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受付番号 実施部署 研究課題名 審査日

1 28-1 歯科口腔外科 ｾﾌｧﾗﾁﾝ合嗽剤の口腔粘膜炎に対する有用性の検討 7月4日

2 28-2 脳血管内治療科 脳主幹動脈急性閉塞／狭窄に対するｱﾋﾟｷｻﾊﾞﾝの効果に関する観察研究 7月4日

3 迅28-1 循環器内科 Vein of Marshall の　chemical ablation 8月19日

4 迅28-2 血液内科 当院でのﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ再投与例の検討 8月19日

5 迅28-3 臨床検査課 三重県サーベイ試料作製 8月19日

6 迅28-4 小児科 骨系統疾患コンソーシウムに登録のため 8月19日

7 書28-1 泌尿器科 筋非浸潤性膀胱癌TUR後再発予防としての短時間膀胱内持続洗浄の有用性 8月26日

8 迅28-5 糖尿病代謝内科 糖尿病患者におけるﾍﾙｽﾘﾃﾗｼｰとｻﾙｺﾍﾟﾆｱとの関連性の検討 8月26日

9 迅28-6 歯科 がん化学療法時の味覚障害の発現率と味覚変化 8月26日

10 迅28-7 薬剤部 甲状腺癌に対するﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞ投与患者への薬学的介入及び副作用評価 9月23日

11 迅28-8 看護部
終末期がん患者への多職種支援が看取りまでの患者のＱＯＬと総ｺｽﾄに及ぼす影響を探るための前向き
調査研究

9月23日

12 迅28-9 看護部 1型糖尿病をもつ子どもの血糖値変動に関する母親の思いについて 9月23日

13 迅28-10 糖尿病代謝内科 ＪＤＯＩＴ3（追跡） 9月23日

14 迅28-11 小児科 遺糞・漏便をきたした慢性便秘の3例 9月23日

15 迅28-12 小児科 急性巣状細菌性腎炎の21％に膿尿を認めない 9月23日

16 迅28-13 小児科 過去4年間に当科で経験した化膿性骨髄炎・関節炎13例の原因菌と治療 9月23日

17 迅28-14 小児科 当科での川崎病治療成績と三次治療としてのｻｲｸﾛｽﾎﾟﾘﾝＡ（ＣｓＡ）の使用経験 9月23日

18 迅28-15 看護部 在宅療養中の高齢心不全患者のＱＯＤを見据えた看護 9月23日

19 迅28-16 産婦人科 子宮頸部ＣＩＮ3および子宮頚癌ⅠA1期に対する円錐切除術の実際とその後の妊娠分娩に関する検討 10月28日

20 迅28-17 産婦人科 胎児発育不全に対するﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ母体投与の有効性、安全性に関する第Ⅱ相臨床試験 10月28日

21 迅28-18 糖尿病代謝内科 高齢者糖尿病患者における口腔内ＱＯＬとｻﾙｺﾍﾟﾆｱとの関連性の検討 10月28日

22 迅28-19 薬剤部 外来化学療法室における抗がん薬による過敏症発現状況に関する後方視的研究 10月28日

23 迅28-20 脳血管内治療科 内科的治療抵抗性に対する早期頸動脈ｽﾃﾝﾄ留置術の有効性・安全性評価 10月28日

24 迅28-21 歯科口腔外科 化学療法、放射線療法時にみられる口腔内有害事象の後方視的検討 10月28日

25 迅28-22 看護部 急性期病院の緩和ケア病棟における、患者・家族・看護師間の重要と思うことに対する認識の相違 12月9日

26 迅28-23 看護部 妊娠中から1ヵ月健診までの母乳育児の選択に影響する要因 12月9日
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27 迅28-24 糖尿病代謝内科 高齢者糖尿病患者における口腔内QOLとｻﾙｺﾍﾟﾆｱとの関連性の検討 12月9日

28 迅28-25 薬剤部 伊勢赤十字病院外来におけるｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝの処方状況とその効果 12月9日

29 迅28-26 薬剤部 伊勢赤十字病院院内製剤取扱要項の更新 12月9日

30 迅28-27 薬剤部
伊勢赤十字病院におけるｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ注の先発品からﾊﾞｲｵｼﾐﾗｰへの変更による効果および安全性の
検討

12月9日

31 迅28-28 小児科
演題ﾀｲﾄﾙ「新生児ﾏｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの高ｶﾞﾗｸﾄｰｽ血症を契機に診断された先天性肝内門脈肝静脈ｼｬﾝﾄの一
例」

12月9日

32 迅28-29 脳血管内治療科
脳主幹動脈閉塞に対する急性再開通療法で回収された血栓の病理学的特徴と臨床病型や治療成績の
関連（後方視的研究）

12月9日

33 迅28-30 呼吸器内科 特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究　　（JIPS-Registry　NEJ030) 1月20日

34 迅28-31 呼吸器内科 肺小細胞癌の多発肝転移に対する、ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ、ｲﾘﾉﾃｶﾝの動注療法について 1月20日

35 迅28-32 消化器科 輪ｺﾞﾑ、伸縮糸、ﾃﾞﾝﾀﾙﾌﾛｽを用いた胃、大腸ESD 1月20日

36 迅28-33 産婦人科 子宮頸部腺癌に対する同時化学放射線療法に関する調査研究 1月20日

37 迅28-34 耳鼻咽頭科 中部地方における2006年以降10年間の上咽頭癌疫学調査 1月20日

38 迅28-35 糖尿病代謝内科 維持透析患者におけるｻﾙｺﾍﾟﾆｱ、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、薬剤ｱﾄﾞﾋｱﾗﾝｽ、及び家族のｻﾎﾟｰﾄに関する調査 1月20日

