＩTPA 遺伝子多型の検討 小児代謝・内分泌

内科 

981 フォンヒッペル・リンドウ病の遺伝子診断 小児代謝・内分泌

内科 

998 CGH アレイによる染色体分析 小児代謝・内分泌

内科 

1000 JAK2 遺伝子 V617F 変異の遺伝子診断 小児代謝・内分泌

内科 

1206006 Beckwith-Wiedemann 症候群／Silver-Russell 症候群の遺伝子診断 小児代謝・内分泌

内科 

1206007 CYP2C19 遺伝子多型解析 小児代謝・内分泌

内科 

1512096 脂肪萎縮症の遺伝子解析（第 2 版） 小児代謝・内分泌

内科 

2003143 先天性高インスリン血症の長期予後調査（Ver.1.0) 小児代謝・内分泌

内科 

2007067 小児胆汁うっ滞性疾患の病態進展機構の理解、予後予測因子の探索に関する研

究 (後方視的研究)(Ver.2.0) 

小児代謝・内分泌

内科 

2009093 COVID-19 自粛生活が小児糖尿病患者の血糖コントロールに与えた影響に関する

後方視的多施設共同研究(第 3 版) 

小児代謝・内分泌

内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/b8b59be5b58a20d7c67c3667f9a72918.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/45a319bbf56f5dc9d532a5a2079e79f6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/45a319bbf56f5dc9d532a5a2079e79f6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f3d229726ac09880bede64a1051b6746.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f3d229726ac09880bede64a1051b6746.pdf


2009094 ダウン症合併 Basedow 病患者と非合併 Basedow 病患者での fT4 正常化まで

の期間についての多施設共同後方視的検討(Ver.2.0) 

小児代謝・内分泌

内科 

2009095 ダウン症合併バセドウ病患者における抗甲状腺剤への治療反応性および寛解率に

関する多施設共同後方視的検討（Ver.1.2) 

小児代謝・内分泌

内科 

2009101 小児内分泌疾患患者臨床情報の全国登録システムの構築(Ver.1.0) 小児代謝・内分泌

内科 

2202147 ミダゾラム口腔用液（ブコラム🄬）の使用実態に関する Web アンケート調査 小児脳神経内科 

1906018 小児水頭症に対する脳室腹腔（VP）シャントの治療効果の評価(第２版） 小児脳神経外科 

1909067 新しい脳波解析手法である各電極の位相振幅連結指標と電極間の結合指標を用

いた、てんかん外科手術の効果指標の確立を目指した臨床研究 

小児脳神経外科 

2007063 難治性てんかんに対する外科治療の発作予後と高次脳機能変化についての多施設

共同後方視的研究（Ver.1.0) 

小児脳神経外科 

2102164 脊髄髄内腫瘍の治療成績と予後改善因子の解明(第 1 版) 小児脳神経外科 

2204013 難治性脳形成障害症の病態解析と治療法開発（第 23 版） 小児脳神経外科 

1210072 日本 Pediatric Interventional Cardiology データベース 

(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database, JPIC-DB)へのオ

ンライン症例登録 

小児不整脈科 

821 一般社団法人 National Clinical Database（日本臨床ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ機構）への

手術・治療情報登録における個人情報の取り扱いについて 

消化器外科 

1408062 JCOG0603：大腸癌肝転移切除後患者を対象としたフルオロウラシル/l-ロイコボリ

ンとオキサリプラチン併用補助化学療法（mFOLFOX(ﾌｫﾙﾌｫｯｸｽ)6）vs.手術単独

によるランダム化 II/III 相試験 (Ver2.3) 

消化器外科 

1408065 JCOG1018: 高齢切除不能進行大腸癌に対する全身化学療法に関するランダム

化比較第Ⅲ相試験(Ver.1.8.0) 

消化器外科 

1408066 JCOG1107：治癒切除不能進行大腸がんの原発巣切除における腹腔鏡下手術

の有用性に関するランダム化比較第Ⅲ相試験(Ver2.0) 

