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結果通知日 結果

296
プリセプター看護師への支援
　～自己効力感と経験学習～

看護局 看護師 田垣　美紀子 平成29年4月4日 迅速 平成29年5月16日 不承認

297 冠動脈狭窄病変の機能的評価における拡張期FFRの診断に関する研究 循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年4月10日 迅速 平成29年5月8日 承認

298
日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と
標準治療のランダム化比較試験（CHD－RCT）

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年4月10日 迅速 平成29年5月8日 承認

299
冠動脈ステント留置を行った心房細動患者に対する、抗血栓療法に関す
る検討（多施設共同研究）

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年4月28日 迅速 平成29年5月25日 承認

300
神経内視鏡手術、血腫除去用吸引管に接続するモノポーラーコード使用
について

脳神経外科 第二部長 林　重正 平成29年5月1日 委員会 平成29年5月25日 承認

301
大腸ESD後凝固症候群および遅発性穿孔の発症予防における内視鏡的潰
瘍縫縮術の有効性を検証するためのランダム化比較試験

消化器内科 第三部長 平田　慶和 平成29年5月1日 迅速 平成29年5月25日 保留

302 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向きレジストリー研究
血管外科・血
管内治療セン
ター

医長 玉井　宏明 平成29年5月1日 迅速 平成29年5月25日 承認

303 当院での肥満外科治療の導入について 外科 医長 會津　恵司 平成29年5月1日 委員会 平成29年5月25日 承認

304 Ａ病院におけるトリアージ実施場所の検証と今後の対策 救急部 看護師 立澤　宏真 平成29年5月10日 迅速 平成29年6月7日
条件付
承認

305 緊急対応の現状から考察するＡ病院の看護記録の問題点 救急部 看護師 河合　豊 平成29年5月18日 迅速 平成29年6月13日 承認

306
日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と
標準治療のランダム化比較試験（CHD－RCT）

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年5月29日 迅速 平成29年6月19日 承認

307 ロンサーフ（TFTD）使用症例の後ろ向き観察（コホート）研究 外科
副院長
部長

山口　竜三 平成29年5月31日 迅速 平成29年6月29日 承認

308 異所性妊娠におけるメトトレキセート治療について 産婦人科 第二部長 下村　裕司 平成29年6月1日 委員会 平成29年7月3日 承認

309 カルボプラチン脱感作療法について 産婦人科 第二部長 下村　裕司 平成29年6月1日 委員会 平成29年7月3日
条件付
承認

310 骨欠損部に対する同種骨移植について 整形外科 医長 村瀬　熱紀 平成29年6月2日 委員会 平成29年7月3日 承認

311
急性肺血栓塞栓症患者における慢性肺血栓塞栓症及び慢性血栓塞栓性肺
高血圧症発症に関する前向き観察

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年6月7日 迅速 平成29年6月29日 承認

312
大腸ESD後凝固症候群および遅発性穿孔の発症予防における内視鏡的潰
瘍縫縮術の有効性を検証するためのランダム化比較試験

消化器内科 第三部長 平田　慶和 平成29年6月9日 迅速 平成29年6月29日 承認

313 子宮平滑筋肉腫に対するＤＧ療法について 産婦人科 医師 田中　秀明 平成29年6月15日 委員会 平成29年7月3日 不承認

314 間質性肺炎の患者に対するシクロホスファミドの投与について 呼吸器内科 医長 野木森　健一 平成29年6月26日 委員会 － 非該当
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315
大動脈弁狭窄症を併存する慢性維持透析患者の予後に関する多施設共同
研究

腎臓内科 副院長 成瀬　友彦 平成29年7月3日 迅速 平成29年7月20日 承認

316
転倒症例におけるブロチゾラム、ゾルピデム酒石酸塩頓服割合の後ろ向
き観察研究

薬剤部 薬剤
科

薬剤師 小川　英也 平成29年7月4日 迅速 平成29年7月20日 承認

317
名古屋大学脳神経外科関連施設における頭部を含む多発性外傷症例の治
療成績の検討

脳神経外科 部長 桑山　直人 平成29年7月11日 迅速 平成29年7月20日
条件付
承認

318 デジタルサイネージを利用した看護職員の災害知識の変化について 救急部 看護師 立澤　宏真 平成29年7月11日 迅速 平成29年8月3日 保留

319
SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験
（PROTECT）

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年8月14日 迅速 平成29年9月7日 承認

320
外来化学療法患者の意思を尊重した合意形成と連携から、スムーズな在
宅療養・在宅看取りに至った一症例
～看護の役割機能・倫理・医療連携等６つの視点から～

放射線治療・
化学療法セン
ター

看護師 廣畑　加代子 平成29年8月17日 迅速 平成29年9月12日
条件付
承認

321 原発性十二指腸癌に対する化学療法XELOX（CapeOX療法）投与について 外科 医長 渡邊　真哉 平成29年9月11日 委員会 平成29年10月11日 保留

