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     第 131回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日   時：平成２５年 ４月 ８日（月） １７：３０～２１：００ 

場   所：本部棟３階・会議室 

出 席 者：石原理（委員長）、金澤實（副委員長）、大竹明（副委員長）、三村俊英、倉持朗、市岡滋、

井上郁夫、中嶋正人、松本修子、斉藤喜博、杉本修、見目恭一、岡村維摩、 

片山茂裕（病院長・オブザーバー） 

委任状出席：篠塚望、吉安尚夫、大野幸栄（オブザーバー）、 

事 務 局：青木正人、荒木涼子、山口孝幸 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 12-088  リウマチ膠原病科  横田和浩 講師 

      「トリシズマブ（ＴＣＺ）導入初期におけるプレドニゾロン（ＰＳＬ）併用による有効 

性の検討」 

       →平成 24年 3月 4日委員会、条件付承認。修正された書類の提出、および参加施設の 

追加申請があり承認された。 

○ 12-095  耳鼻咽喉科  上條篤 講師 

      「花粉症と咳の関連についての検討」 

       →平成 24年 3月 4日委員会、条件付承認。修正された書類の提出があり承認された。 

○ 12-096  形成外科  市岡滋 教授 

      「人工真皮と陰圧閉鎖療法併用の組織学的検討」 

       →平成 24年 3月 4日委員会、条件付承認。修正された書類の提出があり承認された。 

○ 12-089  血液内科  中村裕一 教授 

      「造血器腫瘍における遺伝子異変の)解析」 

       →平成 24年 2月 4日委員会、条件付承認。修正された書類の提出があり承認された。 

○ 06-023  リウマチ膠原病科  舟久保ゆう 講師 

      「PTH3の膠原病の活動性評価における重要性に関する研究」 

       →承認済課題、期間の延長申請があり承認された。 

○ 06-066  産婦人科  亀井良政 教授 

      「頸管炎・絨毛羊膜炎を伴った切迫流産・早産に対するミラクリッド腟坐剤による治療」 

       →承認済課題、医療行為実施者の変更申請があり承認された。 

○ 06-124  産婦人科  亀井良政 教授 

      「子宮外妊娠（卵管、腹腔、頸管、瘢痕部）・遺残胎盤に対するメトトレキサートによる

治療」 

       →承認済課題、プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 08-070  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

      「リウマチ性疾患に伴う腎障害に於けるポドサイトの関与の検討」 

       →承認済課題、期間の延長・参加施設の追加申請があり承認された。 

○ 09-005  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

      「リウマチ性疾患の腎組織学的検討―ポドサイトを中心に」 

       →承認済課題、期間の延長申請があり承認された。 
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○ 10-042  東洋医学科  山口智 講師 

      「Arterial spin-labeled MRIを用いた片頭痛患者に対する鍼刺激前後の脳血流評価」 

       →承認済課題、プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 10-060  腎臓内科  鈴木洋通 教授 

      「無酢酸透析剤の長期使用に関する調査」 

       →承認済課題、期間の延長申請があり承認された。 

○ 12-002  小児科  三浦信之 客員准教授 

      「小児慢性特発性血小板減少紫斑病治療におけるセファランチン長期投与例に対する多

施設、後方的視的共同研究」 

       →承認済課題、参加施設の追加申請があり承認された。 

○ 12-021  呼吸器内科  金澤實 教授 

      「ＣＯＰＤ患者の運動耐容能と呼吸機能に関するインダカテロールとチオトロピウムの

比較検討」 

       →承認済課題、プロトコールの変更申請があり承認された。 

 

 