消化器外科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2befc8eb1f55620767ff6607faa29c84.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2befc8eb1f55620767ff6607faa29c84.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6a20a06fcef594b1c9c0523d2e2e430d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/6a20a06fcef594b1c9c0523d2e2e430d.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/70f304eeffbf89f81d30c708209b1516.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f8a63ae6d0ef0d4a2dac975f4947aa8a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/f8a63ae6d0ef0d4a2dac975f4947aa8a.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/abfb6c2ce7d474a12dfd80fc91cf5828.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/abfb6c2ce7d474a12dfd80fc91cf5828.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a2730eb487a0eaa2d2af37603f1208b0.pdf


1606029 消化器腫瘍患者における術前の虚弱(フレイル)と治療成績の関連（第 2 稿） 消化器外科 

1704007 InBodyS10®を用いた消化器腫瘍患者のサルコペニア評価と術後合併症予測の

検討(第２版） 

消化器外科 

1704009 胃壁捺印細胞診または腹腔洗浄細胞診陽性症例を対象とした術中腹腔内大量

洗浄の意義に関する第Ⅱ相試験 

消化器外科 

1711073 病的肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の安全性と有効性の検討 (第

2 稿） 

消化器外科 

1805022 炎症性腸疾患に対する外科治療成績の観察研究 消化器外科 

1805023 大腸悪性疾患に対する外科治療および化学療法の治療成績の観察研究 消化器外科 

1806031 上部消化管悪性疾患に対する外科治療および化学療法の治療成績の観察研究 消化器外科 

1905009 強力な治療が適応とならない切除不能進行・再発大腸癌に対する UFT/LV 

+Bevacizumab 併用療法の第Ⅱ相臨床試験(第 2 版） 

消化器外科 

2003150 再発高リスク消化管間質腫瘍に対する完全切除後の治療に関する研究（STAR 

ReGISTry）の追跡調査(Ver.1.0) 

消化器外科 

2101151 近畿 GIST 研究会 GIST 登録事業 付随研究（GIST 患者の治療状況を把

握するための疫学研究） 

消化器外科 

2111100 JCOG2014: 標準化学療法に不応・不耐な切除不能進行再発大腸癌患者を対

象とした Trifluridine/Tipiracil 単 剤療法と Bi-weekly Trifluridine/Tipiracil

＋Bevacizumab 併用療法のランダム化比較第 III 相試験(Ver.1.1.0) 

消化器外科 

IRB1834 StageⅢb 大腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての

UFT/Leucovorin 療法と TS-1/Oxaliplatin 療法のランダム化比較第Ⅲ相試験

(ACTS-CC 02)第 5 版 

消化器外科 

T2019001 JCOG1801：直腸癌局所再発に対する術前化学放射線療法の意義に関するラン

ダム化比較第 III 相試験(Ver.1.5.0.) 

消化器外科 

T2019004 JCOG1805：「再発リスク因子」を有する Stage II 大腸癌に対する術後補助化

学療法の有用性に関するランダム化第 III 相比較試験(Ver.1.5.0) 

消化器外科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2308820e773bb088d31666c67d3f89cc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/2308820e773bb088d31666c67d3f89cc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/e29587bd3c00e6dd9765d8ab08578269-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/239fff52f9587fa589419af4203f68f6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/239fff52f9587fa589419af4203f68f6.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/577fd99298ada88dcd876200e52237a9.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/577fd99298ada88dcd876200e52237a9.pdf


T2019005 JCOG1901: 消化管・膵原発の切除不能進行・再発神経内分泌腫瘍に対するエ

ベロリムス単剤療法とエベロリムス＋ランレオチド併用療法のランダム化第 III 相試験

(ver.1.3.0) 

消化器外科 

839 JCOG1009/JCOG1010 

未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の適応拡大に関する非ラン

ダム化検証的試験(ver2.3.0) 