322
SGLT2阻害薬による動脈硬化予防の多施設共同ランダム化比較試験
（PROTECT）

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年9月11日 迅速 平成29年10月4日 承認

323 東海地区肺高血圧患者の前向き追跡研究 循環器内科 部長 小栗　光俊 平成29年9月11日 迅速 平成29年10月4日
条件付
承認

324 デジタルサイネージを利用した看護職員の災害対策に関する知識の変化 救急部 看護師 立澤　宏真 平成29年9月13日 迅速 －
取下げ
(申出)

325 薬薬連携における診療情報提供書の有用性に関する研究
薬剤部 薬剤
科

主任 田中　伸明 平成29年10月13日 非該当 平成29年10月25日 －

326
川崎病と発熱および頸部リンパ節腫大を伴う非川崎病疾患の頸部造影Ｃ
Ｔ画像の比較検討

放射線診断科 医師 真木　浩行 平成29年10月19日 委員会 平成29年12月4日 承認

327 多施設共同の遠位胆管癌に関する臨床病理学的検討 外科
副院長
部長

山口　竜三 平成29年10月27日 迅速 平成29年11月17日 承認

328
緩和ケアチームの看護師の精神科に相談を要する依頼内容の分析　－テ
キストマイニングの手法を用いた分析－

がん相談支援
センター

医師 長島　渉 平成29年11月17日 迅速 平成30年1月25日 承認

329 看護局倫理ボックスに投函された事例について 看護局 看護師長
森本　優子
柴田　美香

平成29年11月17日 委員会 － 取下げ

330 疫学調査「口腔がん登録」 歯科口腔外科 部長 丹下　和久 平成29年11月20日 迅速 平成29年12月8日
条件付
承認

331 血液凝固異常症全国調査 小児科 部長 河邊　太加志 平成29年12月7日 迅速 平成29年12月25日 承認

332
①わが国における小児死因究明制度の導入に関する後方視的研究
②小児死亡事例に関する登録・検証システムの確立に向けた実現可能性
の検証に関する全国版後方視的調査　愛知県分担研究

小児科 医師 足達　武憲 平成30年1月30日 迅速 平成30年2月19日 承認
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333
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
医務局長
部長

桑山　直人 平成30年1月30日 迅速 平成30年2月19日 承認

334
若手看護師の療養支援実践能力向上をめざして　～看護一元化からの取
り組み～

看護局（西７
病棟）

看護師 鈴木　香里 平成30年2月2日 非該当 平成30年2月28日 －

335 大腸治療内視鏡後合併症のリスク因子の検討 消化器内科 第三部長 平田　慶和 平成30年2月9日 委員会 平成30年4月11日 承認

336 胃粘膜下腫瘍の診断と治療法の検討 消化器内科 第三部長 平田　慶和 平成30年2月9日 委員会 平成30年4月11日 承認

337 緩和ケア病床における患者と家族の関係についての研究
がん相談支援
センター

医師 長島　渉 平成30年2月16日 迅速 平成30年3月13日 承認

338 CKD-JAC研究尿残サンプルを用いた尿淡白量再測定試験 腎臓内科 副院長 成瀬　友彦 平成30年2月22日 迅速 平成30年3月15日 承認

339 日本ＣＫＤコホート研究終了後の継続予後調査に関する研究 腎臓内科 副院長 成瀬　友彦 平成30年2月27日 迅速 平成30年3月15日 承認

340 手術台用髙弾性マットレスの有効性についての検証 中央手術部 看護師 照屋　寛和 平成30年3月6日 委員会 平成30年4月11日
条件付
承認

341 動脈用ステントの保険適応外使用について 外科
副院長
部長

山口　竜三 平成30年3月26日 委員会 平成30年4月11日 承認

342
カルシフィラキシスによる下腿潰瘍に対する、チオ硫酸ナトリウム点滴
静注療法

皮膚科 医長 古橋　卓也 平成30年3月26日 小委員会 平成30年4月13日 承認

343
日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における積極的脂質低下・降圧療法と
標準治療のランダム化比較試験（CHD－RCT）

循環器内科 部長 小栗　光俊 平成30年3月26日 迅速 平成30年4月24日 承認