申請書番号 １２―０９３ 

課題名 難治性潰瘍の予後関連因子の検証 

申請者 形成外科   市岡 滋 教授 

申請内容と 

その概要 

 2006年の創傷治癒センターの開設に伴い、当院で扱う難治性潰瘍の症例が 

増加している。糖尿病、閉塞性動脈硬化症などに伴う下腿潰瘍を中心に、褥 

瘡、放射性潰瘍などその内容は多岐にわたる。従来の保存的加療では改善を 

見込めない症例に対し、これまで我々は自己骨髄細胞を用いた組織再生療法 

(2004年 6月)、多血小板血漿を用いた組織再生療法(2006年 2月)、多血小板 

血漿を用いて作製した濃厚血小板由来バイオマテリアルによる組織再生療法 

(2008年 11月)、局所酸素療法(2010年 10月)について、当院 IRBの認可を得 

て行い、良好な成果をあげてきた。しかしその一方で可能な限りの治療を尽 

くしても、下肢大切断を余儀なくされた症例をいくつも経験した。大切断に 

至った原因の多くは、壊死の進行、コントロール不能な感染であった。本研 

究では、これまでに経験した症例を、電子カルテの記録をもとに血液検査デ 

ータ、合併症、内服薬、画像検査データ、既往歴、治療歴、治療経過、予後 

などを抽出し、その関連を統計学的に検証する。本研究により種々の難治性 

潰瘍における各治療の潰瘍原因別の奏功率、予後不良因子、留意事項、優先 

事項、治療適応を明確にし、臨床実地に反映することを目的とする。 

  

１．申請者市岡滋教授（形成外科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：承認。 

          

 

申請書番号 １３―００２ 

課題名 
ロクロニウム・スガマデクス包接体の検討：特に腎機能障害者における安全 

性の検討 
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申請者 麻酔科   前山 昭彦 講師 

申請内容と 

その概要 

 最近、新たな筋弛緩薬の拮抗剤 Sugar,gamma-cyclodextrinが開発されスガ 

マデクスとして発売された。神経筋接合部から、筋弛緩薬を取り除くことに 

より神経筋伝達を回復させる手段であり、従来はなかった画期的な方法であ 

る。筋弛緩薬を取り囲み除去するため、包接化ともいわれる。しかし、ロク 

ロニウム・スガマデクス現在の包接体の血中濃度は現時点では測定不可能で 

ある。これは測定時に包接体が壊れてしまうためである。したがって、筋弛 

緩薬からの回復の指標は体表に電極を貼る筋弛緩モニターを用いた四連刺激 

での評価が一般的であり、臨床では唯一の方法である。これにより筋弛緩の 

回復を「推定」することができる。今回我々は全身麻酔下に手術を受ける腎 

機能障害患者群、および腎機能正常者群に投与したロクロニウム・スガマデ 

クス、および包接体の血中動態を TOF比により推定し、TOF比の変化を経時 

的に測定し、ロクロニウム・スガマデクスが腎機能障害者に対しても安全に 

投与することを提示することを今回の研究の目的とした。 

 

１．申請者前山昭彦講師（麻酔科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 同意書の書式を当院の書式へ変更すること。 

 

 

 

申請書番号 １３－００１ 

課題名 無顎症胎児に対する気道確保のための EXIT手術 

申請者 産婦人科   亀井良政 教授 

申請内容と 

その概要 

 先天的な気道通過障害を有する胎児に対して、出生直後の蘇生困難を回避 

する目的で、帝王切開時に子宮胎盤血流を維持しながら胎児上半身を子宮外 

に露出させた状態で児の気道確保を行う EXITを行うことが一般的であり、我 

が国でも既に 10例以上の実施報告がある。今回、出生後の高度の呼吸障害が 

予測される胎児に対して、EXITを実施することにより救命を図る目的で IRB 

委員会へ申請とした 

症例は、当院にて体外受精により妊娠した 30週 4日の初妊婦で、高度の羊水 

過多を認め、その原因として胎児の先天性無顎症による嚥下障害が強く疑わ 

れる。この胎児は無顎症のために、嚥下障害ばかりでなく出生直後から高度 

の呼吸障害を発症する可能性が極めて高いと考えている。救命のためには気 

道の確保が一義的に重要だが、通常の経膣分娩あるいは帝王切開分娩では、 

出生直後に気管内挿管を試みても不可能な可能性が極めて大きく、次善の策 

として気管切開挿管を実施するにもさらに 10分程度の時間が必要となり、気 

道確保までの間、出生児は高度の低酸素状態にさらされることになり、たと 

え救命が出来ても高度の低酸素性虚血性脳症を発症する危険が極めて高いと 

思われる。 

今回、過去には当院では実施経験のない手技ではあるが、他院にて経験を持

つ医師の着任により、この胎児を救命する目的で EXIT の実施を許可頂きた

く、申請するものである。 
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１．申請者亀井良政教授（産婦人科）に代わり三木明徳講師より、提出された課題についての説明が

