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第 80 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 12 月 21 日（木） 18：00-18：55 

■開催場所：看護部ミーティングルーム  

■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 欠 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 出 居石 克夫 出 

坂田 知子 出 倉掛 真理子 欠 平川 雅章 欠 

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） 

欠   

 

■議題 

1．当日配布資料の説明 

  取り下げおよび終了報告 

課題番号 290201 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師・副主任 

申請者氏名 與田賢作 

課題名 Levodopa 血中濃度に及ぼす酸化マグネシウムの影響 

 

2．条件付き承認の確認報告：1 件 

課題番号 290802 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師  

申請者氏名 山下 大貴 

課題名 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 

修正確認日 2017 年 12 月 6 日 

確認結果 承認 
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3.迅速審査 承認報告：4 件 

2017 年 10 月 18 日（承認：1 件） 

課題番号 291001 

申請者所属 職名 消化器内科・主任部長 

申請者氏名 仲道 考次 

課題名 「ERCP 後膵炎の重症度判定に関する鎮痛剤使用量の検証」【多施設

共同観察研究】 

「Assessment of severity of post-ERCP pancreatitis by the drug 

pain score」[research collaboration] 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

2017 年 11 月 13 日（承認：2 件） 

課題番号 270202 

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

ーロキサバン単剤療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 実施計画書の変更：継続の可否 

 

課題番号 290403 

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 深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対するリバ

ーロキサバンの有効性及び安全性に関する登録観察研究  

Japanese registry of Rivaroxaban effectiveness & safety for the 

prevention of recurrence in patients with Deep Vein Thrombosis 

and Pulmonary Embolism 

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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2017 年 11 月 17 日（承認：1 件） 

課題番号 291101 

申請者所属 職名 消化器内科 医員 

申請者氏名 谷川 祐二 

課題名 当院の急性胆管炎症例における臨床細菌学検討 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

4. 本審査 8 件 

課題番号 291201 

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 Heart Failure Indication and Sudden Cardiac Death Prevention 

Trial Japan（HINODE） 

（日本における心不全適応および心臓突然死予防試験） 

判定 条件付承認 

条件内容：研究計画書（日本語版）の 61 頁 「17.4 研究依頼者

の責務」内の「BSC は、適用されるすべての法律および規制に従っ

て、被験者の識別可能な健康情報を機密扱いにする。 

BSC は、本研究を実施するため、ならびに、でのデバイスの性能の

監視および改善、新しい医学研究および新しい医療用品または 

手技の開発を求める提案、その他のビジネス目的など、追加の目的

のために被験者の健康情報に使用することができる。」の「新しい

医学研究」において、実施する前に 

倫理委員会への申請し、当院のデータを使用する手順を検討し、ご

回答ください。 

コメント 

・研究依頼者のボストン社と、開発業務受託機関のアイコン社（統

計解析部門）の利益相反状態についてご説明ください。 

・研究参加施設が日本 40 施設、韓国 5 施設ですが、参加国によっ

て差がありますが、症例数の決定の経緯、理由をご説明ください。 

 また、症例数が少ない韓国の症例のデータの取り扱いについても

ご説明ください。 

 

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しておりません。 
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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 

※下村委員長は審議には参加しておりません。 

 

課題番号 270202 

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療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 

※下村委員長は審議には参加しておりません。 

 

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 遺伝子検査結果に関する対応について_倫理委員会継続審議事項の

修正案：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加しておりません。 
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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 重篤な有害事象報告：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加しておりません。 

 

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 継続審査・重篤な有害事象報告：継続の可否 

※下村委員長は審議には参加しておりません。 

 

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 承認 

主な審議内容 実施計画書の変更・継続審査：継続の可否 

 

課題番号 290202 

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 大動脈～下肢動脈CT-Angiographyにおける可変ピッチヘリカルス

キャンの有用性についての検討  

判定 承認 

主な審議内容 実施計画書の変更・継続審査：継続の可否 

 

 


