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第 82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 30年 5月 23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 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 出 居石 克夫 出   

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 欠 西村 剛三 欠 坂田 知子 出 

瀬上 希代子 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 寺才元宏一 

（オブザーバー） 

出   

 

■議題 

1．委員名簿の改訂（2018年 5月 1日） 

2．条件付き承認の確認報告：0件 

3. 迅速審査 承認報告：7件 

2018年 2月 2日（承認：2件） 

課題番号 291202 

申請者所属 職名 放射線科 放射線技師（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 同意説明文書の改訂：継続の可否 

 

課題番号 290202 

申請者所属 職名 放射線科 放射線技師（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 同意説明文書の改訂：継続の可否 
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2018年 2月 15日（承認：2件） 

課題番号 281002 

申請者所属 職名 整形外科 部長 

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 実施計画書の改訂：継続の可否 

 

課題番号 260801 

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 Characteristics of Adrenal Insuffciency among Fatigue Patients 

visiting the Department of Psychosomatic medicine 

（疲労や抑うつのため心療内科を受診する患者の中に副腎皮質機

能低下症がいる） 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

2018年 3月 14日（承認：2件） 

課題番号 300301 

申請者所属 職名 循環器内科・副院長 

申請者氏名 下村英紀 

課題名 「冠動脈プラーク退縮におけるコレステロール吸収阻害薬および

合成阻害薬の効果・血管内超音波法を用いた検討」の予後調査 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 300302 

申請者所属 職名 消化器内科 医長 

申請者氏名 谷川佑二 

課題名 閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置の短期治療成績と問題点 

判定 却下 

（理由） 

研究期間に対象となる被験者の診療をした医師へ調査・研究への確

認の有無を明確にしてください。 

共同研究者に診療科の指導医がリストされていませんが理由を説

明してください。 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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2018年 4月 20日（承認：1件） 

課題番号 300401 

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 劇症 1型自己免疫性糖尿病の 1例 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

4.終了報告：2件 

課題番号 290401 

申請者所属 職名 脳神経外科 医師  

申請者氏名 宮松雄一郎 

課題名 レジパスビル/ソホスブビル配合錠の臨床使用成績に関する疫学研究 

 

課題番号 300202 

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 悪性腫瘍と動脈硬化疾患との併存に関する調査 

 

5. 本審査：9件 

課題番号 300501 

申請者所属 職名 放射線科 放射線技師                                  

申請者氏名 前田 卓哉 

課題名 頚椎MRIにおける BLADE法の使用について最適 blade coverage

の検討 

判定 却下 

（理由） 

研究の意義、根拠、患者を対象者へ選択する理由の説明が不足して

います。研究計画を再考する必要があると考えます。病院として精

度を高めることは必要だと考えます。まずは、健常人（病院職員等）

で精度管理について検討してください。 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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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 

説明者氏名 循環器内科・医師 白濱裕一郎 

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 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 実施計画書の改訂・継続審査：継続の可否 

 

課題番号 290404 

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 高リスクを有する高血圧患者における各種バイオマーカーと心血

管イベント発症に対するアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）

の効果（多施設共同研究・比較試験）：ATTEMPT (A Trial of 

Telmisartan Prevention of Cardiovascular Diseases)試験 

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 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 

 

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 承認 

主な審議内容 実施計画書等の改訂・施設共同研究者、協力者の変更：継続の可否 

 

課題番号 300203 

申請者所属 職名 循環器内科 医師                                   

申請者氏名 白濱裕一郎 

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 施設共同研究者、協力者の変更：継続の可否 

 

課題番号 290601 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

申請者氏名 守﨑勝悟 

説明者氏名 循環器内科・医師 白濱裕一郎 

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（GuideSFA) 

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 290403 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

申請者氏名 工藤隆志 

説明者氏名 循環器内科・医師 白濱裕一郎 

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（J'xactly） 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査：継続の可否 

 

 


