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第 103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 4年 6月 22日（水） 18：00-18：55 

■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 欠  

  坂田 知子 出 〇 瀬上 希代子 出  〇 

渡邊 裕之 出 〇 飯開 哲也 出 〇 

竹中 学 出 〇    

オブザーバー 乘富 智明 欠  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. 委員出欠確認・オンライン接続確認 

 

2．当院のオプトアウト、個人情報保護法改正について 

   

3．軽微な変更報告 ：1件 

課題番号 200601 

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の遺伝学的知見に基づいたCOVID19ワクチ

ンの開発と評価系の構築 

報告内容 研究者等の変更 
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4．迅速審査 承認報告：3件 

課題番号 220401 

申請者所属 職名 心臓血管外科 副院長 

申請者氏名 片山 雄二 

課題名 内視鏡下No Touch SVG採取の検討 

判定 承認 

主な審議内容 初回審査：実施の可否 

 

課題番号 220501 

申請者所属 職名 集中治療センター 部長 

申請者氏名 宮内 善豊 

課題名 心肺蘇生に伴う胸骨骨折と超音波検査法 

判定 承認 

主な審議内容 初回審査：実施の可否 

 

課題番号 220502 

申請者所属 職名 心臓血管外科 医長  

申請者氏名 野上 英次郎  

課題名 当院における急性A型乖離に対するNon-TAR術後の遠位大動脈への手

術介入 

判定 承認 

主な審議内容 初回審査：実施の可否 

 

5．終了報告：1件 

課題番号 301101 

申請者所属 職名 循環器内科 部長 

申請者氏名 小椋 裕司 

課題名 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リ

スクに関する前向き観察研究 

 

6．研究結果の公表報告：1件 

課題番号 270907 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者名 金山 泰成 

課題名 九州肝癌研究会、九州地域における肝癌発生状況に関する検討 
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7．倫理指針適用範囲外審査：1件 

課題番号 ○外 2201 

申請者所属 職名 臨床検査科 臨床検査技師 

申請者氏名 三浦 大輔 

課題名 鎌状靭帯から連続する脂肪性付属器の捻転 

判定 承認 

主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 

 

8．本審査：13件   

課題番号 270907 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者名 金山 泰成 

課題名 九州肝癌研究会、九州地域における肝癌発生状況に関する検討 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 

 

課題番号 210601 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者名 金山 泰成 

課題名 切除不能進行肝細胞癌に対する薬物療法および経肝動脈的治療に関す

る多施設共同前向き観察研究 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 

 

課題番号 210602 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者氏名 金山 泰成 

課題名 リアルワールドデータを用いた切除不能進行肝細胞癌に対する薬物療

法に関する多施設共同後向き観察研究 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 
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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 実施計画書の改訂、同意説明文書の追加：継続の可否 

 

 

 

 

課題番号 200403 

申請者所属 職名 脳神経外科 医長 

申請者氏名 黒木 亮太 

課題名 脳神経血管内治療に関する多施設共同研究 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 

課題番号 200602 

申請者所属 職名 脳神経外科 医長 

申請者氏名 黒木 亮太 

課題名 脳卒中患者の長期予後追跡のための QOLデータ収集システムの開発 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 

課題番号 200701 

申請者所属 職名 脳神経外科 部長 

申請者氏名 吉田 英紀 

課題名 National Clinical Database を用いた日本における未破裂脳動脈瘤の治

療成績に関する後ろ向き観察研究  

Study on Management of unruptured cerebral AneuRysm on 

naTional clinical (SMART Japan) 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 
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課題番号 200402 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者氏名 児玉 亘弘 

課題名 COVID-19に関するレジストリ研究 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 

 

課題番号 200601 

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の遺伝学的知見に基づいたCOVID19ワクチ

ンの開発と評価系の構築 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 

 

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 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 

 

課題番号 211101 

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の遺伝学的知見に基づいたCOVID19ワク

チンの開発と評価系の構築」および「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研究基

盤」の臨床・検査情報連結 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 
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課題番号 220601 

申請者所属 職名 看護部 看護師 

申請者氏名 岡 真須美 

課題名 慢性腎臓病患者の透析導入期における意思決定支援に対する看護師の

認識 

Nurses’ awareness of decision making support during the 

introduction of dialysis in patients with chronic kidney disease 

判定 承認 

主な審議内容 初回審査：実施の可否 

 

課題番号 220602 

申請者所属 職名 消化器内科 部長 

申請者氏名 福田 容久 

課題名 当院の胆嚢摘出手術例における、Helicobacter属細菌の胆嚢感染に関す

る検討 

判定 承認 

主な審議内容 初回審査：実施の可否 

 