消化器内科 

1209066 小さい胃粘膜下腫瘍の自然史に関する多施設前向き観察研究(改訂 2014 年

8 月 31 日） 

消化器内科 

1402087 大阪早期膵癌プロジェクト(第 2.0 版) 消化器内科 

1405033 JCOG1207：食道癌術後難治性吻合部狭窄に対するステロイド併用 EBD および

ステロイド併用 RIC のランダム化比較第 II/III 相試験 

消化器内科 

1409086 JCOG1217：早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後の狭窄予防を目

的とするステロイド内服療法およびステロイド局注療法のランダム化比較第 III 相試

験(Ver.2.6.0) 

消化器内科 

1609053 抗凝固薬継続症例とヘパリン置換症例の内視鏡的大腸ポリープ摘除術後出血割

合に関する検討(Ver.7.0) 

消化器内科 

1805018 早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後出血リスクスコアリングシステムの開

発に関する研究（Ver.4.0) 

消化器内科 

1904001 抗凝固薬内服例の胃腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)における ダ

ビガトラン置換の有効性を検証する多施設前向き試験(Ver.2.2) 

消化器内科 

1912113 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築―JED Project―

(Ver.10.0) 

消化器内科 

2002126 HIV 感染症に伴う消化管病変に関する観察研究(Ver.1.0) 消化器内科 

2003146 多施設後ろ向き観察研究「胃癌 AI 診断の精度向上」のための研究(Ver.1.3) 消化器内科 

2004008 JCOG1902：早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の高齢者適応に関す

る第 III 相単群検証的試験（Ver.1.0.0) 

消化器内科 

2005019 80 歳以上の食道表在癌・早期胃癌患者に対する治療選択システムの確立(第 3

版) 

消化器内科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/c78c900faabe6cb15febdc4df40a52fe.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/df6df20c57206794f863368c3dafb896.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/df6df20c57206794f863368c3dafb896.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/37b4df12309560a44bf35eaa7a731588.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/37b4df12309560a44bf35eaa7a731588.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/dad1e99ce0d3869a5fbcaeb20e9aa9fe.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/067f15afbefd7b8e1e9f208ca0f0e497-2.pdf


2008073 家族性膵癌家系または遺伝性腫瘍症候群に対する早期膵癌発見を 目指したサ

ーベイランス方法の確立に関する試験 ―Diamond study―（Ver.3.1) 

消化器内科 

2102165 内視鏡切除後 pT1a-MM かつ脈管侵襲陰性の食道扁平上皮癌の長期予後に

関する多施設共同後向き観察研究(Ver.1.03) 

消化器内科 

2106044 悪性遠位部胆管狭窄に対する metal stent 留置に伴う合併症に関する多施設

共同後ろ向き観察研究 

消化器内科 

2109075 食道扁平上皮癌の内視鏡的切除後非治癒症例に対する追加外科手術と追加化

学放射線療法の長期予後に関する多施設共同後ろ向き観察研究 

消化器内科 

2202144 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連大腸炎の臨床的検討 消化器内科 

2202151 当院における内視鏡的乳頭括約筋切開術後出血症例の検討 消化器内科 

2202152 未分化型早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術の更なる適応拡大に関す

る多機関共同遡及的観察研究 

消化器内科 

2206034 転移性膵癌に対する 2 次治療におけるナノリポソーマルイリノテカン/5-FU/ロイコボリ

ン併用療法と S-1 単剤療法の比較：傾向スコアマッチングを用いた多施設共同後

ろ向きコホート研究(Ver.1.0) JON2109-P 

消化器内科 

1801101 破裂性腹部大動脈瘤に対する開腹手術とステントグラフト内挿術の治療選択に関

する全国多施設観察研究（第 2.2 版） 

心臓血管外科 

1808050 房室弁疾患に対する手術成績に関する多施設共同前向き登録研究 (第１版） 心臓血管外科 

2102162 僧帽弁閉鎖不全症に対する loop technique による僧帽弁形成術後の成績の評

価（第 1 版） 

心臓血管外科 

766 「新生児診療相互援助ｼｽﾃﾑ(NMCS)における新生児疾患についての多目的包括

的ｺﾎｰﾄ研究 

新生児科 

802 大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ新生児集中治療室入院児における新生児疾患について