行われた。 

  ※ 本申請については迅速審査依頼があり、平成 25年 3月 18日、病院 IRB委員長所属診療科の

ため片山病院長・大竹副委員長の決済にて事前承認済。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １３－００４ 

課題名 非小細胞肺癌患者における RT-PCR法による ALK融合遺伝子診断 

申請者 呼吸器内科   萩原 弘一教授 

申請内容と 

その概要 

 ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌に対して、2012 

年 5月 29日より crizotinibが販売された。本剤の投与に際しては、ALK融 

合遺伝子陽性が診断されることが必須となるが、ALK遺伝子検査の中で、FISH 

法だけが、現在、日本で保険算定の対象となっている。FISH法はホルマリン 

固定パラフィン包埋標本に適した診断方法だが、細胞数の多い胸水などのセ 

ルブロックを除き、喀痰検査や気管支鏡検査の液性検体の診断には不向きで 

ある。RT-PCR法はそのような液性検体の診断に適しているが、現在 ALK検査 

における保険算定の対象となっていない。しかし肺癌の診断のほとんどが喀 

痰や気管支鏡検査の液性検査でなされ、気管支鏡検査や手術療法で組織採取 

ができない症例においては、RT-PCRによる ALK検査が受けられず、治療機会 

を失っている患者の存在が懸念される。Crizotinibの販売元であるファイザ 

ーでは以上の問題を解決する目的で、RT-PCR法による ALK融合遺伝子診断結 

果の提供を実施することとなり、当院にてもその検査を提供することが患者 

の利益となることから IRBへその実施について申請するものである。 

 

１．申請者萩原弘一教授（呼吸器内科）に代わり小宮山謙一郎助教より、提出された課題についての

説明が行われた。 

 

２．審議結果：保留。 

        ① ファイザー社と相談をしてプロトコールを再考すること。製薬会社主導ではな

く医師主導型臨床試験とし、それをファイザー社がサポートするという形式に

すること。 

 

 

申請書番号 １３－００５ 

課題名 汎用超音波画像診断装置を用いた眼窩超音波検査 

申請者 眼科   樺澤 昌 講師 

申請内容と 

その概要 

 眼循環障害は様々な眼疾患の原因や関連になり得る。眼循環検査として超 

音波カラードプラ法による眼動脈や網膜中心動脈の血流検査は一般的に認知 

されており、当院にても以前より行われ、診断そして治療に貢献してきた。 

診断用超音波のレベルで明確に有害な作用が生じたという報告例は過去数十 
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年間ないが、強力な超音波による治療用の結石破砕装置の登場により、強い 

音では生体に何らかの作用があり、音ならば安全とは言えない、という認識 

が高まってきている。アメリカ食品医薬局は眼窩超音波検査に使用可能な超 

音波診断装置の発振音圧上限を、Mechanical Index 0.24未満と定めている。 

製造物責任法の対応策としても、機器メーカーでは「眼球への適応を意図し 

て設計されていない」という理由で汎用超音波画像診断装置の眼球への適用 

を「禁忌」と表示するようになった。 

 しかし、カラードプラ法による眼循環検査が可能な装置は汎用超音波画像 

診断装置しかなく、日本脳神経超音波学会でも「頭蓋内超音波検査ガイドラ 

イン」で「眼動脈超音波検査」を「一般に使用されている汎用型超音波装置 

で、5MHzまたは 7MHz以上のリニアプローブにより行う」としている。また、 

カラードプラ法で検査を行う際には、Mechanical Index1.6程度になる。 

 そこで眼球への適応が「禁忌」とされた機器を用いて、必要性のある対象 

症例に文書を用いて説明し同意を得たうえで、臨床検査を行うことを承認し 

て頂くよう申請することとなった。 

 

１．申請者樺沢昌講師（眼科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 説明書に、従来の経験上、有害事象は生じていないが完全に安全であるとは言

えない旨の文書を追加すること。 

  

 

申請書番号 １３－００６ 

課題名 
C型慢性肝炎及び C型代償性肝硬変に対する非活性型 VD併用インターフェロ 

ンβ、リバビリン療法の有用性について検討する試験 

申請者 消化器内科・肝臓内科   持田 智 教授 

申請内容と 

その概要 

 C型慢性肝炎には、2011年 11月にプロテアーゼ阻害剤テラプレビル(TVR) 

