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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

R2.5.20 継続審議 研究協力者に、医師及びリハビリ職員を追加すること

２－１ Ｆ２－１ 診療部 小児科医師 若槻　雅敏
ＮＨＯネットワーク共同研究
稀少アレルゲンによるアナフィラキシーの実
態解明と診断法確立に関する研究

R2.5.20 承認 利益相反のみ審査

２－２ Ｆ２－２ 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（追加
申請）

R2.5.20 承認 

２－３ Ｆ２－３ 診療部 小児科医長 本村　知華子
実臨床での小児ダニ舌下免疫療法の継続
率および効果に関する調査

R2.5.20 承認 

２－４ Ｆ２－４ 診療部 小児科医長 本村　知華子
食物アレルギーによるアナフィラキシー入院
例の変化（2013年と2018年の比較）

R2.5.20 承認 

２－５ Ｆ２－５ 診療部 呼吸器内科医師 緖方　大聡
肺非結核性抗酸菌症症例における抗MAC
抗体測定の臨床的意義の検討

R2.5.20 承認 

２－６ Ｆ２－６ 診療部 小児科医長 松﨑　寛司
福岡県内におけるCoronavirus
Disease2019(COVID-19)未成年症例の検討

R2.5.20 承認 

２－７ Ｆ２－７ 看護部 看護師 筑紫　里美
頸部拘縮を伴う重症心身障害児に対する除
圧枕を用いたケアの効果　－耳内環境変化
の比較－

R2.5.20 条件付承認
ＣＯＩの全員分作成（４．は「説明同意の必要なし」に○）を
条件

２－８ Ｆ２－８ 看護部 看護師 金子　恵美

長期化する外出自粛が慢性疾患患者へ与
える影響調査
－長期化する休校が自宅での治療管理へ
与える影響の調査－

R2.5.20 承認 

２－９ Ｆ２－９ 看護部 看護師 下川　満美
長期化する外出自粛に伴う息切れ及び心
的変化の影響調査

R2.5.20 承認 

２－１０ Ｆ２－１０ 診療部 呼吸器科医師 野上　裕子
日本での遷延性慢性咳嗽患者における診
療実態に関する多施設共同前向き観察研
究

R2.6.17 承認 

２－１１ Ｆ２－１１ 看護部 看護師 新田　智大
サマーキャンプでアレルギー児から学んだ
こと

R2.6.17 条件付承認 オプトアウトの作成を条件

２－１２ Ｆ２－１２ 看護部 看護師 中尾　育未
デスカンファレンス導入による看護師の死
生観・看護観の変化について
－尺度を用いた実態調査－

R2.6.17 承認 

２－１３ Ｆ２－１３ 診療部 小児科医師 川野　聖明
データベースを用いた国内発症　小児
Coronavirus Disease 2019(COVID-19)症例
の臨床経過に関する検討

R2.6.17 承認 

２－１４ Ｆ２－１４ 診療部 リウマチ科医長 吉澤　滋
サリルマブ、バリシチニブを投与した患者を
対象とした後ろ向き観察研究

R2.6.17 承認 

２－１５ Ｆ２－１５ 診療部
アレルギー科科
長

杉山　晃子 成人のアレルギー疾患の疫学調査 R2.6.17 承認 

２－１６ Ｆ２－１６ 看護部 看護師 池田　奈央 大気汚染についての意識調査 R2.6.17 承認 

３１－４５ Ｆ３１－４５ 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

R2.6.17 承認 

２－１７ Ｆ２－１７ 臨床研究部 臨床研究部長 本荘　哲
5-7病棟におけるコロナウイルス感染症対
策の一環として血清を保存する研究

R2.6.17 承認 

２－１８ Ｆ２－１８ 診療部 内科医師 門脇　雅子

将来福岡病院で新型コロナウイルス感染症
が発生あるいは流行した時、ならびに免疫
保有状態の推移を確認する時に、抗体など
を測定しうるようにするための血清を保存す

R2.6.17 承認 

２－１９ Ｆ２－１９ 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 R2.6.4 承認 迅速

２－２０ Ｆ２－２０ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
ストレスに対する「Coroメンタルヘルス講座」
プログラムの有効性と安全性の検討（ストレ
ス耐性の向上，健康増進効果の検討）

R2.7.15 承認 

２－２１ Ｆ２－２１ 看護部 看護師 寺島　恵理香
当院小児病棟における初回喘息指導の効
果について
～患者家族へのアンケート調査～

R2.7.15 承認 

２－２２ 看護部 看護師 岩下　侑加
重症心身障害者（児）病棟に入院する患者
の骨折リスク要因と対策に関する看護師の
認識

R2.7.15 継続審議 アンケートの内容について、再検討すること

２－２３ Ｆ２－２３ 診療部 小児科医師 若槻　雅敏

Food protein induced enterocolitis
syndromeの診断における血清TARC値の有
用性を検討する多施設共同前向き症例対
照研究

R2.7.15 承認 

２－２４ Ｆ２－２４ 診療部 小児科医長 本村　知華子
アレルギー疾患などの慢性疾患児診療にお
ける院内虐待対応チーム（ＣＰＴ）活動の現
状

R2.7.15 承認 

２－２５ Ｆ２－２５ 診療部 小児科医長 本村　知華子
食物アレルギーによるアナフィラキシー入院
例の変化（2013年と2018年の比較）（再申
請）

R2.7.15 承認 

２－２６ Ｆ２－２６ 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

R2.8.19 承認 

２－２７ Ｆ２－２７ 診療部 皮膚科レジデント 木村　七絵
転移性皮膚腫瘍からの抽出液コントロール
不良例に対するMohs変法の実施

R2.8.19 条件付承認 説明及び同意書を見直すことが条件

２－２２ Ｆ２－２２ 看護部 看護師 岩下　侑加
重症心身障害者（児）病棟に入院する患者
の骨折リスク要因と対策に関する看護師の
認識

R2.8.19 承認 
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２－２８ Ｆ２－２８ 診療部 療育指導室長 工藤　麻由子
障害者虐待防止に関するセルフチェック
（2020年度）

