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第 106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 12月 28日（水） 18：00-18：40 

■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 ○ 

秋枝 恵美 出 〇    

院内 下村 英紀 

（委員長） 

出 ○ 仲道 孝次 

（副委員長） 

欠 × 

 海江田 令次 出 〇 片山 雄二 出 ○ 

  坂田 知子 出 〇 瀬上 希代子 出  〇 

渡邊 裕之 出 ○ 飯開 哲也 出 〇 

竹中 学 出 〇    

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. 委員出欠確認・オンライン接続確認 

 

 

2. 軽微な変更報告：該当課題なし 

 

 

3．迅速審査 承認報告：4件 

課題番号 221001 

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 SOLO SMARTの中間成績 Mid-term results of SOLO SMART. 

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 300203 

申請者所属 職名 循環器内科 部長 

申請者氏名 三浦 光年 

課題名 末梢動脈疾患における血管内治療(EVT)の多施設前向きレジストリー研

究（Kumamoto EVT registry） 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の改訂、同意説明文書の改訂：継続の可否 

 

課題番号 190602 

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 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の改訂：継続の可否 

 

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：継続の可否 

 

 

 

4．終了報告：1件 

課題番号 220102 

申請者所属 職名 薬剤部 部長 

申請者氏名 渡邊 裕之 

課題名 薬物相互作用検出プログラムを用いた抗がん薬使用患者における潜在

的な薬物相互作用に関する臨床調査 
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5．研究結果の公表報告：該当課題なし 

 

 

 

6．倫理指針適用範囲外審査：3件 

課題番号 ○外 2204 

申請者所属 職名 脳神経外科 医長 

申請者氏名 松尾 諭 

課題名 Midline Suboccipital Trans-Cerebellomedullary Fissure Apporoach 

For Clipping of Ruptured VA-PICA Aneurysm:Two – Dimensional 

Operative Video 

判定 承認 

主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 

 

課題番号 ○外 2205 

申請者所属 職名 消化器内科 医師 

申請者氏名 坂本 孝光 

課題名 Midline Suboccipital Trans-Cerebellomedullary Fissure Apporoach 

For Clipping of Ruptured VA-PICA Aneurysm:Two – Dimensional 

Operative Video 

判定 承認 

主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 

 

課題番号 ○外 2206 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師 

申請者氏名 立石 裕樹 

課題名 救急外来における薬剤師業務に関するアンケート調査 

判定 承認 

主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 
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7．本審査：5件   

課題番号 221203 

申請者所属 職名 長崎北徳洲会病院 脳神経外科 院長 

申請者名 鬼塚 正成 

課題名 高齢者肺炎の発症予測に関する新規バイオマーカーに関する観察研究 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 220202 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者名 金山 泰成 

課題名 免疫賦活作用を有する新規分子標的治療後の B 型肝炎ウイルス再活性

化に関する実態調査(固形腫瘍) 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書等の改訂、定期報告：継続の可否 

 

課題番号 220101 

申請者所属 職名 臨床検査科 臨床検査技師 

申請者名 三浦 大輔 

課題名 B-Flow Accumulation Imaging を用いた血管形態学的な肝線維化予測

の有効性に関する観察研究 

判定 承認 

主な審議内容 定期報告：継続の可否 

 

課題番号 221201 

申請者所属 職名 二日市徳洲会病院 リハビリテーション室 

申請者名 漆谷 晃一 

課題名 パーキンソン病患者に対するピークフローメータを用いた咳嗽トレー

ニングの効果 

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 221202 

申請者所属 職名 リハビリテーション科 言語聴覚士 

申請者名 工藤 康介 

課題名 急性期脳神経外科病棟における運転適正評価に関わるセラピストの心

理的負担の実態調査 

判定 継続審査 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

（結果の理由） 

研究目的とセラピストに対するアンケートの内容に齟齬がありますの

で、研究計画のアンケート項目等の再考を検討してください。 

また、院内での運転適性評価の流れなど、より具体的な説明を追加して

ください。 

 


