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３－１ 看護部 看護師 金子　恵美
病院入所している重症心身障害児者への
臨床倫理コンサルテーションチームの効果

R3.4.21 継続審議 内容の再検討

３－２ Ｆ３－２ 診療部 小児科医長 本村　知華子
Vitamin Ｄによる乳幼児ＲＳウイルス感染症
後の反復性喘鳴抑制効果の多施設ランダ
ム化比較試験による検証

R3.4.21 承認 

３－３ Ｆ３－３ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
Asthma-COPD overlapにおける肺拡散能障
害の検討

R3.4.22 承認 迅速

３－４ Ｆ３－４ 診療部 院長 𠮷田　誠
日本における慢性閉塞性肺疾患の急性増
悪(AECOPD)の病因を評価することを目的と
した前向き疫学コホート研究

R3.5.19 承認 

３－５ Ｆ３－５ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
「行動」「コミュニケーション」技術の向上を目
的としたプログラムの検討

R3.6.16 承認 

３－６ Ｆ３－６ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
難治性肺Mycobacterium avium complex症
に対するアミカシンリポソーム吸入懸濁液の
実用性に関するレジストリ研究

R3.6.16 承認 

３－７ Ｆ３－７ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の実
態に関するレジストリ研究

R3.6.16 承認 

３－８ Ｆ３－８ 診療部 外科医師 豊川　剛二
人工知能 (AI)による最適な肺癌の免疫療法
効果予測モデルの確立

R3.6.16 承認 

３－９ Ｆ３－９ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の実
態に関するレジストリ研究：内蔵脂肪と重症
化の関連についての検討

R3.7.21 承認 

３－１ Ｆ３－１ 看護部 看護師 金子　恵美
病院入所している重症心身障害児者への
臨床倫理コンサルテーションチームの効果

R3.8.18 承認 

３－１０ Ｆ３－１０ 診療部 歯科医師 松本　吉洋
高齢化する障害者の歯科疾患に関する実
態調査

R3.8.18 承認 

３－１１ Ｆ３－１１ 診療部 院長 𠮷田　誠
日本における慢性閉塞性肺疾患の急性増
悪(AECOPD)の病因を評価することを目的と
した前向き疫学コホート研究

R3.9.15 承認 

３－１２ Ｆ３－１２ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
「ストレスの軽減」「リラクゼーション」技術の
取得を目的としたプログラムの検討

R3.9.15 承認 

３－１３ Ｆ３－１３ 看護部 副看護師長 池田　奈央 小児の転落事例の原因と転落防止対策 R3.9.15 承認 

３－１４ Ｆ３－１４ 看護部 看護師 下川　満美
コロナ禍における慢性呼吸不全患者・家族
指導の検討

R3.9.15 承認 

３－１５ Ｆ３－１５ 看護部 看護部長 堤　令子
新型コロナウイルス感染症の流行により、
在学中の学習活動や人的交流に影響を受
けた新卒看護師の社会人基礎力の現状

R3.9.15 承認 

３－１６ Ｆ３－１６ 臨床研究部 臨床研究部長 本荘　哲
重症心身障害者における新型コロナウイル
スワクチンの安全性に関する調査研究

R3.9.15 承認 

３－１７ Ｆ３－１７ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
新型コロナウイルス感染症後遺症に関する
長期追跡研究

R3.10.20 承認 

３－１８ Ｆ３－１８ 診療部
アレルギー科医
師

岸川　禮子
花粉アレルギー患者の全身症状に関する
研究

R3.10.20 承認 

３－１９ Ｆ３－１９ 臨床検査科 生理学主任 松本　いつか
Covid19におけるCCL17/TARCとその他重
症化マーカーおよびリスク因子との関連性
の検討

R3.11.17 承認 

３－２０ Ｆ３－２０ 診療部
アレルギー科科
長

杉山　晃子
アレルギー疾患がコロナワクチン接種に及
ぼす影響についての検討

R3.11.17 承認 

３－２１ Ｆ３－２１ 看護部 看護師 田中　祥子
家庭でのアレルギーのある小児ケア実態調
査

R3.12.15 承認 

３－２２ Ｆ３－２２ 薬剤部 製剤主任 永田　祐子
非小細胞癌に対する免疫チェックポイント阻
害剤とプラチナ製剤併用療法による免疫関
連有害事象のリスク因子解析

R3.12.15 承認 

３－２３ Ｆ３－２３ 診療部 呼吸器内科医長 石松　明子 肺副雑音の頸部呼吸音での解析 R3.12.15 承認 

３－２４ Ｆ３－２４ 診療部 心療内科医長 古川　智一
気管音AI解析アプリによる睡眠・無呼吸指
標と睡眠ポリグラフでの睡眠・無呼吸指標と
の相関についての検討

R3.12.15 承認 

３－２５ Ｆ３－２５ 看護部 看護師 小林　三希子

思春期にある脊髄性筋萎縮症患者への社
会的スキルの習得を目指した看護ケアの評
価－感情の動きで心拍数が変動する患者
への情動コントロールに向けた看護ケア－

R4.1.19 承認 

３－２６ Ｆ３－２６ 臨床研究部 医師 緖方　大聡
免疫アレルギー疾患対策に関する研究基
盤及び評価基盤の構築

R4.2.16 承認 

３－２７ Ｆ３－２７ 診療部
アレルギー科科
長

杉山　晃子
医薬品等添加物によるアレルギーに関する
アンケート調査

R4.2.16 承認 

３－２８ Ｆ３－２８ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
「呼吸困難」症状と疾患・ストレスについての
検討

R4.3.16 承認 

３－２９ Ｆ３－２９ 診療部
アレルギー科科
長

杉山　晃子 アレルゲンコンポーネント検査 R4.3.16 承認 
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３－３０ Ｆ３－３０ 診療部
アレルギー科医
師

岸川　禮子
花粉アレルギー患者の全身症状に関する
研究

R4.3.16 承認 

３－３１ Ｆ３－３１ 診療部 特別診療役 小田嶋　博

多環芳香族炭化水素類を含む粒子状物質
が関与する新しい慢性咳嗽疾患および皮膚
疾患に関する環境疫学的研究：長崎福江と
福岡における環境疫学研究

R4.3.16 承認 

３－３２ Ｆ３－３２ 看護部 看護師 林  真紀子
福岡県内児童福祉施設等職員へのアレル
ギー実態調査

R4.3.16 承認 

３－３３ Ｆ３－３３ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
Preserved ratio impaired spirometryにおけ
る肺拡散能障害の検討

R4.3.16 承認 