が認可され、その臨床導入が開始されたところである。しかし、ヘモグロビ 

ン減少や重篤な皮膚症状の副作用の懸念があること、高齢者に対する安全性 

が確立されていないことがあり、3剤併用療法が困難な高齢患者や副作用に 

よりドロップアウトした患者に対する更なる治療法の向上が望まれる。また 

C型代償性肝硬変に対しても PegIFNとリバビリン併用療法が認可され、遺伝 

子型 1bに対する 2剤併用の 48週間治療により、20%は HCV排除が達成される 

が、リバビリンや PegIFNが使用できない患者には、うつや倦怠感などの副作 

用が軽いとされる IFNβ単独投与が選択されることになり、その治療法の向 

上が必要とされている。ビタミン Dは強力な免疫調整因子であり、C型慢性 

肝炎に対する RBV併用 PegIFN治療に非活動型 VDを併用すると SVR率が向上 

することが報告された。我々は、非活動型 VDを 4週間前投薬し、その後は同 

製剤を継続しながらIFNβとRBVの併用療法またはINFβ単独を行う試験を計 

画した。 

  

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり中山伸朗准教授より、提出された課題につ

いての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 実施計画書と説明文書に、IL28B(宿主遺伝子)の測定を受けなくとも、本研究に
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参加でき、また不利益は生じない旨の文言を記載すること。 

        ② 登録方法について明確に記載し、登録票を提出すること。 

  

 

申請書番号 １３－００３ 

課題名 各種腎代替療法における QOLの比較検討 

申請者 腎臓内科   渡辺 裕輔 講師 

申請内容と 

その概要 

 これまで各種腎代替療法を比較検討する方法では、hard endpointとして 

生命予後及び心血管イベントや入院などの発生率、soft endpointとして、 

各種 surrogate markerとして左室肥大、動脈硬化指標、血管石灰化、貧血、 

栄養状態、血圧管理状態などが用いられてきた。 

 近年、計量心理学の手法による客観的指標を用いて QOLを評価する試みが 

広く行われつつあり、透析患者及び腎移植患者を対象とした検討も報告され 

ているが、本邦からの報告は少ない。また、各種腎代替療法間の QOLを比較 

した研究は殆ど行われていない。また QOL指標が hard endpoint指標と良く 

相関することも報告されている。慢性腎臓病患者を対象としては、主に SF-36 

及び KDQOLを用いた検討が行われている。 

 そこで当院において、施設血液透析、腹膜透析、施設血液透析と腹膜透析 

併用療法、在宅血液透析の各透析療法を施行中の患者及び、国際医療センタ 

ー臓器移植センターで管理中の腎移植患者を対象に、KDQOL-SF及び SF-36V2 

を用いて QOLを客観的かつ定量的に評価する。更に各種身体的及び血液検査 

指標及び透析効率などと QOLscoreとの相関を検討する。 

 

１．申請者渡辺裕輔講師（腎臓内科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 個人情報保護の方法を「連結可能匿名化」へ変更すること。 

        ② アンケートに記載されている「生年月日」を「生年月」へ変更すること。 

  

 

申請書番号 １３－０１０ 

課題名 全身性エリテマトーデスおよび類縁疾患関連遺伝子に関する研究 

申請者 リウマチ膠原病科   三村 俊英 教授 

申請内容と 

その概要 

 全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎、シェーグレン症候群、 

成人スティル病などの自己免疫疾患は、原因が不明で、適切な治療法がなく、 

いわゆる難治性疾患とされている。本研究では、SLEの原因究明を目的とし 

たゲノムの解析のためのサンプル収集、SLEの活動性を的確に表す指標の検 

討、新規治療法の導入のための臨床治験の推進を行い、全身性自己免疫疾患 

の代表である全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎、シェーグレ 

ン症候群、成人スティル病およびこれらの疾患を合併する重複症候群につい 

て遺伝子解析を進めることで、難治性疾患である疾患群の診療を向上させる 

ことを目的とする。 
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１．申請者三村俊英教授（リウマチ膠原病科）に代わり梶山浩助教より、提出された課題についての

説明が行われた。 

     

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 同意書の宛て先を病院長へ変更すること。 

  

 