の多目的包括的ｺﾎｰﾄ研究 

新生児科 

1707033 新生児低体温療法レジストリーによる我が国の新生児蘇生法ガイドラインの普及と

効果の評価に関する研究 

新生児科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0f3a489e0745fbdb52a4b70eaa8e68b4.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/0f3a489e0745fbdb52a4b70eaa8e68b4.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/fed31aa620e13b050188b43aabd2c6ff.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/fed31aa620e13b050188b43aabd2c6ff.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9b07f207e2a6d57e2eb1922db817da72.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/9b07f207e2a6d57e2eb1922db817da72.pdf
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2004007 慢性肺疾患の診断と治療のための多施設共同前方視的コホート研究 新生児科 

1307030 尿バンクと尿中バイオマーカーのパネル化による腎臓病 

管理システムの構築（第 2 版) 

腎臓・高血圧内科 

1507038 悪性腫瘍を合併した膜性腎症に関する臨床病理学的検討 （第１版） 腎臓・高血圧内科 

1611074 冠動脈造影患者における造影剤腎症と腎内レニン・アンジオテンシン系に関する観察

研究(第 2 版） 

腎臓・高血圧内科 

1708041 慢性腎臓病に対する腎ドプラ超音波法による Resistive Index と総腎容積などの

関連についての観察研究(第 1 版） 

腎臓・高血圧内科 

1709053 腎疾患患者における治療効果、予後についての包括的コホート研究(第 2 版） 腎臓・高血圧内科 

1804004 糖尿病性腎症例を対象とした予後、合併症、治療に関する観察研究（前向きコホ

ートスタディー） 

腎臓・高血圧内科 

2203158 腎生検で診断の得られた希少 6 腎疾患の臨床像と病理学的特徴の検討に関する

研究 

腎臓・高血圧内科 

2207037 日本腎生検レジストリーにおける抗がん剤による腎障害の臨床像に関する検討（横

断研究、一部コホート研究）Ver.1.1 

腎臓・高血圧内科 

1904007 嚢胞性腎疾患における遺伝的背景と臨床所見および病理所見の関係(第 1 版） 腎臓高血圧内科 

1909056 日本ネフローゼ症候群バイオマーカー研究(Ver.1.2) 腎臓高血圧内科 

2010115 腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険遺伝子および遺伝子変異の同定 腎臓高血圧内科 

1912110 側方進入椎体間固定術の合併症のデータベース構築に関する研究 整形外科 

1912112 椎間楔状化を伴う腰椎変性疾患に対する腰椎後方固定術の臨床成績 整形外科 
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452 全国骨・軟部腫瘍登録研究 整形外科 

1506028 All PS 法による小児脊柱変形の手術成績の検討(第 2 版) 整形外科 

1805012 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテ−ション手術患者の登録調査(Ver.8.0) 整形外科 

1908050 人工膝関節置換術における手術中可動域と術後可動域との検討(Ver.1.0) 整形外科 

1909059 ヨウ素化合物ドレープの貼付方法がその粘着度へ与える影響（Ver.2.0) 整形外科 

2006029 成人脊柱変形の治療成績 -中・長期経過観察例の検討- 整形外科 

2006039 関節リウマチ患者におけるバリシチニブの減量と再燃についての調査 (BREAK 

study）(Ver.2.0) 

