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第 100回福岡徳洲会病院倫理委員会 会議の記録の概要 

■開催日時：令和 3年 10月 27日（水） 18：00-18：30 

■開催場所：臨床試験センター会議室（Web会議システム併用） 

■委員の出欠（敬称略） 

  氏名 出欠 Web 氏名 出欠 Web 

委嘱 藤村 直美 出  〇 藤野 昭宏 欠  

居石 克夫 出 〇 田邉 宜克 欠  

植木 とみ子 出 〇 渕上 ふみ子 出 〇 

秋枝 恵美 出 〇    

院内 下村 英紀 

（委員長） 

欠  仲道 孝次 

（副委員長） 

出  

 海江田 令次 出 〇 片山 雄二 出 〇 

  松本 修一 出 〇 坂田 知子 出  

瀬上 希代子 出 〇 平川 雅章 出 〇 

飯開 哲也 出 〇 竹中 学 欠  

オブザーバー 乘富 智明 出  栗栖 雅幸 出  

※委員会開催中のWeb会議システムの接続状態：問題無し 

 

■議題 

1．福岡徳洲会病院倫理委員会規程 改訂について 

   

2． 前回審査のコメント回答 

 

3．軽微な変更報告 

該当課題なし 

 

4. 迅速審査 承認報告：5件 

課題番号 210802 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師 

申請者氏名 松浦 徹 

課題名 カルボプラチン投与量算出法の違いと血小板減少の関連性の検討 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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課題番号 210803 

申請者所属 職名 診療放射線科 診療放射線技師 

申請者氏名 鷹尾 祐一 

課題名 再構成方法の違いが CT－Angiographyの血管 CT値に与える影響 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

 

課題番号 210101 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者氏名 児玉 亘弘 

課題名 新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の長期合併症の実態把握と 

病態生理解明に向けた基盤研究 

判定 承認 

主な審議内容 研究計画書の変更：実施の可否 

 

 

課題番号 210901 

申請者所属 職名 リハビリテーション室 言語聴覚士 

申請者氏名 宇津井 悠可 

課題名 社会復帰に至った院外心肺停止患者の高次脳機能評価 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

 

課題番号 211001 

申請者所属 職名 外科 医長 

申請者氏名 内藤 滋俊 

課題名 肝腫瘍（良性、悪性［転移性含む］）に対する肝切除術の安全性と長期 

予後の検討 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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5．終了報告：2件 

課題番号 201101 

申請者所属 職名 臨床検査科 臨床検査技師 

申請者氏名 樋渡 梨乃 

課題名 体表とプローブの角度による Fibroscan○R の測定誤差の検討 

 

 

課題番号 280801 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師 

申請者氏名 後藤 貴央 

課題名 福岡県の大気中のリポポリサッカライドの濃度と気管支喘息の関係に 

関する研究 

 

 

 

6. 倫理指針適用範囲外審査：1件 

課題番号 ○外 2102 

申請者所属 職名 外科 医長 

申請者氏名 内藤 滋俊 

課題名 Papillary hyperplasia of the gallbradder dainosised as gallbradder  

Cancer a case report 

判定 承認 

主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 

 

 

 

7 本審査：5件   

課題番号 271004 

申請者所属 職名 人工関節・リウマチ外科センター センター長 

申請者氏名 長嶺 隆二 

課題名 リウマチ患者におけるメトトレキサート個別化療法の研究 

～メトトレキサートポリグルタメート(MXXPGs)の滑膜組織及び滑液、 

 血液中濃度と変動要因の検討～ 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、プロトコル改訂、同意説明文書改訂：継続の可否 
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課題番号 201002 

申請者所属 職名 人工関節・リウマチ外科センター センター長 

申請者氏名 長嶺 隆二 

課題名 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 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 

 

 

課題番号 201001 

申請者所属 職名 小児科 主任部長 

申請者氏名 平田 雅昭 

課題名 川崎病冠動脈瘤を予防するための急性期難治例予測診断キットの開発 

研究 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、プロトコル改訂、代諾者用同意説明文書改訂：継続の可否 

 

 

課題番号 201104 

申請者所属 職名 外科 院長 

申請者氏名 乘富 智明 

課題名 Machine learningを用いた CT画像解析による肝細胞癌の悪性度診断 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 

※審議の時は退室しています。 

 

課題番号 210401 

申請者所属 職名 循環器内科 部長  

申請者氏名 工藤 隆志 

課題名 ST上昇型心筋梗塞(STEMI)治療におけるバルーン前拡張時間に関する 

観察研究 

判定 承認 

主な審議内容 重篤な有害事象の発生報告：継続の可否 

 
  


