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     第 134回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日   時：平成２５年 7月 1日（月） １７：３０～２０：１０ 

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、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、 

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：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。 

○ 13-019  皮膚科  土田哲也 教授 

      「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」 

       →平成 25年 5月 13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。 

○ 13-010  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

      「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」 

       →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。 

○ 12-046  神経内科  荒木信夫 教授 

      「脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する大規模臨床研究」 

       →平成 24年 10月 1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。 

○ 12-098  腎臓内科  鈴木洋通 教授 

      「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」 

       →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。 

○ 10-019  内分泌・糖尿病内科  片山茂裕 教授 

      「SU薬効果不十分な 2型糖尿病症例に対する DPP-4阻害薬/少量 SU 薬併用および SU薬

強化療法の膵 β 細胞のインスリン分泌機能保持への影響に関する多施設共同前向

き無作為比較試験<Saitama Sitagliptin Study（３S）>」 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり承認された。 

 

 

 

申請書番号 １３－０３３ 

課題名 超音波デブリードマン装置の安全性及び有用性の検討 

申請者 形成外科   市岡 滋教授 

申請内容と 

その概要 

 褥瘡や下肢潰瘍などの慢性創傷治療において、壊死組織や感染組織を切除 

することは治療において必須とされ重要な手技である。メスなどを使用する 

従来の外科的デブリードマンは、健常な組織や血管を損傷する可能性があり、 

また患者にとっては大きな疼痛を伴うものである。 
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 超音波デブリードマン装置(米国 Arobella Medical社製 AR1000D)を使用す 

ることにより、米国ではデブリードマンに伴う疼痛の軽減及び治癒促進、医 

療費削減につながるという報告があるが、国内での知見はないため、その有 

効性を評価する目的で本研究を計画した。 

 

１．申請者 市岡滋教授（形成外科）と簗由一郎助教（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：条件付承認。 

        ① 説明書に、健康被害が起きた場合の補償の内容について記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－０２１ 

課題名 母乳および新生児血中の酸化型・還元型コエンザム Q10の解析 

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血漿中および母乳中の酸化・還元 

CoQ10量と同様に定量し、酸化・還元バランスの異常が生じているか否かに 

ついて検討する。 

 

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。 

  ※ 前回指摘事項 

      ① 母乳を頂くことと、血液を頂くことは別のことであるため、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書を分かりやすく作成し直すこと。 

 

２．審議結果：承認。 

  

 

 

申請書番号 １３－０３７ 

課題名 
Japanese Alzheimer`s Disease Neuroimaging Intiative 臨床研究第 2期 

(J-ADNI2) 

申請者 神経内科・脳卒中内科   荒木 信夫教授 

申請内容と 

その概要 

 アルツハイマー病(AD)の根本治療薬（DMT）の臨床開発が始まっているが、 

認知症発症後の ADに対する最近の治験は、いずれも症候エンドポイントを満 

たさず、不成功に終わっている。その要因の 1つとして、認知症期の ADは 

DMTの対象としては遅きに失しており、それに先行する軽度認知障害(MCI)、 

さらに早期段階と目される AD病理(アミロイド)陽性の無症候期(プレクリニ 
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カル AD)などの早期に治療を開始する必要が指摘されている。超早期段階の 

ADの評価には、画像を含むバイオマーカーを確立し、併用することが必須で 

ある。これらの問題を解決するため、2007年より J-ADNIが開始され、MRIを 

用いた脳容積測定、PETによる機能画像評価などの脳イメージングと、血液・ 

脳脊髄液などのバイオマーカー測定、疾患関連遺伝子の探索、神経心理検査 

を組み合わせて縦断研究が行われた。これによりアミロイド指標を用いた MCI 

から ADへの進行の予測や、AD発症に先行する脳の変化の画像的評価などが 

可能となり、DMTの治験における評価法、実行体制が整備された。しかしな 

がら、DMTが真に予防、治療効果を発揮するには、従来の後期 MCIにとどま 

らず、記憶障害の軽い早期 MCI、さらには無症候期のプレクリニカル ADの自 

然経過を観察・記載し、認知症を発症するリスクの高い個人を治療対象とし 

て鑑別することが必要となる。このために、MCIとプレクリニカル ADを主対 

象とした長期観察研究 J-ADNI2を行う必要がある。J-ADNI2は非ランダム化 

による、自然経過に関する縦断観察研究であり、治療行為は行わない。 

 