申請書番号 １３－００８ 

課題名 多施設共同研究による急性肺血栓塞栓症に対する MDCT、SPECTの役割 

申請者 放射線科   田中 淳司 教授 

申請内容と 

その概要 

 急性肺血栓塞栓症は最近、増加傾向にある。死亡率は一般に 15～20%とさ 

れ、迅速な診断と治療が要求される。最近開発された遺伝子組み換え血栓溶 

解剤投与により速やかな改善が期待される。しかし、治療後長期にわたる肺 

血栓塞栓症の改善程度、再燃についてはほとんど報告がなく、治療後の肺血 

栓塞栓症の画像での評価についてもデータが乏しく、定量的評価が確立され 

ていない。急性肺血栓塞栓症から慢性肺血栓塞栓症へ移行し、さらに肺高血 

圧症(慢性血栓塞栓性肺高血圧症)を合併すると、5年生存率は 30%である。急 

性肺血栓塞栓症から慢性肺血栓塞栓症へ移行する頻度については我が国での 

報告がない。 

 急性肺血栓塞栓症患者に対する MDCT、SPECTの役割を検討するため、急性 

肺血栓塞栓症患者に対して治療前後、退院時および発症 6ヶ月毎に 3年間(1 

年間でも可)、定期的に心エコー、MDCT肺血管造影、肺血流 SPECTにて経過 

観察をする。心エコーでは右室拡大の程度、右室壁運動の異常の有無、平均 

肺動脈圧、最大肺動脈圧を測定する。MDCT肺血管造影では肺血栓塞栓症の所 

見の有無、血栓塞栓の測定を行う。肺血流 SPECTでは区域欠損数(正常例で 

17点)を算出し半定量化し、MDCT、SPECTの役割を評価することを目的とする。 

本研究は防衛医大放射線医学講座小須田茂教授を研究責任者とする。埼玉県 

内 5施設の共同研究である。なお、本研究の内容及びプロトコールは参加施 

設間で統一されており、リーダーである防衛医大倫理委員会の承認を得てい 

るものである。 

 

１．申請者田中淳司教授（放射線科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

   

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 個人情報管理者をこの研究に携わらない別の方へ変更すること。 

② 費用負担に関して再考し、申請書に明記すること。 

  

 

申請書番号 １３－０１１ 

課題名 プライマリーケア開業医における潜在的 COPD患者の経過観察 

申請者 呼吸器内科   仲村 秀俊 准教授 
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申請内容と 

その概要 

 COPDの有病率や死亡率は世界的にも高いレベルにあり、日本の COPD疫学 

調査 NICE試験から約 530万人が COPDに罹患しているとされている。しかし 

一方で COPDと診断されていたのはそのうち 9.4%にすぎない。このような状 

況から、日本呼吸器学会が中心となり、より肺の健康意識を高めるため、“肺 

年齢”(実年齢との乖離から呼吸機能の異常を早い段階で認識してもらう概 

念)が提唱された。しかし、これまでプライマリーケア医を受診している患者 

での COPD合併率のデータはあまりない。そこで今回我々は、スパイロメトリ 

ーによる呼吸機能測定とアンケートによる生活習慣病患者の COPD合併実態 

調査を行うことを計画した。今回は人間ドッグにて行われているような通常 

のスパイロメトリー測定であり、介入試験は行わない。 

 

１．申請者仲村秀俊准教授（呼吸器内科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 申請書及び研究計画書に個人情報保護の方法について記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－００９ 

課題名 骨関節軟部組織の高分解能 MRI撮像法の検討 

申請者 放射線科   新津 守 教授 

申請内容と 

その概要 

 骨関節軟部組織の画像診断にはその器官、組織の緻密さから高分解能 MR画 

像が要求される。軟骨や微細な靱帯、腱損傷を診断するためには、0.1mm単 

位の空間分解能がカギとなるが、各種の新撮像法を用いて、その最適化と臨 

床的有用性を検討する。MRIにおいてエコー時間 time of echo(TE)は重要な 

ファクターであるが、近年、TEを 1ms以下に短縮可能な ultra-short TE (UTE) 

