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2019年4月5日 2019001 右冠動脈瘻を有する新生児における心不全と冠状虚血 小児科 沖　潤一

2019年5月28日 2019002 サムスカ使用症例における予後改善指標の解析 循環器科 貴田岡　享

2019年6月4日 2019003
肩腱板断裂術後装具固定期間による機能改善に
差はあるのか

理学療法技術科 神長　翔

2019年6月4日 2019004
腰椎正面撮影におけるＥｘｐｏｓｕｒｅ　Ｉｎｄｅｘの
均一化の試み

放射線技術科 矢部　知絵実

2019年6月4日 2019005 Ｈ．ｐｙｌｏｒｉの除菌後の経年変化 放射線技術科 南　将豊

2019年6月4日 2019006 心エコーと心臓ＣＴにおける大動脈弁狭窄症の評価 放射線技術科 最上　美和

2019年6月4日 2019007
水晶体線量計を用いた心臓カテーテル検査従事者における
水晶体被曝に関する検討

放射線技術科 小見山　聡史

2019年6月5日 2019008
北海道における未治療多発性骨髄腫症例の
実態調査に関する研究

血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2019年6月5日 2019009
急性白血病における遺伝子変異と治療反応性
・白血病発症機序の解明

血液・腫瘍内科 佐藤　一也

2019年5月27日 2019010
慢性維持透析患者におけるレストレスレッグス症候群に
対する透析条件変更について

臨床工学技術科 森　駿介

2019年6月1日 2019011 血流量自動計測搭載型超音波画像診断装置の有用性 臨床工学技術科 森久保　忍

2019年6月14日 2019012
がんの親をもつ児童生徒の支援と
がん教育導入についての現状と課題

総合相談センター 今野　なぎさ

2019年6月25日 2019013
北海道における新生児のビタミンＤ欠乏状況と
ビタミンＤ補充の効果

小児科 野原　史勝

2019年7月2日 2019014
胃癌術後患者の体重減少率と治療経過からみる
栄養士の関わりについての検討

栄養科 松木　郁絵

2019年7月2日 2019015 看護師を対象としたアラカルト食に関するアンケート調査 栄養科 常見　奈央

2019年7月17日 2019016
ロボット支援下腎部分切除術時の褥瘡予防にベビーズ
マットレスを使用した除圧具の工夫と耐圧の検証

看護部 本田　大

2019年7月17日 2019017 単身入室で手術を受ける学童期の不安軽減への関わり 看護部 今野　那美

2019年7月17日 2019018 がん性疼痛のある患者の自宅退院を実現するための関わり 看護部 菅原　眞子

2019年7月17日 2019019 集中治療を受ける患者家族への看護介入 看護部 岡田　真依

2019年7月17日 2019020 生命の危機的状況にある患者家族への看護介入 看護部 上村　咲奈
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2019年7月17日 2019021 主体的で満足度の高い分娩に臨めるようにする関わり 看護部 本舘　真帆

2019年7月17日 2019022 癌性疼痛のある患者へのケア 看護部 嶋宮　萌子

2019年7月17日 2019023 意思決定を支える看護師の役割 看護部 松崎　はるか

2019年7月17日 2019024
認知症をもつがん患者の治療方針選択に関する
家族への支援

看護部 今野　雄介

2019年7月17日 2019025 がん患者のギアチェンジに向けての看護 看護部 前田　愛美

2019年7月17日 2019026
頸椎装具装着中の患者の思いに沿った排泄動作の
自立に向けた援助

看護部 山田　夏生

2019年7月17日 2019027 下肢骨折患者の再歩行獲得に向けた意欲を高める関わり 看護部 小泉　明日香

2019年7月17日 2019028
整形外科急性期病棟における骨折のある
認知症患者への関わり

看護部 澤田　あやの

2019年7月17日 2019029
マジックベッドを使用した砕石位の腹腔鏡下手術を受ける
患者に対する術前加温の効果

看護部 加藤　未祐

2019年7月17日 2019030 教材を用いた減酒支援への取り組み 看護部 佐藤　瞳

2019年7月17日 2019031
フレイル、サルコペニア状態にある透析患者の
ＡＤＬ・ＱＯＬ維持を目指して

看護部 海老名　麻衣

2019年7月17日 2019032
再発乳がん患者の緩和ケアとしての
臨床アロマトリートメント効果

看護部 前田　みさ

2019年7月17日 2019033 ロボット支援下前立腺全摘術患者の尿失禁に対する思い 看護部 和田　亜唯

2019年7月17日 2019034 緩和ケア病棟におけるせん妄看護の基準化への取り組み 看護部 阿部　一美

2019年7月17日 2019035
婦人科がん術後患者のリンパ浮腫セルフケア継続を
阻害する因子の検討

看護部 志賀　麻美

2019年7月17日 2019036 外来化学療法へ移行する消化器がん患者が抱える不安 看護部
森　由紀子
下田　亜沙佳

2019年7月17日 2019037
初回化学療法を受ける乳がん患者がオリエンテーション時に
看護師にどのような支援を望むのか

看護部 宮武　聡美

2019年7月17日 2019038
患者・看護師へのアンケートによる
入院支援業務の実態と課題

看護部
安井　美香
大平　亜紀子

2019年7月22日 2019039
鏡視下子宮悪性腫瘍手術におけるＩＣＧ蛍光法を用いた
センチネルリンパ節の同定：探索的研究

産婦人科 小田切　哲二

2019年7月30日 2019040
肝予備機能評価分類の違いによる肝細胞がんにおける
レンバチニブの副作用調査

薬剤部 東　修司
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2019年7月31日 2019041 小児病棟に入院する子どもに付き添う父親の思い 看護部 原田　芹奈