R2.8.19 条件付承認
アンケートは無記名とし、通知を修正した上で、職員に実施
することが条件

２－２９ Ｆ２－２９ 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標準的がん医療
の推進－指標無くして評価なし：
unmet needs of equitable cancer medicine
for persons with sever motor and
intellectual disabilities and urgent needs for
data on the status quo

R2.8.19 承認 

２－３０ Ｆ２－３０ 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

R2.9.2 承認 迅速

２－３１ Ｆ２－３１ 診療部 心療内科医長 平本　哲哉
食物・薬剤アレルギーの背景にある緊張・ス
トレスについての研究

R2.9.16 承認 

２－３２ Ｆ２－３２ 診療部 小児科医長 本村　知華子
小児における新型コロナウイルス感染症の
家庭内感染のリスク因子の解析：多施設共
同観察研究

R2.9.16 承認 

２－３３ Ｆ２－３３ 診療部 統括診療部長 森脇　篤史

多分野合議による間質性肺炎診断に対す
る多施設共同前向き観察研究
Providing Multidisciplinary ILD diagnoses
(PROMISE) study

R2.9.16 承認 

２－３４ Ｆ２－３４ 診療部 統括診療部長 森脇　篤史

特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構
築とインタラクティブMDD診断システムを用
いた診断標準化に基づく疫学データの創出
―AI診断システムと新規バイオマーカーの
開発―

R2.9.16 承認 

２－３５ Ｆ２－３５ 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

R2.10.21 承認 

２－３６ Ｆ２－３６ 診療部
アレルギー科医
師

岸川　禮子 小麦アレルギーの遺伝子多型解析 R2.10.21 承認 

２－３７ Ｆ２－３７ 診療部 小児科医長 本村　知華子
小児喘息重症度分布と治療の経年推移に
関する多施設調査

R2.10.21 承認 

２－３８ Ｆ２－３８ 看護部 看護師 林　真紀子
コロナ禍で水泳教室が中止になったことが、
子どもと保護者に与える影響に関する調査

R2.11.18 承認 

２－３９ Ｆ２－３９ 看護部 看護師 松﨑　香南子
新型コロナウイルス感染症で入院が必要と
なった子どもに行ったプレパレーション4例
の検討

R2.11.18 承認 

２－４０ Ｆ２－４０ 診療部 小児科医長 本村　知華子
食物摂取ではなく、運動、寒冷誘発試験で
の尿中ロイコトリエン（ＬＴ）上昇があった運
動、寒冷によるアナフィラキシー症例

R2.11.18 承認 

２－４１ Ｆ２－４１ 診療部 小児科医長 松﨑　寛司
アレルギー疾患の多様性、生活実態を把握
するための疫学研究

R2.11.18 承認 

２－４２ Ｆ２－４２ 診療部 小児科医師 田場　直彦
喘息発作の全国サーベイランスを介した呼
吸器感染症の早期検出と流行把握の研究

R2.11.18 承認 

２－４３ Ｆ２－４３ 診療部
アレルギー科科
長

杉山　晃子
原発性肺胞低換気症候群の疑いに対する
遺伝子検査

R2.12.16 承認 

２－４４ Ｆ２－４４ 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

R3.1.20 承認 

２－４５ Ｆ２－４５ 診療部 小児科医長 本村　知華子
小児食物アレルギー児のQOLをその養育
者が回答する疾患特異的尺度を開発する
研究（追加申請3）

R3.2.17 承認 

２－４６ Ｆ２－４６ 診療部 小児科医師 川野　聖明
小児食物アレルギー児を持つ養育者の
QOLを評価する疾患特異的尺度を開発する
研究（追加申請3）

R3.2.17 承認 

２－４７ Ｆ２－４７ 診療部 小児科医師 沖　　剛
小児食物アレルギー児のQOLをその児本
人が回答する疾患特異的尺度を開発する
研究（追加申請3）

R3.2.17 承認 

２－４８ Ｆ２－４８ 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

R3.2.17 承認 

２－４９ Ｆ２－４９ 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

R3.3.17 承認 

２－５０ Ｆ２－５０ 診療部 小児科医長 本村　知華子
重症鶏卵アレルギーに対する経皮免疫療
法の有効性と安全性に関する研究

R3.3.17 承認 

２－５１ Ｆ２－５１ 診療部 小児科医長 本村　知華子
低年齢児（1-4歳）の通年性アレルギー性鼻
炎に対するダニ舌下免疫療法のランダム化
比較試験による有効性の検討

R3.3.17 承認 

２－５２ Ｆ２－５２ 診療部
アレルギー科科
長

杉山　晃子
プロテオミクス手法による各種アレルギー疾
患の要因解析

R3.3.17 承認 

２－５３ Ｆ２－５３ 看護部 看護師 金子　恵美
アレルギー疾患患者に対応する教職員やメ
ディカルスタッフに向けたE-Learning教材の
開発

R3.3.17 承認 

２－５４ Ｆ２－５４ 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

R3.3.17 承認 


