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第 99 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 3 年 8 月 25 日（水） 18：00-18：45 
■開催場所：講堂 3（Web 会議システム併用） 
■委員の出欠（敬称略） 
  氏名 出欠 Web 氏名 出欠 Web 
委嘱 藤村 直美 出  〇 藤野 昭宏 出 〇 

居石 克夫 出 〇 田邉 宜克 出 〇 
植木 とみ子 出 〇 渕上 ふみ子 出 〇 
秋枝 恵美 出 〇    

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 〇 坂田 知子 出  
瀬上 希代子 出  平川 雅章 出  
飯開 哲也 出  竹中 学 欠  

オブザーバー 乘富 智明 出  栗栖 雅幸 出  
※委員会開催中の Web 会議システムの接続状態：問題無し 
 
■議題 
1．研究の実施に関する標準業務手順書・福岡徳洲会病院倫理委員会規程の改訂について 
 
2． 倫理委員会委員研修(2021 年度)について 
 
3．軽微な変更報告 

該当課題なし 
 
4. 迅速審査 承認報告：3 件 
課題番号 210501 
申請者所属 職名 救急科 救急センター長  
申請者氏名 永田 寿礼 
課題名 本邦の ER 型救急病院における救急車搬入患者のショックインデックス

の有用性 
判定 承認 
主な審議内容 初回申請：実施の可否 
 



2 

課題番号 210601 
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 切除不能進行肝細胞癌に対する薬物療法および経肝動脈的治療に関する

多施設共同前向き観察研究 
判定 承認 
主な審議内容 初回申請：実施の可否 
 
課題番号 210602 
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 リアルワールドデータを用いた切除不能進行肝細胞癌に対する薬物療法

に関する多施設共同後向き観察研究 
判定 承認 
主な審議内容 初回申請：実施の可否 
 
 
5．終了報告：5 件 
課題番号 290601 
申請者所属 職名 循環器内科 部長 
申請者氏名 守崎 勝悟 
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

(Guide SFA) 
 
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 
 
課題番号 200303 
申請者所属 職名 薬剤部 主任 
申請者氏名 宮津 大輔 
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 
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課題番号 201102 
申請者所属 職名 内科 部長 
申請者名 児玉 亘弘 
課題名 COVID-19 患者ケアに当たる医療従事者における、精神的負担につながる

要因を同定する研究 
 
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 
 
 
6. 倫理指針適用範囲外審査：1 件 
課題番号 ○外 2101 
申請者所属 職名 心療内科 統括内科部長 
申請者氏名 松林 直 

課題名 Four cases of central adrenal insufficiency concomitant with eating 
disorders 

判定 承認 
主な審議内容 適応範囲外の公表（発表） 
 
 
7 本審査：13 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 定期報告：継続の可否 
※松本委員は審議に参加しておりません。 
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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 定期報告：継続の可否 
 
 
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 
判定 承認 
主な審議内容 定期報告：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 定期報告、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 200402 
申請者所属 職名 内科 部長  
申請者氏名 児玉 亘弘 
課題名 COVID-19 に関するレジストリ研究 
判定 承認 
主な審議内容 実施計画書等の改訂、情報公開文書の改訂･追加、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。 
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課題番号 200601 
申請者所属 職名 内科 部長 
申請者氏名 児玉 亘弘 
課題名 新型コロナウイルス感染症の遺伝学的知見に基づいた COVID-19 ワクチ

ンの開発と評価系の構築 
判定 承認 
主な審議内容 定期報告、実施計画書等の改訂、同意説明文書の改訂、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 210101 
申請者所属 職名 内科 部長 
申請者氏名 児玉 亘弘 
課題名 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の長期合併症の実態把握と病態

生理解明に向けた基盤研究   
判定 承認 
主な審議内容 定期報告、実施計画書等の改訂、研究者等の変更：継続の可否 
 
 
課題番号 201103 
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 レニン・アンギオテンシン系抑制薬と COVID-19 感染症重症化の関係性

に関する調査研究 
判定 承認 
主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 
 
 
課題番号 200801 
申請者所属 職名 リハビリテーション室 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 定期報告、研究者等の変更：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 定期報告、実施計画書の改訂、研究者等の変更：継続の可否 
 
 
課題番号 190602 
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 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 
判定 承認 
主な審議内容 定期報告、研究者等の変更：継続の可否 
 
 
課題番号 210401 
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 ST 上昇型心筋梗塞（STEMI）治療におけるバルーン前拡張時間に関する

観察研究 
判定 承認 
主な審議内容 実施計画書等の改訂、オプトアウトの改訂：継続の可否 
 
 
課題番号 210801 
申請者所属 職名 眼科 部長 
申請者氏名 横尾 葉子 
課題名 緑内障に対するオミデネパグイソプロビル点眼剤の長期治療成績に関す

る前向き研究 
判定 承認 

コメント：承認書の提出を研究開始までに提出すること。 
主な審議内容 初回申請：実施の可否   


