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第 86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 12月 26日（水） 18：00-18：27 

■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 欠 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） 

出 松林 直 

（副委員長） 

出 片山 雄二 欠 

乘富 智明 出 西村 剛三 欠 坂田 知子 出 

瀬上 希代子 出 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） 

欠 寺才元宏一 

（オブザーバー） 

出   

 

■議題 

1．条件付き承認の確認報告：該当なし 

 

2．終了報告および徳洲会グループ共同倫理委員会審査結果の報告：5件 

 

課題番号 301001 

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 薬物代謝酵素の遺伝的多型と疾患感受性及び副作用発現に関する研究                    

備考 徳洲会グループ共同倫理委員会審査結果の報告：保留 

 

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 

  

課題番号 300101 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師   

申請者氏名 立石祐樹 

課題名 集中治療室における薬剤師常駐化とコメディカル回診導入の評価 
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課題番号 300802 

申請者所属 職名 臨床検査科 臨床検査技師    

申請者氏名 三浦大輔 

課題名 尿管結石症における水腎症と結石の関係性に関する超音波画像の解析 

  

課題番号 290102 

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 日本心血管インターベンション治療学会内登録データを用いた 

統合的解析 

備考 ※情報提供のみを行う施設のため、「他の医療機関への既存試料・情報の

提供に関する届出書」の手続きを完了し、2018年 11月 1日より移行し

ている 

 

3. 迅速審査 承認報告：4件 

課題番号 301002 

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 日本骨折治療学会運動器外傷データサービス [Database of Orthopaedic 

Trauma by Japanese Society for Fracture Repair (DOTJ)] における四

肢長管開放骨折症例の登録事業 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

備考 ※情報提供のみを行う施設のため、「他の医療機関への既存試料・情報の

提供に関する届出書」の手続きを行っていたが、代表施設の倫理委員会の

指示にて各医療機関で倫理委員会の申請手続きが必要となったため 

  

課題番号 301003 

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 経口ウィルス薬による抗HCV治療の導入から効果判定までの期間におけ

る脱落例の検討 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
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課題番号 301004 

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 2型糖尿病に併発にしたうつ病患者の血糖コントロール 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

   

課題番号 301101 

申請者所属 職名 循環器内科 部長   

申請者氏名 小椋裕司 

課題名 心房細動合併急性冠症候群患者における抗血栓治療後の出血と血栓リス

クに関する前向き観察研究 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

4. 本審査：4件 

課題番号 301201 

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 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 281201 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

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者を対象とした前向き観察研究 

All Nippon AF In Elderly Registry-ANAFIE Registry-                

判定 承認 

主な審議内容 継続審査・実施計画書の改訂：継続の可否 

※下村委員長は審議に参加しておりません。 
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課題番号 291201 

申請者所属 職名 循環器内科・部長 

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 継続審査：継続の可否 

※下村委員長は審議に参加しておりません。 

 

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 SGLT2阻害薬の母集団薬効動態分析 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査：継続の可否 

 

 


