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     第 132回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日   時：平成２５年 ５月１３日（月） １７：３０～２０：００ 

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、篠塚望、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、、大野幸栄

（オブザーバー）、片山茂裕（病院長・オブザーバー） 

委任状出席：倉持朗、吉安尚夫 

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。 

○ 大学病院単独の後方視的臨床研究用申請書が提案され委員の先生に配布された。今後、科長会議 

に提出され承認されれば、後方視的臨床研究にはこの申請用紙を使用し、申請者は委員会にてプ 

レゼンテーションせず書面審査として委員会の迅速化をはかることになった。（5月 21日に開催 

された科長会議にて承認された。） 

○ 13-002  麻酔科  前山明彦 講師 

      「ロクロニウムースガマデクス包接体の検討：特に腎機能障害者にいける安全性の検討」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-005  眼科  樺沢昌 講師 

      「汎用超音波画像診断装置を用いた眼窩超音波検査」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-006  消化器内科・肝臓内科  持田智 教授 

      「C型慢性肝炎および 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」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-008  放射線科  田中淳司 教授 

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

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-009  放射線科  新津守 教授 

      「骨関節軟部組織の高分解能 MRI撮像法の検討」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-011  呼吸器内科  仲村秀俊 准教授 

      「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」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-012  整形外科・脊椎外科  織田弘美 教授 

      「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」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 13-013  産婦人科  難波聡 講師 

      「三頭酸素欠損症の出生前遺伝子診断」 

       →承認済課題（4/8）、語句の訂正指摘がなされ、修正された書類の提出があり承認さ

れた。 
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○ 12-099  川越総合医療センター小児循環器科  先崎秀明 教授 

      「先天性心疾患患児の GEED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研

究」 

       →平成 25年 4月 8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。 

○ 12-021  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。 

○ 11-051  内分泌・糖尿病内科  粟田卓也 教授 

      「糖尿病合併高血圧患者に対するロサルタンとテルミサルタンの単独投与並びに低用量

の降圧利尿薬との併用投与が尿酸代謝に及ぼす影響の検討」 

       →承認済課題、プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 10-002  リウマチ膠原病科  舟久保ゆう 講師 

      「トシリズマブ（アクテムラ）投与時の関節リウマチ（RA）患者における Routine 

Assessment of Patient Index Data3（RAPID3）を用いた疾患活動性と身体機能の評

価」 

       →承認済課題、期間の延長申請があり承認された。 

○ 10-003  内分泌・糖尿病内科  片山茂裕 教授 

      「インスリン非依存 GAD抗体陽性糖尿病におけるシダグリプチン（ジャヌビア）の有効

性の検討」 

       →承認済課題、プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 12-090  血液内科  中村裕一 教授 

      「ＰＮＨレジストリ（発作性夜間ヘモグロビン尿症患者登録）」 

       →平成 25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。 

 

 

 

申請書番号 １３―０１７ 

課題名 
2型糖尿病患者におけるレパグリニドの 1日 2回および 3回投与による血糖 

日内変動の比較 

申請者 内分泌・糖尿病内科   栗原進 講師 

申請内容と 

その概要 

 HbA1cが 7%付近で食後過血糖が高い患者さんに対して速効性インスリン分 

泌促進剤は有用である。SU薬よりも低血糖発現リスクや体重増加に関する懸 

念が少ない。しかし 1日 3回食直前投与にために服薬アドヒアランスが良く 

ない。昨今“セカンドミール効果”という言葉が糖尿病学会でも話題となっ 

ている。セカンドミール効果とは、最初にとる食事(ファーストミール)が、 

次にとった食事(セカンドミール)の後の血糖値にも影響を及ぼすことと定義 

されている。具体的に、繊維の多い豆科植物(大豆など)を含む食事は、炭水 

化物の消化・吸収を遅らせ、食後の血糖の上昇を抑え、次の食事による血糖 

コントロールを改善すると考えられている。特に肥満患者は昼食を抜き朝食 

と夕食に大量の食事を摂取する傾向がある。 

 以上のことにより、食事療法実施している 2型糖尿病患者に対して 3回投 

与の薬剤であっても 2回投与でコントロール可能ではないかと考える。3回 

投与の薬剤として速効性インスリン分泌促進剤がある。その中でも、速効性 

インスリン分泌促進剤レパグリニドは、同効薬と比べインスリン分泌作用時 
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間が若干長いことが示されている。そこで血糖コントロールが安定してきた 

