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1 迅令1-1 看護部 実施計画 手指衛生強化３か年計画の評価　－MRSA分離率の推移を含めた評価－ 4月19日

2 迅令1-2 看護部 実施計画 実践・省察・共同思考を中核とした看護管理者支援プログラムの開発 4月19日

3 迅令1-3 看護部 実施計画 児童を持つがん患者が外来化学療法を受ける際の母親役割達成感とその関連要因の検討 4月19日

4 迅令1-4 産婦人科 実施計画
妊娠高血圧症候群重症化の既往がある妊婦に対するタダラフィルの妊娠高血圧症候群発症予防に関する研究　－多施設共
同研究へ向けた予備試験－

4月19日

5 迅令1-5 薬剤部 実施計画 Rituximab先発品とバイオシミラーにおけるinfusion reaction発現頻度の差の検討 4月19日

6 迅令1-6 循環器内科 実施計画 三重県における急性冠症候群の急性期診療・予後に関する実態調査 4月19日

7 迅令1-7 歯科口腔外科 実施計画 化学療法による神経障害に対するプレガバリン、デュロキセチン塩酸塩の効果の後方視的研究 4月19日

8 迅令1-8 呼吸器内科 実施計画 原発性線毛機能不全の全国二次調査症例集積 4月19日

9 迅29-22（変2） 呼吸器内科 実施計画（変更）
ＲＥＴ融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽性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（LC-SCRUM-Japan) 第2.0版

4月19日

10 迅令1-9 看護部 実施計画 新院内トリアージシステム（ＪＴＡS-DB)導入により得られた効果（仮） 4月19日

11 迅29-54（変2） 呼吸器内科 実施計画（変更） ﾆﾝﾃﾀﾞﾆﾌﾞ治療中の特発性肺線維症に対する呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの長期効果の検討　CJLSG1601　【Ｖｅｒ2.2.0】 5月31日

12 迅令1-10 呼吸器内科 実施計画
ｱｼﾞ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
：Ｌｕｎg Ｃａｎｃｅｒ Ｇｅｎｏｍｉｃ Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ Ｐｒｏｊｅｃｔ　for Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｚｅｄ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ in Asia（LC-SCRUM-Asia)

5月31日

13 迅令1-11 呼吸器内科 出版公表原稿 当院におけるＰＤ－Ｌ１高発現の非小細胞肺癌に対するペンブロリズマブ単独療法についての検討 5月31日

14 迅令1-12 糖尿病・代謝内科 実施計画 高感度ＣＲＰが２型糖尿病における動脈硬化としての指標となりうるか？ 5月31日

15 迅令1-13 薬剤部 実施計画 伊勢赤十字病院救急外来を低血糖で受診した高齢者患者の血糖コントロール状況の検証 5月31日

16 迅令1-14 消化器内科 出版公表原稿 高齢者に対する総胆管結石の完全排石の必要性についての検討 5月31日

17 迅令1-15 循環器内科 実施計画 ＳＴ上昇型急性心筋梗塞に対するエキシマレーザー冠動脈形成術が心筋サルベージに与える影響 5月31日

18 迅令1-16 放射線治療科 実施計画 Ｒａｄｉｏｍｉｃｓの手法を用いた画像解析による子宮頚癌放射線治療効果予測　-日本放射線腫瘍学研究機構多施設共同調査研究- 5月31日

19 迅令1-17 循環器内科 実施計画 経カテーテル大動脈弁植込み術症例における大動脈弁狭窄症の病型ならびにその予後に関する調査 5月31日

20 迅令1-18 薬剤部 実施計画 ノボラピッド30mixからライゾデグへの処方変更時のインスリン単位数の検討 5月31日

21 迅令1-19 看護部 実施計画 放射線療法・化学療法を受ける頭頚部癌患者に対する口腔カンファレンスおよび口腔アセスメントシートの有効性の検討 5月31日

22 迅令1-20 呼吸器内科 実施計画 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究：（Ｊ－ＴAIL)におけるバイオマーカー探索研究 5月31日

23 迅30-86（変1） 呼吸器内科 実施計画（変更） 切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究：（Ｊ－TAIL)　（Ｖｅｒ1.1） 5月31日