１．申請者 佐々木貴浩講師（神経内科・脳卒中内科）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 多施設の倫理委員会の承認証明書を提出すること。 

② 遺伝子解析があるため、倫理委員会へ申請すること。 

③ 添付資料の回答書のあて先を学長から病院長へ変更すること。 

④ 個人情報管理者を本研究に携わらない別の人へ変更すること。 

⑤ 介入試験を伴う研究であるため、データベースへ登録すること。 

  

 

申請書番号 １３－０３５ 

課題名 
J-BRAND Registry [Japan-Based clinical ReseArch Network for 

Diabetes Registry] 

申請者 内分泌内科・糖尿病内科   粟田 卓也教授 

申請内容と 

その概要 

 2型糖尿病の新しいクラスである DPP-4阻害薬は、今後も更なる使用拡大 

が見込まれるが、長期投与時の安全性及び有効性は十分に集積されていない 

こと、また欧米諸国では薬剤使用に関する大規模な症例データベースが存在 

するが、日本ではほとんど存在していない。そこで、2型糖尿病の大規模な 

症例データベースを構築し、適切な情報の分析を行うことで、DPP-4阻害薬 

の安全性及び有効性について適切な情報を発信し、2型糖尿病治療の発展に 

寄与するために本研究を計画した。 

 

１．申請者 粟田卓也教授（内分泌内科・糖尿病内科）に代わり栗原進講師（内分泌内科・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 個人情報管理者を本研究に携わらない別の人へ変更してほしい。 

        ② 本研究開始前に教育実習を受けること。 

        ③ 東京大学倫理委員会の承認証明書を提出すること。 
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申請書番号 １３－０３８ 

課題名 メチルマロン酸血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 28歳、女性、1回経産婦。5月 1日(妊娠 7週頃)に遺伝外 

来初診。第 1子(男児)がメチルマロン酸血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。東北大学にて第 1子の遺伝子解析が行われて 

おり、6番染色体上に存在する MUT遺伝子に 1481番目塩基 Tが Aに変わる一 

塩基置換、2179番目塩基 Cが Tに変わる一塩基置換が確認されていた。これ 

らの変異はともにストップコドンを誘導する変異である。なおクライエント 

夫婦は父が 1481変異、母が 2179変異のコンパウンドへ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メチルマロン酸血症かどうかの出生 

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 

態・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東北大学から 

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。6月末に羊水穿刺を行い、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、島根大学に依頼し羊水細胞を用いたタンデムマスも行う予 

定である。 

 遺伝子診断の結果は｢正常・保因者・罹患児｣の 3通りが考えられるが、結 

果通知の際にはクライエントが意思決定を行ううえで十分なカウンセリング 

を提供する予定である。 

 

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。 

   ※ 本申請については迅速審査依頼があり、平成 25年 6月 24日、病院 IRB委員長所属診療科

のため、片山病院長・金澤實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 １３－０１８ 

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）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。 



 

5 

 

 

  ※ 前回指摘事項 

      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名を土田教授へ変更すること。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 登録票、CRFを提出すること。 

        ② 申請書の共同責任者氏名を土田教授へ変更すること。 

  

 