入院患者を対象に、速効性インスリン分泌促進剤レパグリニド 1日 2回投与 

及び 3回投与による血糖日内変動の比較検討を実施する。 

  

１．申請者栗原進講師（内分泌・糖尿病内科）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 申請書の介入の有無の欄を「介入を伴う」へ変更すること。 

        ② 申請書の個人情報保護の方法を「匿名化しない」へ変更し、また、個人情報管

理者を削除すること。 

 

 

申請書番号 １３―０２０ 

課題名 内分泌腺腫症を併発する NeurofibromatosisType1の遺伝子解析 

申請者 内分泌・糖尿病内科   井上郁夫 准教授 

申請内容と 

その概要 

 NeurofibromatosisType1(NF1)はcafé au-lait spotと神経線維腫を主徴と 

し、皮膚・神経・眼・骨等に多種病変が出現する全身性母斑症である。常染 

色体優性の遺伝性疾患である本症は出生約3000人に1人の割合で生じること 

が知られている。原因遺伝子である NF1遺伝子は 17番染色体長腕に位置し、 

ゲノム DNAは 350kbに及ぶ巨大な遺伝子で計 60のエクソンを有する。mRNA 

は約 12kbであり、2818個のアミノ酸からなる蛋白は neurofibrominと呼ば 

れ、分子量は約 250kDaである。Neurofibrominは Ras蛋白の機能を制御し癌 

抑制作用を有するとされ、その異常は多種の病変を生じると推測されている 

が詳細な機構については不明な点が多い。また以前より NF1は内分泌腺腫症 

を併発することが報告されており、NF1患者の 1%に褐色細胞腫を併発するほ 

か、原発性副甲状腺機能亢進症や甲状腺髄様癌、先端巨大症、カルチノイド 

腫瘍を合併した例が報告されている。NF1患者で褐色細胞腫と原発性副甲状 

腺機能亢進症、甲状腺髄様癌を発症し、MEN2Aと診断された患者において、 

NF1遺伝子とRET遺伝子の2つの異常が同定されたという報告があるが、MEN2A 

以外の内分泌腺腫症併発例の報告もあり、NF1と内分泌腺腫症との関連にお 

いては詳細が不明である。 

そこで、内分泌腺腫症を併発した NF1患者 1例とその家系において同疾患を 

発症している家族 2例の遺伝子を解析することで内分泌腺腫症と NF1発症の 

関連性を調査し、その病態を解明することを目的とした研究を計画した。 

 

１．申請者井上郁夫准教授（内分泌・糖尿病内科）に代わり安田重光助教（内分泌・糖尿病内科）よ

り、提出された課題についての説明が行われた。 

  ※ 審議に先立って、倫理委員会へ申請中であり 25年 6月 11日に開催される委員会にて審議予

定であるとの説明があった。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

 



 

4 

 

 