整形外科 

2008084 先天異常手に伴う母指 MP 関節不安定症に対する靱帯再建の有用性の検討 整形外科 

2205019 COVID-19 による行動制限と関節リウマチ患者の体組成、疾患活動性の関連性

調査 

整形外科 

1908041 公的有床総合病院精神科の機能および課題 

－大阪市立総合医療センター精神科の診療指標からの検討－ 

精神神経科 

2101147 新規疾患：TAFRO 症候群の疾患概念確立のための多施設共同後方視的研究

(第 3 版) 

総合診療科 

2102161 96 週間以上ヌーカラを使用している EGPA 患者を対象に実臨床におけるヌーカラ

の長期安全性及び有効性を評価する国内、単群、多施設共同研究（改訂第 1

版） 

総合診療科 

2112125 UBA1 遺伝子解析 総合診療科 

2202148 日本人遺伝性血管性浮腫患者を対象としたバイオマーカー探索研究(第 4.0 版) 総合診療科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/a82de58dc93d8044978635efaa524ce4.pdf
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2102163 副腎疾患における随時尿中ホルモン Cre 換算値の個別補正の試み(Ver.1.0) 内分泌内科 

1710070 術前抗がん剤治療施行前 N+で施行後に N0 となった乳癌に対するセンチネルリン

パ節生検の認容性に関する検討—多施設共同単アーム II 相探索的研究— 

乳腺外科 

1812116 BRCA1/ 2 遺伝子変異保有者へのリスク低減乳房切除術の実施に関する検討 乳腺外科 

2012126 エストロゲン受容体陽性 HER2 陰性乳癌に対する S-1 術後療法・ 長期予後に関

する多施設共同観察研究：POTENT 附随研究(Ver.1.0) 

乳腺外科 

2103170 術前抗がん剤治療後の乳癌におけるセンチネルリンパ節生検の忍容性および造影

CT 診断によるリンパ節転移診断能に関する検討 

乳腺外科 

2112122 リンパ節転移陽性乳癌に対する術前化学療法後のセンチネルリンパ節生検施行例

における再発形式の検討 

乳腺外科 

2201129 化学療法誘発無月経ホルモン受容体陽性閉経前乳癌患者における月経回復と予

後の検討 

乳腺外科 

2206030 当院における乳腺病変に対して CNB 後に VAB を追加施行した症例の検討 乳腺外科 

2206031 Oncotype Dx の適応スクリーニングにおける Magee Equations の有用性の検討 乳腺外科 

IRB2030 エストロゲン受容体陽性 HER2 陰性乳癌に対する S-1 術後療法ランダム化比較

第Ⅲ相試験（POTENT 試験） Ver2.2 

乳腺外科 

2101156 脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性等の検証のた

めの研究(第 1.0 版) 

脳血管内治療科 

2111096 自己免疫性てんかん／辺縁系脳炎における前向き観察研究 脳神経内科 

2007065 間脳下垂体腫瘍に対する手術治療における、適正な頭蓋底再建法の検討

（Ver.1.0) 

脳神経外科 

2204006 髄膜腫に対する開頭頭蓋内腫瘍摘出術における周術期合併症の検討 脳神経外科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/018d9fbc95c93d4fe879d0a6b7032f2b.pdf
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https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/13e506e08d2431a93a038aa3351b1d42-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/13e506e08d2431a93a038aa3351b1d42-1.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/84da51f1db1c694dc2e01125a6e75be9.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/09/f63b8e9c1493912526673b22eca52dfc.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/18775d2d41523d3569e10dfc127528ab.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/18775d2d41523d3569e10dfc127528ab.pdf
https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/d718b7b357cf0b21963e774824516edd.pdf
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1907038 腹膜透析用カテーテル留置術後の転帰に関する多施設共同前向き観察研究(第

2 版） 

泌尿器科 

2107046 進行性腎細胞癌患者の骨転移巣に対するカボザンチニブ単剤療法の有効性を検

討する探索的試験（第 4.0 版） 

泌尿器科 

G1247 「HTLV-1 陽性臓器移植レジストリ」を活用した臓器移植における HTLV-1 感染の

リスクの解明に関する研究【RADDAR-J[0-3]】(第 1.03 版) 

