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第 94 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 2 年 8 月 26 日（水） 18：00-18：40 

■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 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） 

欠 仲道 孝次 

（副委員長） 

出 海江田 令次 出 

  片山 雄二 欠 松本 修一 出 坂田 知子 出 

瀬上 希代子 出 平川 雅章 出 小野 新二 欠 

竹中 学 出     

委員外 乘富 智明 

（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：該当課題なし 

2．終了報告：6 件 

課題番号 271201 

申請者所属 職名 心療内科 内科統括部長  

申請者氏名 松林 直 

課題名 ウイルス性呼吸器感染症の診断機能向上に関する研究 

 

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- 

 

課題番号 301001 

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 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 
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課題番号 290602 

申請者所属 職名 リハビリテーション室 室長 

申請者氏名 札本 篤 

課題名 心臓血管外科領域における術後せん妄に対する ICU からの ADL 訓練の 

効果検証  

 

課題番号 290405 

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 直接型高ウイルス薬によりウイルス学的著効を示した C 型慢性肝疾患 

患者における肝発癌の実態を明らかにするための多施設共同研究  

 

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  

 

3. 迅速審査 承認報告：3 件 

課題番号 200602 

申請者所属 職名 脳神経外科 医師 

申請者氏名 黒木 亮太 

課題名 脳卒中患者の長期予後追跡のための QOL データ収集システムの開発 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 200401 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者氏名 児玉 亘弘 

課題名 ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与された COVID-19患者の背景因子

と治療効果の検討（観察研究）  

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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課題番号 200701 

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 National Clinical Database を用いた日本における未破裂脳動脈瘤の治

療成績に関する後ろ向き観察研究 Study on Management of 

unruptured cerebral AneuRysm on naTional clinical (SMART Japan) 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

4. 倫理指針適用範囲外審査：1 件 

課題番号 ○外 2003 

申請者所属 職名 薬剤部 薬剤師 

申請者氏名 立石裕樹 

課題名 入院患者に生じる薬物相互作用の調査 

判定 承認 

主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 

 

5. 本審査：10 件   

課題番号 270907 

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 九州肝癌研究会、九州地域における肝癌発生状況に関する検討 

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 

※松本委員は審議に参加しておりません。 

 

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の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：継続の可否 

※平川委員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（日本における心不全適応および心臓突然死予防試験）HINODE 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査、研究者等の変更：継続の可否 

 

課題番号 300601 

申請者所属 職名 薬剤部 主任 

申請者氏名 宮津 大輔 

課題名 ロスバスタチンと制酸剤との併用による臨床効果への影響に関する調査

研究 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査、予定数の変更：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 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 

判定 承認 

主な審議内容 継続審査：継続の可否 

 

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：継続の可否 
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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、重篤な有害事象の発生、研究者等の変更：継続の可否 

 

課題番号 200401 

申請者所属 職名 内科 部長 

申請者氏名 児玉 亘弘 

課題名 ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与された COVID-19 患者の背景因

子と治療効果の検討 

判定 承認 

主な審議内容 研究者等の変更：継続の可否 

※松本委員は審議に参加しておりません。 

 

課題番号 200801 

申請者所属 職名 リハビリテーション科 主任 

申請者氏名 景山 沙織 

課題名 慢性心不全患者のフレイル実態調査 

判定 承認 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 

 

課題番号 200802 

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 アジア 4 カ国における、膝関節骨形態の調査 

判定 却下 

結果の理由： 

本研究の実施計画は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に

沿って記載・計画されていません。 

 

指針に沿った計画書を作成し、再申請してください。 

主な審議内容 初回申請：実施の可否 
 