24 迅30-70（変1） 呼吸器内科 実施計画（変更） 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相試験（Ａｌｔ　trial）Ｖｅｒ1.5 5月31日

25 迅令1-21 歯科口腔外科 実施計画 頭頚部癌患者に対する放射線併用動注化学療法における味覚障害の検討 5月31日

26 迅令1-22 歯科口腔外科 実施計画 糖尿病コントロールによる口腔扁平苔癬の病状変化の検討 5月31日

27 迅令1-23 看護部 実施計画 看護師の防災意識の現状から（報告2）　－周知活動における意識調査－ 5月31日

28 迅令1-24 看護部 実施計画 災害・防災リンクナース会の評価と今後の課題の明確化　－看護師の現状意識調査から－ 5月31日

29 迅令1-25 頭頸部・耳鼻咽頭科 実施計画 喉頭・咽頭・気管狭窄症に対する全国疫学調査 6月21日

30 迅令1-26 血液内科 出版公表原稿 症例報告の出版について“High expression of c-Myc in chronic lymphocytic leukemia with t(8;14)(q24.1;q32);a case report” 6月21日

31 迅令1-27 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢者糖尿病患者におけるSARC-F日本語版によるサルコペニアと予後との関連性 6月21日

32 迅令1-28 糖尿病・代謝内科 実施計画 慢性肝疾患患者におけるSARC-F日本語版によるサルコペニアと予後との関連性 6月21日

33 迅令1-29 小児科 実施計画 著名な日内変動を有する遺伝性進行性ジストニア（瀬川病）の遺伝子診断 6月21日

34 迅令1-30 臨床検査課 実施計画 三重県臨床検査技師会臨床一般検査部門勉強会（実習）および精度管理調査に使用する尿沈渣試料作成 6月21日

35 迅令1-31 臨床検査課 出版公表原稿 糖尿病性神経障害の三重NCS基準での評価と馬場分類 6月21日

36 迅令1-32 臨床検査課 出版公表原稿 糖尿病性神経障害の重症度分類と自律神経機能の検討 6月21日

37 迅令1-33 小児科 実施計画
新生児TSS様発疹症（Neonatal　TSS-like　exanthematous　disease，NTED)における末梢血リンパ球TCRVβ2陽性T細胞比率
の検討

7月26日

38 迅令1-34 リハビリテーション課 実施計画 特発性間質性肺炎患者における６分間歩行試験時のDesaturationについて 7月26日

39 迅令1-35 小児科 出版公表原稿 ヒトメタニューモウイルス気管支肺炎に急性脳症を伴った６歳女児例 7月26日

40 迅令1-36 リハビリテーション課 実施計画 間質性肺炎における６分間歩行試験時の低酸素に関する検討 7月26日

41 迅29-7（変1) 糖尿病・代謝内科 実施計画 （変更）
2型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制の為の強化療法と従来治療とのランダム化比較試験介入終了後の追跡研究　J-
DOIT3（追跡）　第1.4版

7月26日

42 迅令1-37 小児科 実施計画 移行抗体の形成の経緯の調査 7月26日

43 迅29-43（変1） 呼吸器内科
実施計画
（変更）

ＥＧＦＲ－ＴＫＩに不応になったＴ790Ｍ陽性、進行・再発肺腺癌を対象としたオシメルチニブ+ベバシズマブの第Ⅰ相試験と、オシ
メルチニブ単剤との無作為化第Ⅱ相試験（WJOG8715L）

7月26日

44 迅30-98（中止） 整形外科 中止 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：交通外傷例について 7月26日

45 迅令1-38 看護部 実施計画 内視鏡外科手術におけるDVD教材を用いた新人教育についての効果 7月26日

46 迅令1-39 臨床検査課 実施計画 三重県臨床検査技師会臨床血清部門精度管理調査に使用する血清試料作成 7月26日

47 迅令1-40 胸部外科 出版公表原稿 Impact of the frozen elephant trunk technique on total aortic arch replacement 8月23日

48 迅令1-41 医療情報管理課 実施計画
非弁膜症性心房細動患者に対する抗凝固療法治療実態に関する三重地域圏統合型医療情報データベース（Mie-LIP　DB)を
用いた疫学研究