39 迅28-36 糖尿病代謝内科 高齢者糖尿病患者におけるｻﾙｺﾍﾟﾆｱと軽度認知障害との関連性 1月20日

40 迅28-37 脳血管内治療科 頸動脈ｽﾃﾝﾄ留置術を行った症例における他の動脈硬化性疾患合併の有無評価 1月20日

41 迅28-38 薬剤部 大腸菌のﾌﾙｵﾛｷﾉﾛﾝ耐性化による経腸的前立腺生検に及ぼす影響 1月20日

42 迅28-39 脳外科 数値流体力学を用いたくも膜下出血後遅発生脳虚血の早期診断（多施設前向き研究） 1月20日

43 迅28-40 脳外科 脳卒中の医療体制の整備のための研究（ﾚｾﾌﾟﾄ等の情報を用いた脳卒中救急疫学調査） 1月20日

44 迅28-41 糖尿病代謝内科 高齢糖尿病患者における抑うつ状態とﾌﾚｲﾙの関連性の検討 1月20日

45 迅28-42 看護部 脳死下臓器移植提供者の面会に対する看護師の思い 1月20日

46 迅28-43 循環器内科 TAVI手術　ビデオ撮影 1月20日

47 迅28-44 胸部外科 大動脈・動脈疾患に対するｽﾃﾝﾄｸﾞﾗﾌﾄ内挿術の有用性の検討 1月20日

48 迅28-45 産婦人科
子宮癌肉腫に対するdose-denseTC療法とtriweeklyTC療法による術後補助化学療法再発後化学療法を
比較するﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ/Ⅲ相比較試験

1月20日

49 迅28-46 看護部
慢性心不全看護認定看護師が所属する施設における慢性心不全患者の療養環境・療養行動・QOLに関
する調査

1月20日

50 迅28-47 泌尿器科 腹腔鏡下前立腺全摘術後尿失禁改善予測因子の検討 1月20日

51 迅28-48 神経内科 非弁膜症性心房細胞を有する後期高齢者を対象とした前向き観察研究 3月3日

52 迅28-49 神経内科 ヒト由来試料に係る遺伝子解析の実施 3月3日
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53 迅28-50 消化器内科 肝門部胆管癌患者の閉塞性黄疸に対するﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ方法の検討 3月3日

54 迅28-51 循環器内科
ｽﾄﾚｽ関連疾患の発症に寄与する勤務状況の因子とその影響に関する研究：急性心筋梗塞症例につい
て

3月3日

55 迅28-52 耳鼻咽頭科 分化型甲状腺癌を対象としたﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞの治療効果探索のためのｺﾎｰﾄ研究 3月3日

56 迅28-53 耳鼻咽頭科 頸動脈小体腫瘍症例の遺伝子変異の検索全国調査 3月3日

57 迅28-54 呼吸器内科 肺癌免疫療法におけるﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ探索のために前向き観察研究 3月3日

58 迅28-55 呼吸器内科
維持透析中の非小細胞肺癌に対するＥＧＦRﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤の安全性と有効性を検討する後方視的
観察研究

3月3日

59 迅28-56 呼吸器内科 進行・再発非小細胞肺癌の腸内細菌叢とﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞの治療効果や有害事象の関係についての検討 3月3日

60 迅28-57 呼吸器内科
ｵﾘｺﾞﾒﾀを有するＦＧＦＲ遺伝子野生型/ＡＬＫ融合遺伝子変異陰性Ⅳ期非小細胞がんに対する化学療法+
局所療法の有効性及び安全性を検討する単ｱｰﾑ第Ⅱ相試験

3月3日

61 迅28-58 産婦人科
卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を明らかにする前向き観察研究
（JGOG3025)

3月3日

62 迅28-59 産婦人科 終末期における化学療法継続性の可否を判断する根拠の確立を目指して 3月3日

63 迅28-60 産婦人科 本邦における65歳以上の高齢者に対する婦人科がん治療における現状と問題点の調査研究 3月3日

64 迅28-61 呼吸器内科
ＥＧＦＲ遺伝子変異陽性再発・進行非小細胞肺がん患者における末梢血のｴｸｿｿｰﾑ中の各種分子を用いたｱﾌｧﾁﾆﾌﾞのﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ
同定および耐性機序解明に関する他施設共同前向き観察研究 3月3日

65 迅28-62 薬剤部 ＣＨＯＰ療法施行時のｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用が制吐効果に及ぼす影響 3月3日

66 迅28-63 産婦人科
進行・再発子宮頚癌に対するPaclitaxel/Carboplatin/Bevacizumab併用療法の有効性に関する第Ⅱ相試
験（JGOG1079)

3月3日

67 迅28-64 産婦人科 日本産婦人科学会に対する周産期登録 3月3日

68 迅28-65 薬剤部 透析患者におけるASK20を用いたｱﾄﾞﾋｱﾗﾝｽ障壁の検討 3月3日

69 迅28-66 薬剤部 ﾍﾟﾝ型ｲﾝｽﾘﾝ注入針ﾍﾟﾝﾆｰﾄﾞﾙ32Gﾃｰﾊﾟｰとﾍﾟﾝﾆｰﾄﾞﾙﾌﾟﾗｽ32G4mmの比較検討 3月3日

70 迅28-30（変1） 呼吸器内科 特発性間質性肺炎に対する他施設共同前向き観察研究　　（JIPS-Registry　NEJ030) 3月3日

71 迅28-67 消化器内科 90歳以上の超高齢者の総胆管結石治療について 3月3日
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