申請書番号 １３－０２１ 

課題名 
新生児病態と、母乳、人工乳及び血中の酸化あるいは還元型コエンザイム Q10

との相関解析 

申請者 小児科   山内秀雄 教授 

申請内容と 

その概要 

 生体分子の過剰な酸化ストレスが発生期や発達期に生じると、多様な発達 

障害を惹起する可能性がある。ミトコンドリア電子伝達系の補酵素 CoQ10は 

酸化型と還元型(ユビキノール)として存在し、ユビキノール量の低下は、酸 

化ストレスのリスクを示していると考えられている。そこで、新生児集中治 

療室(NICU)に入院するハイリスク新生児の栄養である母乳または人工調整乳 

内に酸化・還元バランスの異常が生じているか否かを、CoQ10量を指標に評 

価する。また授乳後の代謝状態の診断として児の血漿中の酸化・還元型 CoQ10 

量を同様に定量する。脳性麻痺などに関連する原始反射や general Movementn 

等の神経行動学的異常を、小形 webカメラの動画像解析から定量的に評価す 

るとともに、小形熱画像カメラにより、児の体表面温度を計測して自律神経・ 

内分泌機能の評価を行う(別途 IRB承認済み)。これらの知見と臨床的に必要 

とされ施行された MRI画像、心拍など生理学的データ、血液生化学的データ 

を多変量解析によって統合的に評価する。栄養生化学的に、母体と児に酸化 

ストレスがかかっているか、また新生児の早期ストレスと脳発達との相関性 

があるのかを明らかにし、障害予後予測を早期に推定できる方法とその予防 

方法を開発する。 

 

１．申請者山内秀雄教授（小児科）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：保留。 

        ① 母乳と頂くことと血液を頂くことは別のことなので、同意書は新生児用と母親

用の 2種類を作成すること。 

     ② 患者さんへの説明文章をもう少しわかり易く作成し直すこと。 

 

 

申請書番号 １３－０２２ 

課題名 
妊娠中期の組織学的内子宮口の超音波診断に基づく妊娠末期の前置胎盤の診

断精度の前方視的研究 

申請者 産婦人科   亀井良政 教授 

申請内容と 

その概要 

 前置胎盤は全分娩の 0.3-0.5%に発症するといわれる胎盤付着位置異常で、 

ときに妊娠中や分娩時にコントロール不能な母体の多量出血が起こり、多量 

の輸血･子宮摘出術・母体死亡などとなるリスクが高い。このことから、前置 

胎盤は分娩前に必ず診断されておかなければならない異常であるだけでな 

く、緊急な対応が可能な施設での健診･分娩管理が望まれる。妊娠中期には前 

置胎盤の疑われる症例を健診妊婦から抽出し、適切な施設での管理とするこ 

とが周産期医療の改善に繋がると考えられている。胎盤は子宮の増大、伸展 

によってその見かけの位置が変わることが知られており、妊娠の早い時期に 

前置胎盤が疑われても、実際の分娩時にはそうでなくなる症例(偽陽性)もあ 

ることはしばしば経験されることである。このことは、通常前置胎盤の有無 

を確認する妊娠中期では子宮下節が開大していない症例もあり、真の内子宮 

口上に胎盤は覆っていなくても前置胎盤のように描出される症例が少なくな 
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いからである。妊娠中期の超音波検査による前置胎盤の診断と分娩時の診断 

の違いに関して幾つかの検討があり、妊娠中期(15-24週)に超音波検査によ 

って前置胎盤と診断されるのは 1.1-3.9%であるが、分娩時の診断では 

0.14-1.9%に減少すると報告されている。しかしながら、それらの報告は 2000 

年以前に調査されたものであり、前置胎盤の超音波診断は、内子宮口を覆う 

胎盤を描出した場合という記載のみである。これらの報告の対象には、子宮 

下節の開大前に解剖学的内子宮口を覆う胎盤を描出したものも含まれている 

と推測される。近年の超音波機器の解像度の向上によって、子宮頚管子宮下 

節の判別が可能であり、胎盤と組織学的内子宮口の位置関係が正しく認識さ 

れれば、妊娠中期における前置胎盤の診断精度を向上させることができると 

考えられる。よって本研究の成果は世界においても質の高い EBMとなると確 

信する。 

 本研究の目的は、妊娠中期の前置胎盤の超音波診断において、今までの子 

宮内腔の最下端を子宮口として前置胎盤の有無を決定する方法と比べ、組織 

学的内子宮口を同定して前置胎盤の有無を確認する方法が、分娩時の前置胎 

盤の診断とより一致するかどうかを明らかにすることである。 

 

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：条件付承認。 

        ① 申請書の個人情報の方法を「連結可能匿名化」へ変更すること。 

 

 