2019年7月31日 2019042 双胎パンフレットを用いた育児イメージ習得にむけた支援 看護部 澁谷　有加

2019年7月31日 2019043 生活習慣病の壮年期患者への看護 看護部 砂金　里佳

2019年7月31日 2019044 心不全患者へのニードに合った生活指導 看護部 髙橋　寛光

2019年7月31日 2019045 小児の術前訪問での不安軽減の効果 看護部 荒木　玲奈

2019年7月31日 2019046
ＮＩＣＵからＧＣＵへ転棟する母親への
オリエンテーションの効果

看護部 小笠原 早歩

2019年7月31日 2019047
ロボット支援下前立腺全摘術を受ける患者に
腹部エコーを用いた骨盤底筋体操指導の有効性（第２報）

看護部 東川　未季

2019年7月31日 2019048
血液内科・呼吸器内科混合病棟における
看護師の患者への手洗い指導に対する実態調査

看護部 藤田　奈々

2019年7月31日 2019049 大腸内視鏡検査における患者満足度の実態 看護部 荒木関 桂子

2019年8月2日 2019050
未受診妊婦の事例から今後の周産期母子支援体制に
ついての検討

総合相談センター 平林　香織

2019年8月2日 2019051
Ａ病院のＭＳＷ退院調整業務における
退院調整看護師との協働による効果

総合相談センター 木谷　靖典

2019年10月1日 2019052 放射線治療データ他施設連携機能評価 放射線技術科 鈴木　優司

2019年8月16日 2019053 母子入院における小児病棟看護師の役割遂行の現状と課題 看護部 小柳　聡美

2019年8月16日 2019054 婦人科癌患者の診断から治療開始時の意思決定支援 看護部 北川　あすか

2019年8月16日 2019055
ＮＩＣＵ及びＧＣＵに入院した早産低出生体重児の父親の体
験

看護部 武田　誉史

2019年8月16日 2019056
治療内容を変更しながら化学療法を継続する
進行肺がん患者の思い

看護部 西本　成沙

2019年8月16日 2019057
環境の変化によってせん妄や精神症状を来すリスクのある
高齢者へのアプローチを考える

看護部 玉井　未来

2019年8月16日 2019058 リーダー導入前看護師が抱える不安軽減に向けた関わり 看護部 金児　さゆり

2019年9月3日 2019059
新生児低酸素性虚血性脳症の生物学的マーカーの
臨床応用に向けた研究

小児科 土田　悦司

2019年9月12日 2019060 ＮＩＣＵにおけるＬＥＤ光線療法中の体温管理の検討 看護部 三浦　久実



旭川厚生病院　倫理委員会承認事項

＜２０１９年度＞

承認年月日 承認番号 研究等の名称 部署 実施責任者

2019年9月19日 2019061
病原体ゲノミクスを基盤とした病原体検索システムの
利活用に係る研究

臨床検査技術科 尾崎　さゆ里

2019年10月3日 2019062 ロボット支援下腎盂形成術の保険外手術 泌尿器科 石崎　淳司

2019年11月11日 2019063

資格要件を満たす日本人専門家により施行された慢性完全閉塞病変（CTO）に
対する経皮的冠動脈
インターベンション（PCI）のレジストリー
※№２０１７０７１の一部変更

循環器科 鈴木　孝英

2019年11月11日 2019064
複雑病変を有する冠動脈をゾタロリムス溶出ステントで
治療した症例の複数施設による登録研究

循環器科 鈴木　孝英

2019年11月11日 2019065
非弁膜症性心房細動を合併する冠動脈インターベンション
施行患者の経口抗凝固薬と抗血小板薬の至適併用療法

循環器科 鈴木　孝英

2019年11月27日 2019066 当院におけるミロガバリンの使用状況と安全性の検討 薬剤科 佐藤　智香

2019年11月27日 2019067 当院における４５歳以上の高年妊娠についての検討 産婦人科 中嶋　えりか

2019年12月10日 2019068
遊離核酸を用いた膵腫瘍の低侵襲診断
※№２９５３の一部変更

消化器科 河本　徹

2019年12月10日 2019069
進行肺がん患者の身体機能とＱＯＬの経時的変化
およびその関連性

理学療法技術科 島田　勝規

2019年12月27日 2019070 抗がん剤曝露の実態調査 薬剤科 中田　絵梨

2019年12月27日 2019071
レセプト及びＤＰＣデータを用いた心疾患における
医療の質に関する研究

循環器科 小川　裕二

2020年1月20日 2019072
移植チームで関わった造血幹細胞自家移植に対する
後方的評価

看護部 齋藤　謙太

2020年1月20日 2019073
手術室に入室してきた患者の体験から導き出す
より善い看護実践の検討

看護部 渡邊　幸裕

2020年4月1日 2019074 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 整形外科 川口　哲

2020年3月8日 2019075
新型コロナウィルス肺炎（COVID-19）患者に対する
ロピナビル・リトナビル治療の臨床的検討

呼吸器科 西垣　豊

2020年3月13日 2019076
新型コロナウィルス肺炎（COVID-19）患者に対する
シクレソニド吸入治療の臨床的検討

呼吸器科 西垣　豊

2020年3月23日 2019077
心血管疾患を有する大腸癌患者に対する腹腔鏡下大腸切除に
おける塞栓性合併症の発生リスクに関する検討

外科 赤羽　弘充

2020年3月23日 2019078 ネフローゼ症候群に対するミコフェノール酸モフェチル治療 小児科 高橋　弘典

2020年3月31日 2019079
当院でのロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術後の鼠経ヘルニ
ア発症例の検討

外科 武田　智宏
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2020年4月1日 2019080
冠動脈プラークの安定化に関するプラーク内微小血管の成熟
化とNinjurinlの役割

循環器科 鈴木　孝英