8月23日

49 迅29-43(変2） 呼吸器内科 実施計画 （変更）
ＥＧＦＲ－ＴＫＩに不応になったＴ790Ｍ陽性、進行・再発肺腺癌を対象としたオシメルチニブ+ベバシズマブの第Ⅰ相試験と、オシ
メルチニブ単剤との無作為化第Ⅱ相試験（WJOG8715L）2019年7月19日審査分

8月23日

50 迅令1-4（変1） 産婦人科 実施計画 （変更）
妊娠高血圧症候群重症化の既往がある妊婦に対するタダラフィルの妊娠高血圧症候群発症予防に関する研究　－多施設共
同研究へ向けた予備試験－

8月23日

51 迅令1-42 泌尿器科 実施計画 ロボット支援前立腺全摘術の制癌性、機能温存に関する検討（腹腔鏡下前立腺全摘術との比較検討） 8月23日
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52 迅令1-43 小児科/新生児科 実施計画 インヒビター陽性および陰性の血友病A患者におけるEccizumabによる治療経験 8月23日

53 迅令1-44 小児科/新生児科 実施計画 小児免疫性血小板減少症（ITP)および白血病患者における臨床症状の比較検討 8月23日

54 迅令1-45 看護部 実施計画
小児期から成人期への移行を見据えた移行期医療看護支援モデルの構築
－移行期医療に対する患児と保護者の思い－

8月23日

55 迅令1-46 薬剤部 実施計画 経口抗がん薬服用患者に対する薬剤師外来における現状と今後の課題 8月23日

56 迅令1-47 小児科 実施計画 疾病診断目的で「先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査を行う研究」へ参加すること 9月4日

57 迅令1-48 胸部外科 出版公表原稿
CoronaryArteryBypassSupported by Modified　ExtracorporealMembraneOxygenation to ObtainSteadyAnastomosis and
LessInvasiveness

10月4日

58 迅令1-49 脳神経外科 実施計画 「脊髄損傷発生状況の全国調査」への協力 10月4日

59 29-2（経1） 血液内科 有害事象 報告
未治療多発性骨髄腫に対する新規薬剤を用いた寛解導入療法、自家末梢血幹細胞移植、地固め・維持療法の有効性と安全
性を確認する第Ⅱ相臨床試験　～JSCT　MM16～

10月4日

60 迅令1-50 胸部外科 実施計画 ８０才以上高齢者急性A型解離手術症例の検討 10月4日

61 迅令1-51 呼吸器内科 実施計画 血清IgG4高値で肺組織にIgG4陽性細胞浸潤を認めたびまん性肺疾患の臨床・画像・病理所見の検討 10月4日

62 迅令1-52 看護部 出版公表原稿 離床CATCHコール減少の確立に向けての取り組み 10月4日

63 迅令1-53 消化器内科 実施計画 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 10月4日

64 29-5(変1） 呼吸器内科 実施計画 （変更）
本邦における急性Ⅰ型呼吸不全に対する非侵襲的人工呼吸器(NPPV)と高流量鼻ｶﾆｭﾗ酸素療法(HFNC)の多施設ﾗﾝﾀﾞﾑ化比
較試験

10月4日

65 迅令1-54 外科 実施計画 当院における切除不能進行・再発胃癌に対するNivolumab投与症例の検討 10月4日

66 迅令1-55 放射線技術課 実施計画 バスキュラーアクセスの画像評価における3DCTの撮影パラメータが及ぼす影響についての後方視的研究 10月4日

67 迅令1-56 呼吸器内科 実施計画
切除不能局所進行期（Ⅲ期）非小細胞肺癌に対する化学放射線療法完遂後のデュルバルマブ（MEDI4736）維持療法の第Ⅱ相
試験

10月4日

68 迅30-21（変1） 呼吸器内科 実施計画 （変更）
「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)集積症例を対象とした、遺伝素因に関連す
るﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの研究（NEJ036A)