画像法が、開発され、臨床応用されつつある¹⁾ 。しかし TE短縮にはハード 

ウェアに多大の負荷がかかり、これまで有効な TE短縮には至らなかった。こ 

れに対して、K空間上での信号サンプリング手法を改善して UTE画像取得を 

促進する、pointwise encoding time reduction with radial acquisition(PET 

RA)法が開発されたRAが開発された²⁾ 。また空間分解能向上に伴い、高品質 

画像取得には画像コントラストも同時に要求される。これに対しては新たに 

開発された chemical exchange saturation transfer(CEST)法を応用する³⁾ 。 

以上の新手法はいずれもこの数年の MRIの進歩により臨床導入がなされたも 

のである。現時点で、これらを用いての骨関節軟部組織の高分解能 MR画像の 

評価は行われていない。そこで、新手法を用いて骨関節軟部組織領域におけ 

る高分解能 MRI撮像法の可能性を検討することを計画した。 

 

１．申請者新津守教授（放射線科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 同意書の取得を各診療科で行わないため、プロトコールの内容を変更すること。 
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申請書番号 １３－０１２ 

課題名 下肢人工関節置換術後深部静脈血栓症に対する危険因子の検討 

申請者 整形外科   織田 弘美 教授 

申請内容と 

その概要 

 近年人工膝関節全置換術、人工股関節全置換術後の合併症として肺血栓塞 

栓症の危険性が指摘されている。肺血栓塞栓症は急性期に診断ができなかっ 

た場合の死亡率が 91%、早期に診断がされた場合でも 19%と高率であり、原因 

としては症候性肺血栓塞栓症患者の約 50～80%に認められる術後深部静脈血 

栓症の存在が認識されておりその予防が重要である。本研究の目的は、当院 

で行った人工膝関節全置換術、人工股関節全置換術症例を対象とし生体学、 

原疾患、既往歴、コルチコステロイド使用の有無、他家血輸血の有無、血栓 

性疾患の既往、術前術後の血液生化学検査、手術時間、術中出血量からレト 

ロスペクティブに術後深部静脈血栓症発生の予測因子を統計学的手法を用い 

て明らかにすることである。 

 

１．申請者織田弘美教授（整形外科）に代わり野原広明助教より、提出された課題についての説明が

行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 申請書の臨床期間の日付を変更すること。 

        ② 同意書を削除すること。 

③ 申請書の個人情報保護の方法を、「匿名化しない」へ変更すること。 

④ 申請書の個人情報管理者は不要なため削除すること。 

  

 

申請書番号 １３－０１３ 

課題名 三頭酵素欠損症の出生前遺伝子診断 

申請者 産婦人科   難波 聡 講師 

申請内容と 

その概要 

 クライエントは 34歳、女性、1回経産婦。3月 14日（妊娠 10週 3日）に 

遺伝外来初診。第 1子（男児：生後 73日目に死亡）が三頭酵素欠損症と診断 

されている。この疾患は常染色体劣性遺伝形式である。島根大学小児科にて 

第 1子の遺伝子解析が行われており、2番染色体上に存在する HADHB遺伝子 

に 1364番目塩基 Tが Gに変わる一塩基置換のホモ変異が確認されていた。こ 

の変異は 455番目のアミノ酸であるバリンをグリシンに変えるミスセンス変 

異である。なおクライエント夫婦はともに原因変異のヘテロ接合体で保因者 

であることも確認されている。クライエントは、現在妊娠中の胎児が三頭酵 

素欠損症かどうかの出生前診断を希望している。初回のカウンセリングによ 

り、疾患の病態・遺伝形式・治療、出生前診断のための方法（羊水穿刺）、そ 

れに伴うリスク、コストについては理解が得られている。第 1子の遺伝子診 

断を行った島根大学小児科からは羊水細胞から抽出した DNAを用いた遺伝子 

診断に協力する回答をいただいている。4月下旬に羊水穿刺を行い、羊水細 

胞を用いた遺伝子診断を行いたい。なお、確認のため羊水細胞を用いたタン 

デムマスも行う予定である。 
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１．申請者難波聡講師（産婦人科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 同意書の病名を｢三頭酵素欠損症｣へ変更すること 

  

      