申請書番号 １３－０２４ 

課題名 
小児急性虫垂炎切除術での周術期糖質投与が糖代謝に及ぼす影響に関する検 

討 

申請者 小児外科   古村眞 教授 

申請内容と 

その概要 

急性虫垂炎は急性腹症の原因として頻度の高い疾患で多くの人が生涯で罹患 

する疾患である。特に小児においてその頻度は高く、進行も早いことから適 

切な診断と治療が重要となる。また小児では成人と比べ体内の水分量や代謝 

能力など未熟な面が多く特に細心の留意が必要となる。 

 今回、小児急性虫垂炎切除術での周術期糖質投与が術後治療成績に及ぼす 

影響について検討を行う。急性虫垂炎と診断され入院した患者を対象として 

入院時より糖質配合細胞外液補充苑投与群もしくは非糖質配合細胞外液補充 

苑投与群のいずれかに群分けを行い糖質配合輸液、非糖質配合輸液を投与し 

水・電解質の補充を行う。投与量は個々の年齢、体重に応じて設定する。ま 

た術中も術前より投与を行った輸液にて管理を行い糖質の投与が手術中およ 

び術後の糖質代謝及び治療成績に及ぼす影響について評価を行う。 

 

１．申請者古村眞教授（小児外科）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：保留。 

        ① 計画書に記載のある当院に実在しない診療科や教室の名称を変更すること。 

        ② 無作為ランダム化の割付方法について記載すること。 

③ 個人情報保護の方法を「匿名化しない」へ変更すること。 

④ データーベース登録を行うこと。 
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⑤ 実施研究書の研究薬の概要の欄にフィジオの記載をすること。 

⑥ 同意書についてアセントと保護者向けの同意書を作成すること 

 

 

申請書番号 １３－０２５ 

課題名 6分間歩行試験における歩行距離の正常予測値作成に関する研究 

申請者 呼吸器内科   仲村秀俊 准教授 

申請内容と 

その概要 

 6分間歩行試験とは 6分間の歩行距離を測定することで、患者の運動能力 

を簡便に評価する検査である。本試験は平成 24年 4月から健康保険の適用と 

なり急速に普及している。しかし、日本人の 6分間歩行距離の正常値がない 

ため、今回、日本呼吸器学会肺生理専門委員会と日本呼吸ケア・リハビリテ 

ーション学会時間歩行試験正常値作成委員会が日本人の正常予測値を作成す 

ることになり、本研究を計画した。 

  

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計画書などに肺機能検査を事前に行うことを記載すること。 

 

 

申請書番号 １３－０２６ 

課題名 
重症ミトコンドリア病患児に対する、ピルビン酸ナトリウムの治療的応用に 

ついて 

申請者 小児科   大竹明 教授 

申請内容と 

その概要 

 ミトコンドリア病は各種治療に難治の疾患で、今回の症例は前回と同じく 

臨床的にはリー脳症と呼ばれる重症ミトコンドリア病の範疇に属し、ピルビ 

ン酸脱水素酵素複合体(PDHC)異常症と遺伝子診断された症例である。本症に 

有効とされる治療にビタミン剤やアミノ酸投与があるが、近年ピルビン酸ナ 

トリウムの有用性が示唆されており、使用経験の報告もみられる。当院外来 

通院中で、今後の予後が絶対的に不良と考えられる 2歳女児 1例に対し、ピ 

ルビン酸ナトリウム 0.5mg/kg/dayの投与を行いたく申請する。なお今回の対 

照症例はピルビン酸代謝に直接関わる酵素異常症例であり、本薬剤投与によ 

り高乳酸血症の悪化も懸念されるところであるので、PDHC異常症自体に有効 

であったとの文献も追加提出する。 

 

１．申請者大竹明教授（小児科）・荒尾正人助教（小児科）より、提出された課題についての説明が行

われた。 

  ※ この申請課題は過去承認済の 10-027、11-025と同じ内容で、今回の申請にて 3例目としての

申請となった。 

 