10月4日

69 迅令1-57 看護部 実施計画 糖尿病看護認定看護師が行った糖尿病患者に対するフットケア療養支援の体験を語ることについて 10月4日

70 迅令1-58 看護部 実施計画 フライトナース志望者の認識と意欲に関する意識調査 10月4日

71 迅令1-59
小児科・新生児科

看護部
実施計画 騒音可視化装置（色相騒音計）導入による騒音低減効果およびスタッフの意識変化の確認 10月4日

72 迅令1-60 血液内科 実施計画
日本における真性多血症および本態性血小板血症患者の臨床像、生命予後およびイベントリスクに関する多施設後方視的研
究

10月4日

73 迅令1-61 糖尿病・代謝内科 実施計画 サルコペニア合併高齢糖尿病患者に対する多面的治療のADL及び骨格筋への影響 11月15日

74 迅令1-62 薬剤部 実施計画 アルコール擦式消毒剤使用頻度と手指皮膚水分量の関係 11月15日

75 迅令1-63 薬剤部 実施計画 抗菌薬適正使用支援チームの抗菌薬への介入状況と抗菌薬開始日の曜日における処方割合 11月15日

76 迅令1-64 薬剤部 実施計画 バロキサビルマルボキシル発売後の抗インフルエンザ薬の処方割合の変化について 11月15日

77 迅令1-65 呼吸器内科 実施計画
EGFR遺伝子変異陽性切除不能な進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブ+ベバシズマブ+カルボプ
ラチン+パクリタキセル（ABCP）療法の多施設共同前向き観察研究

11月15日

78 迅令1-66 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢糖尿病患者における糖尿病網膜症をふまえた視力問題と社会的孤立と閉じこもり傾向の関連性の検討 11月15日

79 迅令1-67 胸部外科
出版公表

原稿 日本血管外科学会雑誌への症例報告の投稿 11月15日

80 迅令1-68 看護部 実施計画 高齢透析導入期患者の退院支援において病棟看護師が感じる困難 11月15日

81 迅令1-69 消化器内科 実施計画 胃ESD非治癒切除症例に対する新規追加治療としてのS-1内服療法の安全性と有効性に関する探索的検討 11月15日

82 迅令1-70 歯科口腔外科 実施計画 当院におけるがん化学療法，放射線療法による嗅覚障害と食事への影響について 11月15日

83 迅令1-71 消化器内科 実施計画 超高齢者（90歳以上）の総胆管結石を完全排石することは生命予後の延長に寄与するか？ 11月15日

84 迅令1-20（変1） 呼吸器内科
実施計画
（変更）

切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者に対するアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究：（Ｊ－ＴAIL)におけるバイオ
マーカー探索研究

11月15日

85 迅令1-72 産婦人科 実施計画 HIV感染妊婦に関する臨床情報の集積と解析およびデータベースの更新 11月15日

86 迅令1-56（変1） 呼吸器内科 実施計画
（変更）

切除不能局所進行（Ⅲ期）非小細胞肺癌に対する化学放射線療法完遂直後のデュルバルマブ（MEDI4736）維持療法の第Ⅱ相
試験（TORG1937）

12月6日

87 迅令1-73 整形外科 実施計画 日本における大腿骨近位部骨折の適正治療を目指したグローバルデータベースの作成 12月6日

88 迅令1-74 看護部 実施計画 A病院における慢性心不全看護認定看護師の活動の現状と課題 12月6日

89 迅令1-75 消化器内科 実施計画 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベースの構築への既存情報の提供 12月6日

90 迅令1-76 リハビリテーション課 実施計画 急性脳症後に嚥下障害を呈した女児の経過 12月6日

91 迅令1-77 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢者糖尿病患者における社会的孤立、閉じこもり頻度の調査、及び高次生活機能との関連性 12月6日

