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第 74 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：平成 29 年 1 月 5 日（木） 18：00-18：45 

■開催場所：講堂 3  

■委員の出欠（敬称略） 

  氏名 出

欠 

氏名 出欠 氏名 出欠 

委嘱 田中 経一 欠 辻本 章 出 藤村 直美 出 

藤野 昭宏 出 植木 とみ子 出 渕上 ふみ子 出 

院内 下村 英紀 

（委員長） 

- 松林 直 

（副委員長） 

出 片山 雄二 欠 

乘富 智明 出 西村 剛三 出 居石 克夫 出 

坂田 知子 出 倉掛 真理子 出 平川 雅章 出 

小野 新二 出 竹中 学 欠   

委員外 海江田 令次 

（オブザーバー） 

出 楠原 省仁 

（オブザーバー） 

出   

 

■議題 

1．会議資料の変更（ペーパーレス化）についての説明 

2．条件付き承認の確認報告：1 件 

課題番号 281001 

申請者所属 職名 循環器内科・医長 

申請者氏名 白川 琢大  

課題名 急性心筋梗塞患者を対象とした炎症マーカーMMPs に対するロスバ

スタチンの用量比較試験 

修正確認日 2016 年 11 月 16 日 

確認結果 承認 

 

3．迅速審査 承認報告：6 件 

2016 年 10 月 4 日：3 件（承認：3 件） 

課題番号 260301 

申請者所属 職名 薬剤部・薬剤師 

申請者氏名 宮津 大輔 

課題名 ニカルジピン注射薬による静脈炎の炎症頻度と危険因子に関する調

査研究 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の変更：継続の可否 
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課題番号 280901 

申請者所属 職名 薬剤部・副部長 

申請者氏名 田中 博和 

課題名 6 年制薬学部卒業薬剤師の医療機関入職時抗体保有率の研究 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 280902 

申請者所属 職名 麻酔科（手術部）・部長     

申請者氏名 鳴尾 匡史 

課題名 術前の痛みを伴う緊急手術は、術後鎮痛薬必要量を減少する 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

2016 年 10 月 28 日：1 件（承認：1 件） 

課題番号 281002 

申請者所属 職名 整形外科・医長 

申請者氏名 中村 厚彦 

課題名 ＥＦネイルシステムの臨床使用成績に関する調査 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

2016 年 11 月 16 日：1 件（承認：1 件） 

課題番号 281001 

申請者所属 職名 循環器内科・医長 

申請者氏名 白川 琢大  

課題名 急性心筋梗塞患者を対象とした炎症マーカーMMPs に対するロスバ

スタチンの用量比較試験 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の変更：継続の可否 
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2016 年 11 月 30 日：1 件（承認：1 件） 

課題番号 280301 

申請者所属 職名 薬剤部 副部長 

申請者氏名 田中 博和 

課題名 5 日間のタミフル予防投与におけるインフルエンザ発症予防効果の

研究 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の変更：継続の可否 

 

4．終了報告：1 件 

課題番号 271101 

申請者所属 職名 リハビリテーション室  

申請者氏名 坂下 竜也 

課題名 「過活動せん妄を伴う脳血管疾患患者に対する早期離床の有用性の

検証」～せん妄の持続時間並びに ADL 自立度から～ 

 

5．本審査：3 件 

課題番号 281201 

申請者所属 職名 循環器内科 医長 

申請者氏名 小椋 裕司 

課題名 非弁膜症性心房細動を有する後期高齢患者を対象とした前向き観

察研究  

All Nippon AF In Elderly Registry ―ANAFIE Registry― 

判定 条件付き承認 

：企業主導の臨床研究で実施する理由をご説明ください。 

 監査担当機関である「アクセライズ」と第一三共との関係性（役

員構成等）・現在までの実績など明示することを検討してください。  

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 271002 

申請者所属 職名 循環器内科 医長 

申請者氏名 白川 琢大 

課題名 急性冠症候群患者における脂質リスクとコントロールに関する前

向き観察研究（EXPLORE-J） 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査：継続の可否 
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課題番号 281202 

申請者所属 職名 放射線科 技師（主任） 

申請者氏名 鷹尾 祐一 

課題名 テストインジェクション法を用いたCT-Angiographyにおける撮影

タイミングと造影効果の適正化に関する検討 

判定 条件付き承認 

：研究代表者の変更を医師へご検討ください。 

同意説明文書が全体的にわかりにくい文章になっていますので、

わかりやすい文章へ再作成してください。 

（特に１．研究の目的、2．研究の必要性、4．参加いただく研究

の内容 について） 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 