２．審議結果： 承認。 
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申請書番号 １３－０１８ 

課題名 
掌蹠病変の取り扱いに関する 3 段階アルゴリズムの有用性を検討する臨床研

究 

申請者 皮膚科   土田哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

 掌蹠のほくろとメラノーマの鑑別には保険収載されているダーモスコピー 

検査が有用である。ダーモスコピー検査の結果から、掌蹠の色素病変を①経 

過観察不要、②定期的経過観察、③生検、の 3グループに分けるというアル 

ゴリズムを信州大学皮膚科が単一施設データから提唱し、国際的にも広く使 

用されている。本研究では、このアルゴリズムの有用性について多施設の症 

例を集積して検討を行う。 

 

１．申請者土田哲也教授（皮膚科科）に代わり緒方大助教（皮膚科）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：保留。 

        ① 多施設共同研究であるため全体のプロトコールを提出すること。 

② 説明文書の付番を訂正すること。 

③ 登録票、CRFを提出すること。 

④ 同意書を当院の形式のものへ変更すること。 

⑤ 申請書の研究責任医師を土田教授へ変更すること。 

 

 

申請書番号 １３－０１９ 

課題名 皮膚悪性腫瘍に対するセンチネルリンパ節生検有用性の検証 

申請者 皮膚科   土田哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

 皮膚癌は 2009年の UICCと AJCCの病期分類の改訂(第 7版)により悪性黒色 

腫、メンケル細胞癌、非黒色腫皮膚癌(NMSC)に独立した病期分類が与えられ 

ている。いずれの病型に対しても NMSCの標準治療は外科療法による腫瘍の切 

除であり、リンパ節の取り扱いに関しては臨床的な転移が確認された時点で 

の所属リンパ節郭清術が一般的である。NMSC全体の転移率は 2-6%とされてい 

る一方で、ハイリスク群の転移率はおよそ 30%であると報告されている。こ 

のことから、所属リンパ節転移が再発と死亡率のリスク増加に深く関係して 

いることが考えられる。NMSCの転移ははじめにリンパ行性転移をきたし、そ 

れらは一般的に初回治療から 2年以内に起こすと報告されている。また積極 

的な手術療法が、局所にとどまった進行期の NMSCという限られたグループに 

おいては有益で、根治的な追加切除と所属リンパ節郭清にとり長期生存が得 

られている事実も報告されている。ハイリスク NMSCにおける選択的郭清術や 

後療法としての放射線照射の有用性は、これまでの頭頚部領域のみでの報告 

しかなく依然として不明である。これらの理由からハイリスク NMSC症例に対 

してのセンチネルリンパ節生検が最小限の侵襲で正確に病期を決定し、早期 

に潜在性リンパ節転移を同定できること、また予防的所属リンパ節郭清やそ 

の他の後療法と比べて優れた治療法になりうることが期待される。それらを 

明らかにするため本試験を計画する。 
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１．申請者土田哲也教授（皮膚科）に代わり緒方大助教（皮膚科）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 申請書と治療計画書の目標症例数を一致させること。 

        ② 同意書を当院の形式のものへ変更すること。 

③ 申請書の医療行為実施者に宮野先生を追加記載し、同意書の分担医師は緒方先

生・宮野先生連名に変更すること。 

④ 単独施設の研究であるため申請書の匿名化の方法を「匿名化しない」へ変更し、

個人情報管理者を削除すること。 

 

 

申請書番号 １３－０２８ 

課題名 慢性間質性肺炎急性増悪における予後予測因子の検討 

申請者 呼吸器内科   臼井 裕 准教授 

申請内容と 

その概要 

 2009年から 2012年の間に、急性増悪で当科に入院された慢性線維化性間 

質性肺炎患者の生存/死亡予測因子を明らかにするために、電子カルテの記録 

(血液検査値、肺機能、X線画像所見などを含む)を閲覧する。 

 

１．申請者仲村臼井裕准教授（呼吸器内科）より提出された申請課題はすでに終了済みの当院のみの

単独後方視的臨床研究のため書類審査とした。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

 

 

 

以上 


