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３１－０１ Ｆ３１－０１ 診療部 院長 吉田　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

H31.4.17 承認 

３１－０２ Ｆ３１－０２ 診療部 ｱﾚﾙｷﾞｰ科医師 福嶋　健人
２重盲検法を用いた薬物負荷試験の有効性
について

H31.4.17 承認 内容的には承認。申請書類の一部文言修正。

３１－０３ Ｆ３１－０３ 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

R1.5.15 承認 

３１－０４ Ｆ３１－０４ 看護部 看護師 金子　恵美
食物アレルギーの児をもつ家族の災害時の
備えの実態

R1.6.19 条件付承認
・お願い文書に、当院での問い合わせ先を記載すること
・ＣＯＩ報告書のeメールアドレスを現在のものに修正すること

３１－０５ Ｆ３１－０５ 診療部 ｱﾚﾙｷﾞｰ科医師 岸川　禮子 小麦アレルギーの遺伝子多型解析 R1.6.19 条件付承認
・同意書、同意撤回書の宛名を当院責任者へ修正すること
・ＣＯＩ報告書の添付
・計画書の研究責任者を当院責任者へ修正すること

３１－０６ 診療部 副院長 上田　仁
宗教の教義により輸血を拒否する患者への
対応についてのガイドライン

R1.6.19 継続審議 R1.6.19では、結論出ず。次回に持ち越し。

３１－０６ 診療部 副院長 上田　仁
宗教の教義により輸血を拒否する患者への
対応についてのガイドライン

R1.7.17 継続審議 今回も、結論出ず。次回に持ち越し。

３１－０７ Ｆ３１－０７ 診療部 栄養管理室長 山本　貴博
施設間・地域連携が必要な疾患の急性期
（一般）病棟における栄養管理
～エビデンス構築のための全国調査～

R1.7.19 承認 H31.3.20初回承認分、研究協力者（他院）の追加のみ 迅速

３１－０８ Ｆ３１－０８ 診療部 栄養管理室長 山本　貴博
施設間・地域連携が必要な疾患の急性期
（一般）病棟における栄養管理
～エビデンス構築のための全国調査～