泌尿器科 

1806034 DPP4 阻害薬関連水疱性類天疱瘡の発症メカニズムの研究（Ver.2.0) 皮膚科 

1910081 巨細胞性動脈炎の大型血管病変(第 1.0 版） 病理診断科 

2208052 妊産婦死亡剖検症例における膵島病理学的変化の検討 病理診断科 

1312073 JCOG1101：腫瘍径 2 cm 以下の子宮頸癌 IB1 期に対する準広汎子宮全摘

術の非ランダム化検証的試験（Ver.1.7.0） 

婦人科 

2001116 免疫組織化学的バイオマーカーによる子宮間葉性腫瘍の予後予測法の確率に関す

る研究(Ver.1.0) 

婦人科 

1403095 JCOG1203：上皮性卵巣癌の妊牟性温存治療の対象拡大のための非ランダム化

検証的試験（Ver.1.6.1） 

婦人科  

5537 A 病棟における小児血液内科患者の栄養充足率の実態調査 放射線外来 

971 高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法における補助ホルモン

治療の有効性に関する臨床研究（2.1 版) 

放射線腫瘍科 

1301099 JCOG1109：臨床病期 IB/II/III 食道癌(T4 を除く)に対する術前 CF 療法/術

前 DCF 療法/術前 CF-RT 療法の第 III 相比較試験 (Ver.1.12.0)                                   

放射線腫瘍科 

1409085 JCOG1314:切除不能または再発食道癌に対する CF（シスプラチン+5-FU）療

法と bDCF（biweekly ドセタキセル+CF）療法のランダム化第 III 相比較試験  

(Ver.1.9.0)        

放射線腫瘍科 

1710057 全国放射線治療例に基づく放射線治療の実態調査および質評価((第 8 版) 放射線腫瘍科 

https://cms.osakacity-hp.or.jp/ocgh/ocgh/wp-content/uploads/2022/04/e5eccecf06b1025b3b7de5f59f3930d3.pdf
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2011123 転移性骨腫瘍に対する放射線治療の多施設共同前向き観察研究(第 1.1 版) 放射線腫瘍科 

2018003 JCOG1510: 切除不能局所進行胸部食道扁平上皮癌に対する根治的化学放

射線療法と導入 Docetaxel+CDDP+5-FU 療法後の Conversion Surgery

を比較するランダム化第 III 相試験(Ver.1.8.0) 

放射線腫瘍科 

2104005 食道扁平上皮癌に対する根治的 FOLFOX-RT および緩和的 FOLFOX 療法の観

察研究(Ver1.1) 

放射線腫瘍科 

2206027 JCOG2013: 臨床病期 I-IVA（T4 を除く）胸部上中部食道扁平上皮癌に対

する予防的鎖骨上リンパ節郭清省略に関するランダム化比較試験

(Ver.1.0.2)MODERN3 

放射線腫瘍科 

K2019003 JCOG1904：Clinical-T1bN0M0 食道癌に対する総線量低減と予防照射の意

義を検証するランダム化比較試験(ver.1.4.0) 

放射線腫瘍科 

1306020 日本 IVR 学会における症例登録データベース事業 放射線診断科 

1911089 乳児期の鎮静剤暴露の影響の後ろ向き検討：小児鎮静 MRI における鎮静剤入

眠量による比較（Ver.1.0) 

麻酔科 

2011121 全身麻酔中の小児における気道確保方法に関する後ろ向き研究(初版) 麻酔科 

2011122 全身麻酔下小児脳血管内治療における術中有害事象の後ろ向き観察研究(初

版) 

麻酔科 

2103177 麻酔薬が発達障害患児に与える影響：小児鎮静 MRI における麻酔薬投与量に

よる後ろ向き観察研究(初版) 

麻酔科 
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