申請書番号 １３－０２８ 

課題名 
メラノーマの腋窩センチネルリンパ節転移陽性例に対する至適リンパ節郭清 

範囲を明らかにするための後方視的研究 

申請者 皮膚科   土田 哲也教授 

申請内容と 

その概要 

 臨床的リンパ節転移のない皮膚原発メラノーマに対して、センチネルリン 

パ節生検は正確病期決定にほぼ必須であり、かつセンチネルリンパ節転移は 

重要な予後予測因子である。センチネルリンパ節に転移を認めた場合、現時 

点では所属リンパ節郭清を行うことが考慮され、上肢や体幹上部皮膚に発生 

したメラノーマでは腋窩リンパ節が所属リンパ節となる。臨床的腋窩リンパ 

節に対するリンパ節郭清範囲はレベルⅠ-Ⅲが世界的標準であり、センチネル 

リンパ節のような微小転移の場合にも、それに準じて行われている。しかし 

現在までセンチネルリンパ節転移陽性例に対する腋窩に特化した郭清範囲の 

詳細な検討はほとんどされていない。本邦ではレベルⅠ-Ⅱの郭清が一般的に 

行われるが、施設により郭清範囲は異なり統一した見解は得られていないの 

が現状である。 

 本研究では、単施設では症例数の少ない本疾患に対して多施設共同研究に 

より、センチネルリンパ節転移陽性例に対する腋窩郭清範囲の標準化を目標 

に、現状把握も含め、転移陽性例に対する郭清範囲、リンパ節転移の広がり、 

リンパ節再発を主要評価項目として後ろ向き研究を行う。本研究により、欧 

米とは異なるメラノーマの病型が多い本邦での結果から、これまでの外科治 

療指針の見直しや独自の治療指針作成に寄与できることも期待できる。 

 

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 申請書の「4」の研究責任者氏名を土田教授へ変更すること。 

        ② 申請書の「5」の所属診療科長印を押印すること。 
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申請書番号 １３－０２７ 

課題名 
血流依存性血管拡張反応を用いたビタミン E固定化膜の血管内皮機能への影 

響の検討 

申請者 腎臓内科   鈴木 洋通教授 

申請内容と 

その概要 

 透析患者では体内での酸化ストレスが亢進しており、体外循環に伴う血液 

と透析膜の接触がその一因として知られている。また、透析患者での酸化ス 

トレス亢進は心血管イベント発生の原因となる為、動脈硬化の早期マーカー 

として血管内皮機能を評価することは、動脈硬化の進展を防ぐために重要と 

なる。近年、従来のポリスルホン膜にビタミン Eを固定化した透析膜が抗酸 

化作用や優れた生体適合性を示すことが報告されている。よって、本研究で 

はこのビタミン E固定化ポリスルホン膜(VPS膜)を使用することで、透析患 

者の血管内皮機能を改善できるかを検討する。 

 方法は従来のポリスルホン膜(PS膜)と VPS膜をそれぞれ 4ヶ月間使用し、 

FMD検査(血液依存性血管拡張反応)にて血管内皮機能を評価する。また、酸 

化ストレスの影響を調査するために、酸化 LDLと VCAM-1を血液検査にて評価 

する。 

 

１．申請者 鈴木洋通教授（腎臓内科）に代わり鹿又一洋技師（血液浄化部）より、提出された課題

についての説明が行われた。 

  ※ 前回指摘事項 

    ① 旭化成メディカルより委託研究費もしくは奨学研究費貰い腎臓内科の研究費として負担

する委託研究費とするのか、現在のまま共同研究として覚書、役割分担、資金提供など

を明示した文書を作成し、契約を締結するのかを再考すること。 

② 研究計画書にはそれぞれの継続使用期間が 4ヶ月となっているが、患者さんへの説明書

の方法欄には 1ヶ月となっているので 4ヶ月に統一すること。 

③ 危険性・合併症の項目に、一般的な副作用が記載されてあるが、透析のものか膜のもの

か FMD検査のものか分からないため、明確にすること。 

④ この研究を受けない場合の方法や、他の方法が何も記載されていないため、記載するこ

と。 

⑤ FMD 検査は通常行わない検査であるため、そのデメリットは記載すること。また、現在

使用している膜から PS膜に変更することによるデメリットも記載すること。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 説明書の誤字を訂正すること。（還流→灌流） 

② 説明書に、本研究に参加しない場合であっても通常の透析治療を受けられる旨

の文言を追加すること。 

  

 

申請書番号 １３－０３４ 

課題名 フォンタン手術後心機能の後方視的検討 

申請者 総合医療センター･小児循環器科   増谷 聡准教授 
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申請内容と 