R1.8.1 承認 H31.3.20初回承認分、研究協力者（他院）の追加のみ 迅速

３１－０９ Ｆ３１－０９ 診療部 リウマチ科医長 吉澤　滋
ＮＨＯネットワーク研究
関節リウマチに対する分子標的薬治療にお
ける免疫学的寛解のマーカー探索

R1.8.21 承認 ＣＯＩのみ

３１－１０ Ｆ３１－１０ 診療部 栄養管理室長 山本　貴博
乳幼児における卵、乳、小麦アレルギーの寛
解する順番および特徴に関する研究

R1.8.21 承認 

３１－１１ Ｆ３１－１１ 診療部 栄養管理室長 山本　貴博
入院患者の入院時ＢＭＩと血清Ａｌｂ値を用い
た栄養状態の比較検討

R1.8.21 承認 

３１－１２ Ｆ３１－１２ 臨床研究部 臨床研究部長 本荘　哲
重症心身障害児者等における低下した嚥下
機能と誤嚥性肺炎などへの対応に関する研
究

R1.8.21 承認 

３１－０６ Ｆ３１－０６ 診療部 副院長 上田　仁
宗教の教義により輸血を拒否する患者への
対応についてのガイドライン

R1.8.21 承認 

３１－１３ Ｆ３１－１３ 看護部 看護師 金子　恵美

福岡県委託事業福岡病院アレルギーセン
ター「アレルギー疾患研究会」の評価及び参
加者のアレルギー患者へのかかわりの現状
を知るアンケート調査

R1.9.18 条件付承認
アンケートの２．（４）回答番号修正、２．（５）⑧の脱字“導”の
修正を条件

３１－１４ Ｆ３１－１４ 看護部 看護師 金子　恵美
アトピー性皮膚炎をもつ学童のセルフケア獲
得に関連する要因の検討

R1.9.18 承認 
研究計画書に協力施設の追記、データ廃棄時期の修正、ア
ンケートに目的追記が必要のため保留
９／２０迅速審査にて承認

迅速

３１－１５ Ｆ３１－１５ 診療部 小児科医長 松﨑　寛司
小児の喘息患者における肺機能の経時的変
化パターンの解析

R1.10.16 承認 

３１－１６ Ｆ３１－１６ 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

R1.10.16 承認 

３１－１７ Ｆ３１－１７ 看護部 看護師 濱田　美穂
小児看護学実習における実習指導評価に関
するアンケート調査

R1.10.16 条件付承認
「看護学生のみなさんへ」用紙に学会発表に関する文章を追
加すること

３１－１８ Ｆ３１－１８ 診療部 リウマチ科医長 吉澤　滋 HLA-B２７検査データプログラム R1.10.16 条件付承認 患者への説明書を作成することが条件

３１－１９ Ｆ３１－１９ 診療部 ｱﾚﾙｷﾞｰ科医師 杉山　晃子
アレルギー疾患におけるアンケート調査につ
いて

R1.10.16 承認 

３１－２０ Ｆ３１－２０ 診療部 ｱﾚﾙｷﾞｰ科医師 杉山　晃子 成人のアレルギー疾患の疫学調査 R1.10.16 承認 

３１－２１ Ｆ３１－２１ 看護部 看護師長 井上　真巳
ACTyナースVer.２　看護職員能力開発プロ
グラム導入における当院での取り組みにつ
いて

R1.10.16 承認 

３１－２２ Ｆ３１－２２ 看護部 看護師長 大津　美砂
当院における職務満足度の現状
－自己効力感を高めるための支援の検討－

R1.11.20 条件付承認 アンケートの職位の項目を削除すること

３１－２３ Ｆ３１－２３ 看護部 看護師 末藤　明穂
看護師によるエピペンをもつ患者への症状
対応を含む自立支援とシステムづくり

R1.11.20 承認 

３１－２４ Ｆ３１－２４ 看護部 看護師 林　真紀子 福岡市私立幼稚園でのアレルギー調査 R1.11.20 承認 

３１－２５ Ｆ３１－２５ 診療部 特別診療役 小田嶋　博 気温低下と小児呼気性喘鳴に関する研究 R1.11.20 承認 

３１－２６ Ｆ３１－２６ 診療部 ｱﾚﾙｷﾞｰ科医師 杉山　晃子
全身療法を行うアトピー性皮膚炎患者を対
象とした治療効果に関する観察研究

R1.11.20 承認 

３１－２７ Ｆ３１－２７ 放射線科
主任診療放射線
技師

村岡　亜友美
小児一般撮影における標準化の取り組み～
診療放射線技師のpreparation～

R1.12.18 承認 

３１－２８ Ｆ３１－２８ 臨床検査科 臨床検査技師 三浦　悠太郎 好酸球の日内変動に関する研究 R1.12.18 承認 

３１－２９ Ｆ３１－２９ 臨床研究部 臨床研究部長 本荘　哲
重症心身障害児者における、体組成（除脂
肪体重など）及び血清カルニチン濃度と、感
染症及びがん罹患との関係

R1.12.18 承認 



【令和元年度　倫理審査委員会審議事項一覧】
受付番号 承認番号 所属 役職 研究責任者 課題名 委員会開催日 決定区分 理由 備　　考

３１－３０ Ｆ３１－３０ 診療部 副院長 上田　仁
身寄りのない患者の医療行為に関する説明
同意について

R2.1.15 承認 

R1.12.18取り扱いルール
説明（未裁定）
実例報告（承認）
R2.1.15承認

３１－３１ Ｆ３１－３１ 診療部 小児科医長 本村　知華子
重症小児ぜん息の成人期長期予後に関する
研究

R1.12.18 条件付承認
問い合わせ先を医長ほかとすること。
謝礼がQUOカードで交通費込みであることが明確になるよう
修正すること。

３１－３２ Ｆ３１－３２ 臨床研究部 臨床検査技師 小島　薫
臨床におけるガ（蛾）特異的ＩｇＥ感作の現状
と背景

R2.1.15 承認 

３１－３３ Ｆ３１－３３ 診療部 リウマチ科医長 吉澤　滋

メトトレキサート(MTX)関連リンパ増殖性疾患
の遺伝子変異プロファイルの解析
NHOﾈｯﾄﾜｰｸ共同研究(採択番号H31-
NHO(他共)-02)

R2.1.15 承認 利益相反のみ審査

３１－３４ Ｆ３１－３４ 診療部 リウマチ科医長 吉澤　滋 HLA-B２７検査データプログラム R2.1.15 条件付承認
患者が希望した場合には適切な遺伝子カウンセリング実施
施設を紹介すること。