申請書番号 １３－０１４ 

課題名 筋緊張性ジストロフィーの出生前遺伝子診断 

申請者 産婦人科   亀井 良政 教授 

申請内容と 

その概要 

 クライエントは 29歳、女性、初妊婦。実施責任者が前職にて妊娠前より遺 

伝カウンセリングを行ってきた患者である。夫（前職の内科医）が遺伝子診 

断によって筋緊張性ジストロフィーの罹患者であることが判明している。今 

回前職にて妊娠が確認され（分娩予定日平成 25年 10月 09日）、夫婦両人の 

希望により胎児の出生前診断を希望して 3月 29日（妊娠 12週 2日）に絨毛 

検査遺伝子診断を目的に当院を受診予定である。 

前職での遺伝カウンセリングにより、疾患の病態・遺伝形式・治療、出生前 

診断のための方法（羊水穿刺、染色体検査）、それに伴うリスク、コストにつ

いては理解が得られている。4月上旬に絨毛穿刺行い FISH法および染色体検

査により胎児の核型ならびに培養絨毛細胞を用いた遺伝子診断を行いたい。 

 

１．申請者亀井良政教授（産婦人科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：承認。 

  

 

申請書番号 １３－０１５ 

課題名 
非弁膜症性心房細動患者の脳卒中および全身性塞栓症に対するリバーロキサ 

バンの有用性と安全性に関する登録観察研究 

申請者 神経内科   伊藤 康男 講師 

申請内容と 

その概要 

 心房細動は致死的な疾患でないものの、心房内の血流鬱滞によって形成さ 

れた心内血栓が脳血管を閉塞することで重篤な脳卒中を発症させることか 

ら、心房細動患者の治療は脳卒中を主とする血栓塞栓症の発症予防が目標と 

なる。血栓塞栓症を予防するには抗凝固療法が有効である。心房細動の抗凝 

固療法としてはワルファリンが標準的療法であることはいうまでもないが、 

その一方で予防作用の発揮に適切とされる RT-INRに到達するまでに相当の 

時間を要すること、食事や他の薬剤との相互作用によって RT-INRが不安定に 

なること、さらに出血リスクを伴うこと等から、適切な抗凝固療法の実施に 

おいて、ワルファリンは患者および医療関係者にとって負担の大きい薬剤で 

ある。このような現状にあって、新規の経口直接作用型第 Xa因子阻害剤リバ 

ーロキサバンが臨床使用可能となった。本剤は服用後速やかに抗凝固作用を 

発揮する 1日 1回投与の錠剤であり、食事や他の薬剤との相互作用が少ない 

ことから、定期的な抗凝固モニタリングは必要としない。海外で実施された 

非弁膜症性心房細動患者 14,264例を対象としたワルファリンの無作為割付 
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二重盲検比較試験 ROCKET AFによって、リバーロキサバンの脳卒中予防効果 

がワルファリンに対して非劣性であることが検証され、安全性については差 

異がないことも示された。日本人の非弁膜症性心房細動患者 1,280例を対象 

とした J-ROCKET AF試験においても、ワルファリンに対して安全性における 

非劣性が検証され、検出力は低いものの虚血性脳卒中を抑制する効果を示唆 

する結果が得られた。しかし、実地診療においては、治験時より多様な状況 

で、様々な背景をもつ症例への薬剤投与が行われると考えられる。そこで、 

実地診療においてリバーロキサバン服用症例について脳卒中発症状況および 

出血事象の発生状況を集積・分析することが望まれる。 

 

１．申請者伊藤康男講師（神経内科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

  

２．審議結果：承認。 

  

 

申請書番号 １３－０１６ 

課題名 女性化副腎癌における promoterⅠ.3、Ⅰ.4、Ⅱ発現についての検討 

申請者 内分泌・糖尿病内科   保坂 利男 講師 

申請内容と 

その概要 

 女性化副腎癌の発生頻度は 100万人に 1人と非常に稀な疾患である。女性 

化副腎癌では副腎で promoterⅠ.3、Ⅰ.4、Ⅱが発現し、テストステロンから 

エストロゲンへの変換を促進することが報告されており、免疫学的染色でも 

副腎組織内にアロマターゼの発現を認めている。しかし、今回研究対象であ 

る副腎癌症例の免疫学的染色では、副腎組織内にアロマターゼの発現は認め 

ず、従来報告されている副腎組織内での変換ではなく副腎癌外での変換が疑 

われている。副腎内の promoter発現を確認することにより既知の報告と同様 

の癌であるか、または新規病態であるかを検討するものである。さらに、近 

日中に副腎腫瘍摘出予定である、他患者の副腎腫瘍内の promoter発現の有無 

も調べ、コントロールとして比較を行う。 

 

１．申請者保坂利男講師（内分泌・糖尿病内科）に代わり波多野雅子非常勤一類より、提出された課

題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：承認。 

  