その概要 

 フォンタン術後患者の心血管機能特性を明らかにするために、単心室と診 

断されフォンタン手術を完遂し、術後心臓カテーテル検査の対象となったフ 

ォンタン術後単心室群とフォンタン術前単心室群、心不全のないコントロー 

ル群に(小短絡の心室中隔欠損、動脈管開存などで心臓カテーテル検査の必要 

のあるもの)の心血管特性、神経液性因子を後方視的に比較検討する。 

 

１．申請者  後方視的臨床研究であるため、書面審査のみの審査とした。 

 

２．審議結果：承認。 

  

 

申請書番号 １３－０３９ 

課題名 LG21を用いた除菌治療における PPIの有効性の検討 

申請者 消化器内・肝臓内科   岡 政志教授 

申請内容と 

その概要 

 胃・十二指腸潰瘍の原因として H.pylori感染のかかわりが明らかとなり、 

H.pylori陽性の胃・十二指腸潰瘍に対して感染症としての治療が主体となっ 

ている。わが国でも H.pyloriの除菌治療が保険適用となり、本格的な除菌治 

療が行われている。除菌治療は胃・十二指腸潰瘍の治癒促進と再発予防に有

効で、除菌に成功した場合には維持療法を行わずとも潰瘍再発は著明に抑制

される。また、胃癌をはじめとする H.pylori関連疾患の治療や予防、さらに

は感染経路の抑制に役立つ。 

 しかしながら、様々な要因により、臨床で除菌治療が不成功となること、 

また抗生剤に対するアレルギーや有害事象により治療中止に至ることがあ 

る。そうした患者をレスキューする方法を考案するのは極めて重要な課題で 

ある。 

 本研究では保険適用となっている、除菌不成功となった患者ならびに新た 

に除菌治療を受ける患者を対象に、LG21を用いた除菌治療を実施し、安全性 

および有効性を検討する。除菌治療前後の感染診断には便中 H.pylori抗原・ 

尿素呼気(UBT)を用いて除菌判定を行う。 

 

１．申請者 岡政志教授（消化器内科・肝臓内科）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 申請書の個人情報保護方法を「匿名化しない」へ変更すること。 

          匿名化の方法や個人情報管理者も削除すること。 

② 除外基準に潰瘍のある患者さんを追記すること。 

③ 患者さんへの説明書の PPIという言葉を分かりやすい言葉で記載すること。 

④ 介入研究であるため、講習を受けること。 

⑤ 説明文書内の｢6｣の他の方法の有無についての言い回しを変更すること。 

⑥ 説明文書内に利益・不利益について記載すること。 

      

３． 
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申請書番号 １３－０３６ 

課題名 

本邦、在宅環境における NxStage Sysrem One による透析治療の確認 

：NxStage Sysrem One(NSO)透析システム専用透析液の窒素退社物除去効果 

及び除水効果の確認 

申請者 腎臓内科   鈴木 洋通教授 

申請内容と 

その概要 

 欧米では 1960年代より主に地理的条件、透析施設及び医療スタッフの不足 

や医療費の問題から自然発生的に在宅血液透析が行われるようになった。わ 

が国においては医療施設の不足と社会復帰の目的で 1968年から名古屋地区 

で開始され、1971年に最初の報告がなされている。その後、症例が増加し長 

期の成績が検討されると医学的に見ても大きな長所が認められ、1998年 4月 

に保険適用になり、その患者総数は 2011年末の時点で 327名(全透析患者の 

0.1％)となっている。現時点では、在宅透析において、透析装置の複雑さが 

この治療を制限する要因になっている。今日では、安全で取り扱いの簡便な 

在宅透析機器の開発や現行治療の欠点を改善する工夫もなされてきている。 

 今回、すでに欧米で承認を得ている NxStage社の携行可能な装置を透析医 

学会として導入することにした。導入するにあたり、独立行政法人医薬品医 

療機器総合機構の申請前相談を実施したところ、本邦においても操作や安全 

性を少数で確認するようご指示をいただいた。 

そこで本邦における米国 NxStage 社の訓練プログラムを用いて、治療が処

方どおりかつ安全に実施できるかを確認することとした。 

 

１．申請者 鈴木洋通教授（腎臓内科）に代わり菊田知宏講師（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：非該当。 

  

 

 

以上 