３１－３５ Ｆ３１－３５ 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

R2.1.15 承認 

３１－３６ Ｆ３１－３６ 看護部 看護師 金子　恵美
慢性疾患児の自立に向けた療養支援のため
の看護実践パフォーマンス向上学習支援プ
ログラムの開発と評価

R2.2.19 承認 

３１－３７ Ｆ３１－３７ 診療部 小児科医長 本村　知華子

食物アレルギーの移行期医療におけるアン
メットニーズの把握と解決に向けた研究
厚生労働科学研究費補助金（免疫・アレル
ギー）

R2.2.19 承認 利益相反のみ審査

３１－３８ Ｆ３１－３８ 診療部 小児科医長 本村　知華子

国立病院機構小児科における定期的小児ア
レルギーチーム派遣が食物アレルギー診療
に与えるインパクトの検討
NHOﾈｯﾄﾜｰｸ共同研究(採択番号H31-
NHO(小産)-03)

R2.2.19 承認 利益相反のみ審査

３１－３９ Ｆ３１－３９ 臨床検査科 臨床検査技師 三浦　悠太郎

当院におけるダニ特異的IgE抗体測定と好酸
球，FeNO，総IgE値との関係
－成人のアレルギー性呼吸器疾患における
検査の意義－

R2.2.19 条件付承認
オプトアウトを作成すること
データの保存期間を一定期間定めること

３１－４０ Ｆ３１－４０ 看護部 副看護師長 大重　佑士
骨折リスクの高い重症心身障害者の安全な
ケアの統一
～チーム医療を通して～

R2.2.19 承認 

３１－４１ Ｆ３１－４１ 診療部 内科医師 門脇　雅子
日本におけるノカルジア症の臨床的疫学と感
受性に関する後方視的研究

R2.2.17 承認 迅速

３１－４２ Ｆ３１－４２ 看護部 看護師 古賀　智美
前傾側臥位により呼吸が安楽になるための
取り組み
－前傾側臥位による姿勢ケアを通して－

R2.3.6 承認 

３１－４３ Ｆ３１－４３ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉

ストレス関連疾患に対する「Ｃｏｒｏマインドフ
ルネス」プログラムの有用性と安全性の検討
（ストレス耐性の向上，健康増進効果の検
討）

R2.3.18 承認 

３１－４４ Ｆ３１－４４ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
ストレスに対する「Ｃｏｒｏマインドフルネス」プ
ログラムの有用性と安全性の検討（ストレス
耐性の向上，健康増進効果の検討）

R2.3.18 承認 

３１－４５ 看護部 看護師 山口　暢彦
重症心身障害児（者）に対する徒手的呼気介
助の効果について

R2.3.18 継続審議

3/18 実施時期の再検討及び説明書に実施することのメリッ
ト・デメリット、実施しないことのメリット・デメリットの記載、マ
スクを当てる絵を図に追加し再度申請してもらうこととなっ
た。

３１－４６ Ｆ３１－４６ 診療部 呼吸器内科医長 大塚　淳司
抗好中球細胞質抗体(ANCA)陽性間質性肺
炎の臨床像を検討し、特発性間質性肺炎と
の相違点を明らかにする

R2.3.18 条件付承認
オプトアウトの作成とＣＯＩの全員分作成（４．は「説明同意の
必要なし」に○）を条件

３１－４７ Ｆ３１－４７ 診療部 呼吸器内科医長 大塚　淳司
関節リウマチ合併間質性肺炎症例における
急性増悪の頻度・予後を検討する

R2.3.18 条件付承認
オプトアウトの作成とＣＯＩの全員分作成（４．は「説明同意の
必要なし」に○）を条件

３１－４８ Ｆ３１－４８ 診療部 呼吸器内科医長 大塚　淳司
関節リウマチ合併間質性肺炎の直接死因の
検討

R2.3.18 条件付承認
オプトアウトの作成とＣＯＩの全員分作成（４．は「説明同意の
必要なし」に○）を条件

３１－４９ Ｆ３１－４９ 診療部 呼吸器内科医長 大塚　淳司
膠原病関連器質化肺炎再燃例の臨床的検
討

R2.3.18 条件付承認
オプトアウトの作成とＣＯＩの全員分作成（４．は「説明同意の
必要なし」に○）を条件

３１－５０ Ｆ３１－５０ 看護部 看護師 外垣　彩子
地域包括ケア病棟における看護師の退院支
援の現状と課題

R2.3.18 条件付承認
ＣＯＩの全員分作成（４．は「無」に○）、同意書の宛名修正、
破棄するのは録音のみであることの明確化、対象者が当該
病棟１年以上の経験者であることの明記を条件

３１－５１ Ｆ３１－５１ 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

R2.3.18 承認 

３１－５２ 看護部 看護師 林　真紀子 チーム医療の中でのプレパレーション R2.3.18 継続審議

研究期間を症例数もしくは期間を延ばして設定すること、ど
の患者のアンケートなのかわかるようにすること、説明書の
専門用語をわかりやすい言葉に修正することとし、後日書類
決裁にて承認することとなった。


