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第 77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 6月 28日（木） 18：00-18：58 

■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  欠 渕上 ふみ子 出 

秋枝 恵美 出     

院内 下村 英紀 

（委員長） 

出 松林 直 

（副委員長） 

出 片山 雄二 欠 

乘富 智明 出 西村 剛三 欠 居石 克夫 欠 

坂田 知子 出 倉掛 真理子 出 平川 雅章 出 

小野 新二 出 竹中 学 出   

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．福岡徳洲会病院倫理委員会および研究の実施に関する標準業務手順書 

  臨床研究倫理指針改訂に伴う対応報告 

2．条件付き承認の確認報告：0件 

3．終了報告： 5件 

第 280801号課題 

福岡県の大気中のリポポリサッカライド濃度と気管支喘息の関係に関する研究 

研究責任者：薬剤部 薬剤部長 平川雅章 

第 270904号課題 

高尿酸血症治療薬における母集団薬効動態解析 

                   研究責任者：薬剤部 薬剤部長 平川雅章 

 

第 280301号課題 

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 

                   研究責任者：薬剤部 薬剤部長 平川雅章 

 

第 260301号課題 

ニカルジピン注射薬による静脈炎の発症頻度と危険因子に関する調査研究 

                   研究責任者：薬剤部 薬剤部長 平川雅章 

第 290101号課題 

正常膵の超音波画像的特徴と急性膵炎の超音波診断を難渋化させる因子の検討 

                  研究責任者：臨床検査科 副技師長 美濃部功一 
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4．迅速審査 承認報告：4件 

院長承認日：2017年 4月 28日 

課題番号 290405 

申請者所属 職名 肝臓内科・部長 

申請者氏名 松本修一 

課題名 直接型抗ウィルス薬によりウィルス学的著効を示した C型慢性肝疾

患患者における肝発癌の実態を明らかにするための多施設共同前向

き研究 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

院長承認日：2017年 4月 28日 

課題番号 280701 

申請者所属 職名 臨床試験センター・治験コーディネーター  

申請者氏名 田中 愛矢菜 

課題名 調剤薬局との治験に関する情報共有の検討 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の変更：継続の可否 

 

院長承認日：2017年 5月 8日 

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年生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 実施計画書の変更：継続の可否 

 

院長承認日：2017年 5月 11日 

課題番号 290501  

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 「急性心筋梗塞における CYP2C19 機能喪失因子の迅速検出と至適

抗血小板療法の確立」追加調査 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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5．本審査：8件 

課題番号 290601 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

申請者氏名 守崎 勝悟 

課題名 大腿膝窩動脈領域における血管内治療の多施設前向き 

レジストリー研究 

判定 承認 

コメント；実施計画書内に誤記・文言の不整合等が見受けられます

ので、次回、改訂する際は、修正をご検討ください。 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

※下村委員長は審議には参加せず 

 

課題番号 280201 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

申請者氏名 守崎 勝悟 

課題名 エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置後の抗血小板剤 2

剤併用療法（DAPT）期間を 1ヵ月に短縮することの安全性を評価

する研究 

ShorT and OPtimal duration of Dual AntiPlatelet Therapy -2 

study （STOPDAPT-2） 

判定 承認 

主な審議内容 院内研究協力者の変更：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加せず 

 

課題番号 270201 

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 安定型冠動脈疾患を合併する非弁膜症性心房細動患者におけるリ

バーロキサバン単剤法に関する臨床研究 

AFIRE Study: Atrial Fibrillation and Ischemic events with 

Rivaroxaban in patiEnts with stable coronary artery disease 

Study 

判定 承認 

主な審議内容 重篤な有害事象報告・院内研究協力者の変更 

：継続の可否  

※下村委員長は審議には参加せず 
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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にした前向き観

察研究 All Nippon AF In Elderly Registry －ANAFIE Registry－

（企業主導臨床研究） 

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の改訂・院内研究協力者の変更：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加せず 

 

課題番号 280401 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

申請者氏名 山田 賢裕 

課題名 ①Kumamoto Intervention Conference Study（KICS）熊本大学循

環器内科関連施設による経皮的冠動脈インターベンション治療患

者のレジストリー（先進的冠動脈疾患治療法の確立に向けてのレジ

ストリー） 

②PCI施行後の至適薬物治療に関する実臨床（real-world）での検

討 

判定 承認 

主な審議内容 院内研究協力者の変更：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加せず 

 

課題番号 2701002                                            

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 院内研究協力者の変更：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加せず 
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課題番号 290602 

申請者所属 職名 リハビリテーション室・副室長            

申請者氏名 坂下 竜也 

課題名 心臓血管外科領域における術後せん妄に対する ICUからのADL訓

練の効果の検証  

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

 

課題番号 261202 

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 トシリズマブ皮下注製剤による実臨床下における関節破壊抑制効

果の検討 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査：継続の可否 

          

                                      以上 