92 迅令1-78 看護部 実施計画 ペン型インスリン注入器の使用実態と針刺し事故の要因 12月6日

93 迅令1-79 薬剤部 実施計画 心不全入院患者の糖尿病有病割合と使用薬剤の調査 12月6日

94 迅令1-80 歯科口腔外科 実施計画 口腔ケアチームラウンドに関する病棟看護師へのアンケート 12月6日

95 迅令1-81 事務部 実施計画 「オープンカンファレンス利用実態調査」への協力 12月6日

96 迅令1-82 整形外科 実施計画 出版、論文発表 人工関節置換術後に抜去された人工関節インプラントの解析 1月17日

97 迅令1-83 糖尿病・代謝内科 実施計画 高齢者糖尿病患者における社会的孤立及び閉じこもり関連因子の検索 1月17日

98 迅令1-84 薬剤部 実施計画 腎細胞癌におけるニボルマブ・イピリムマブ併用療法の免疫関連有害事象に関する実態調査 1月17日

99 迅令1-85 看護部 実施計画 出版公表原稿 対象施設における職員の倫理問題への意識及び倫理的課題への取り組みの変化 1月17日

100 迅令1-86 外科 実施計画 乳癌手術における術中胸筋神経ブロックの検討 1月17日

101 迅令1-56（変2） 呼吸器内科
実施計画
（変更）

切除不能局所進行（Ⅲ期）非小細胞肺癌に対する化学放射線療法完遂直後のデュルバルマブ（MEDI4736）維持療法の第Ⅱ相試験（TORG1937） 2月14日

102 迅令1-87 泌尿器科 実施計画 筋層浸潤性膀胱癌に対するTUR+全身化学療法による膀胱温存療法の有効性の検討 2月14日
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103 迅令1-88 呼吸器内科 実施計画 プラチナ製剤と免疫チェックポイント阻害剤を含む化学療法後の非小細胞肺癌患者を対象としたドセタキセル・ラムシルマブ併用療法の第Ⅱ相試験 2月14日

104 迅令1-89 小児科 実施計画 疾病診断目的で「自己免疫介在性脳炎・脳症に関する多施設共同研究201705」へ参加すること 2月14日

105 迅令1-90 放射線診断科 実施計画 大動脈・動脈疾患に対するステントグラフト内挿術の有用性の検討 2月14日

106 迅令1-91 放射線診断科 出版公表 原稿 Remodeling of aorta after thoracic endovascular aortic repair for aortic dissection 2月14日

107 迅令1-92 放射線診断科 出版公表 原稿 Parallel placement of Excluder legs for the treatment of aortoiliac aneurysm with a narrow access route 2月14日

108 迅令1-93 看護部 実施計画 ストッパー付酸素ボンベカート使用時の看護アセスメントの実態調査 2月14日

109 迅令1-94 小児科 実施計画 「腸管出血性大腸菌感染症に続発する溶血性尿毒症症候群の発症・予後規定因子を検討する症例対照研究」への協力（データ提供）について 2月14日

110 迅令1-95 泌尿器科 実施計画 前立腺癌疑い患者に対する前立腺生検検査の適応についての検討 3月6日

111 迅令1-96 脳神経内科 実施計画 発症時間不明の静注血栓溶解療法の検討 3月6日

112 迅令1-97 小児科 実施計画 疾病診断目的でE1αサブユニット遺伝子解析の検査を行うこと 3月6日

113 迅令1-98 小児科 実施計画 疾病診断目的で「トキソプラズマ症における診断法の開発法およびトキソプラズマ分子系統解析」へ参加すること 3月6日

114 迅令1-99 整形外科 実施計画 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 3月6日

115 迅令1-100 看護部 出版公表 原稿 「認知症看護における看護師の思いに焦点を当てた文献検討」 3月6日

116 迅令1-101 歯科口腔外科 実施計画 移植患者における口腔ケア介入の効果の検討 3月6日

117 迅令1-102 薬剤部 実施計画 業務効率化を目的とした患者支援センターにおける業務調査 3月6日

118 迅令1-103 頭頚部・耳鼻咽喉科 実施計画 咽頭・喉頭・気管狭窄症疾患レジストリ構築研究 3月6日

119 迅令1-104 看護部 実施計画 A病院における看護師の手指衛生に関する組織風土調査 3月6日

120 迅29-90（変1） 血液内科 実施計画 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（SUPREMACY) 3月6日

121 迅令1-105 呼吸器内科 実施計画
上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性非扁平上皮非小細胞肺癌の初回治療におけるアファチニブからオシメルチニブ
への切替療法の無作為化第Ⅱ相試験（TORG1939/WJOG12919L)

3月6日

122 迅令1-106 小児科 実施計画 ２０１５年出生児を対象としたハイリスク新生児医療調査 3月19日
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