 

申請書番号 １２－０９８ 

課題名 
維持透析実施中の 2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの安全性及び有効 

性に関する研究 

申請者 腎臓内科   鈴木 洋通 教授   

申請内容と 

その概要 

 胆汁排泄型選択的 DPP4阻害薬（ジペプチジルペプチダーゼ-4）であるリナ 

グリプチンは、同クラスの薬剤の中では 1用量(5mg､1日 1回)のみで承認さ 

れた初めての薬剤であり、患者の腎・肝機能の程度に関わらず用量の調整を 

必要とせず食事の影響も受けない。また、腎機能正常の糖尿病患者と同一用 
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量で透析中の糖尿病患者への適応も承認されている。 

 本臨床研究は、維持透析を受けている重度腎機能低下した 2型糖尿病患者 

を対象とし、リナグリプチンの安全性、有効性を検討する。主要評価項目と 

して、低血糖の発現率を検討する。 

 

１．申請者鈴木洋通教授（腎臓内科）に代わり菊田知宏講師より、前回の指摘事項を修正した書類の

提出があり、説明が行われた。 

※ 前回指摘事項 

      ① 中止基準について詳細な定義をプロトコールへ記載すること。 

②  他施設からのデータ提出のための登録票や CRFを添付すること。 

③  研究共同医療機関の記載をすること。 

④  同意説明文書に研究課題名の記載がないため追記すること。 

⑤  同意説明文書の研究方法にインスリン投与中の場合も記載すること。また、利益と危

険性に、｢国内唯一｣の記載があるが、テネリアも同様の効果であるため、記載内容を

変更すること。 

⑥  個人情報の保護方法を｢連結可能匿名化｣へ変更すること。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 登録票を提出すること。 

        ② CRFの生年月日を生年月とすること。 

        ③ プロトコールの内容に関して同じ内容が記載されてあったり内容に相違があっ

てりと統一されてないので整合性とり記載し直すこと。 

 

 

申請書番号 １２－０９９ 

課題名 
先天性心疾患児の GERDに対する十二指腸栄養チューブによる栄養の効果に 

関する広後方視的研究 

申請者 総合医療センター 小児循環器科   先崎 秀明 教授 

申請内容と 

その概要 

 心不全による集中治療下の先天性心疾患患児において胃食道逆流症を合併 

した場合、誤嚥性肺炎を起こし呼吸状態の悪化、人工呼吸器から離脱が困難 

になることや、ミルク量を制限せざるを得ず体重増加が図れないことがある。 

当科ではそれらの児に対して十二指腸栄養チューブを留置し、経腸栄養を行 

っており症状改善を認めることから、その効果についてカルテを用いて後方 

視的に検討する。 

 

１．後方視的研究であるため、書面審査のみの審査とした。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 臨床研究期間を承認日以降へ変更し、カルテ調査対象期間も記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－００７ 

課題名 
ファロー四徴症術後における wave intensityと拍動抵抗を用いた肺動脈循環 

動態解析 
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申請者 総合医療センター 小児循環器科   増谷 聡 准教授 

申請内容と 

その概要 

 従来、ファロー四徴症術後の肺動脈狭窄症に対しては逆流性病変の程度に 

関わらず、狭窄解除を行うことが有益であると考えられてきた。しかしなが 

ら、本疾患の予後を規定するのは狭窄性病変ではなく、逆流性病変であるこ 

とが明らかとなり、近年では逆流を起こさない治療が長期予後を改善すると 

考えられている。近年、ファロー四徴症の肺動脈組織学的検討から肺動脈壁 

硬度の上昇を示唆する報告がなされており、そのような肺血管床の状態は肺 

動脈逆流に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、術後残存狭窄病変の解除 

が逆流性病変を増強しうるとすれば、逆流が高度な症例にとって狭窄解除は 

益をなさない。このような背景から、ファロー四徴の肺血管血流動態を明ら 

かにし、逆流を生じる機序の解明と狭窄性病変に対する明確な治療の方向性 

を示すことは本疾患を持つ患児の予後改善に大きく寄与すると考えられる。 

 

１．後方視的研究であるため、書面審査のみの審査とした。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 申請書と研究計画書の調査期間が異なるため一致させること。 

② 匿名化は不要なため、「匿名化しない」へ変更すること。 

  

 

 

 

以上 


