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第 90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：令和 1年 10月 24日（水） 18：00-18：50 

■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 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 欠 西村 剛三 出 坂田 知子 欠 

瀬上 希代子 欠 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．条件付き承認の確認報告：1件 

課題番号 190601 

申請者所属 職名 看護部（NICU） 看護師  

申請者氏名 八反地ユカ  

課題名 病棟看護師の臨地実習指導に対する役割認識の変容過程 

 

2．終了報告：2件 

課題番号 190401 

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-追加解析- 

   

課題番号 290805 

申請者所属 職名 産婦人科主任部長・周産期センター長 

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   

 

3. 迅速審査 承認報告：0件 

 

4. 倫理指針適用範囲外審査：4件 
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課題番号 ○外 1902 

申請者所属 職名 放射線科 副主任  

申請者氏名 前田卓哉 

課題名 検査時HEAD専用コイルが装着困難な患者の画質と改善の試み                   

判定 適応範囲外→公表（発表）を承認します 

研究又は報告内容の分類 職員に対する教育・アンケート及び施設の業務改善の評価に関す

る研究又は報告 

 

課題番号 ○外 1903 

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 妊娠初期に劇症 1型糖尿病を発症した 1例                   

判定 適応範囲外→公表（発表）を承認します 

研究又は報告内容の分類 特定の被験者について学会や学術誌での症例報告 

 

課題番号 ○外 1904 

申請者所属 職名 放射線科 診療放射線技師  

申請者氏名 鷹尾 祐一 

課題名 複数のテクニックを使用した TAVI術前 CT                   

判定 適応範囲外→公表（発表）を承認します 

研究又は報告内容の分類 特定の被験者について学会や学術誌での症例報告 

 

課題番号 ○外 1905 

申請者所属 職名 小児科 医師  

申請者氏名 長尾 吉郎 

課題名 低クエン酸尿症によるシュウ酸カルシウム尿道結石を形成した

3歳男児                  

判定 適応範囲外→公表（発表）を承認します 

研究又は報告内容の分類 特定の被験者について学会や学術誌での症例報告 

 

5. 本審査：9件                     

課題番号 300801 

申請者所属 職名 循環器内科 医師 

申請者氏名 宮崎 修平 

課題名 心アミロイドーシス患者を対象とした前向き登録調査研究（Kumamoto 

cardiac amyloidosis survey研究）                    

判定 承認 

主な審議内容 継続審査、研究者変更：継続の可否 
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※下村委員長は審議に参加しておりません。 

 

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、研究実施体制の変更・協力者変更：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 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 継続審査、協力者変更：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 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                    

判定 承認 

主な審議内容 継続審査、協力者変更：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 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 協力者変更：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 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ベース [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 継続審査・実施計画書の改訂：継続の可否 

                         

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 継続審査・協力者の変更：継続の可否 

※松林副委員長は審議に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 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 継続審査・実施計画の変更・協力者の変更：継続の可否 

※平川委員は審議に参加しておりません。 

 

課題番号 191001 

申請者所属 職名 人工関節リウマチ外科 センター長  

申請者氏名 長嶺隆二 

課題名 人工関節登録制度の確立  

判定 申請取り下げ 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 


