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第 79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 10月 19日（木） 18：00-18：46 

■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 出 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 

秋枝 恵美 欠     

院内 下村 英紀 

（委員長） 

― 

（欠） 

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 

（事務局） 

出   

 

■議題 

1． 条件付き承認の報告：１件 

第 290802号課題 

電子カルテデータを用いた SGLT”阻害薬の母集団薬効動態解析 

     申請者：薬剤部 山下大貴   ※現時点で修正の報告なし 

 

2．終了報告： 1件 

     第 271001号課題 

エストロゲンレセプター陽性再発乳癌を対象としたエベロリムス使用症例における口内炎

予防のための歯科介入無作為化第Ⅲ相試験 

研究責任者：乘富 智明  

 

4．迅速審査 承認報告：4件 

院長承認日：2017年 8月 21日 

課題番号 290803 

申請者所属 職名 リハビリテーション科 理学療法士  

申請者氏名 松尾竜志 

課題名 ICUにおけるチームカンファレンスの増日による効果の検証 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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院長承認日：2017年 8月 28日 

課題番号 290804 

申請者所属 職名 心療内科 副院長 

申請者氏名 松林直 

課題名 「末期患者とその遺族への心理的援助について‐「そばに居る」在り方の

実践」 

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 8月 28日 

課題番号 290805 

申請者所属 職名 産婦人科 主任部長 

申請者氏名 宮川孝 

課題名 福岡県における母体搬送患者の状況調査 

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 9月 11日 

課題番号 290901 

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 閉頭に用いるチタンプレートシステムの有効性及び安全性調査 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

5．本審査： 8件 

課題番号 260801 

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 Optimizing Antithrombotic Care in patients with AtriaL fibrillatiON and 

coronary stEnt study（OAC-ALONE） 

冠動脈ステント留置後12ヶ月超を経た心房細動患者に対する抗凝固薬

単独療法の妥当性を検証する多施設無作為試験 

判定 承認 

主な審議内容 重篤な有害事象報告：継続の可否 
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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：継続の可否  

 

課題番号 280201 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

申請者氏名 守﨑勝悟 

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 実施計画書・同意説明文書等の改訂等の審査および情報公開文書の

報告：継続の可否 

 

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 重篤な有害事象報告：継続の可否 

 

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 保留（継続審査） 

「「遺伝子結果の開示を希望する被験者の「検査結果報告書」の当院で

の取り扱いについて」について検査結果は廃棄するのではなく、保管す

ることを検討し、手順を定めて再申請してください。 
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なお、他の審議事項については、「承認」とし、研究継続は可と判断しま

す。 

主な審議内容 継続審査・遺伝子検査結果に関する対応について：継続の可否 

 

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（MTXPGｓ）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 継続審査：実施の可否 

 

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濃度と気管支喘息の関係に関

する研究 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査：実施の可否 

※平川委員は研究責任者のため審議には参加しておりません。 

 

課題番号 280701 

申請者所属 職名 臨床試験センター 

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 継続審査：実施の可否 

※平川委員は研究責任者のため審議には参加しておりません。 

 

以上 


