
第 135回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２５年 ８月５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）、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、斉藤喜博、杉本修、見目恭一、大野幸栄（オブザーバー） 

委任状出席：金澤實、岡村維摩、吉安尚夫、松本修子、片山茂裕（病院長・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。 

○ 13-018  皮膚科  土田哲也 教授 

       ｢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｣ 

       →前回（5/13）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-033  形成外科  市岡滋 教授 

       ｢超音波デブリードマン装置の安全性及び有用性の検討｣ 

       →前回（7/1）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-028  皮膚科  土田哲也 教授 

       ｢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｣ 

       →前回（7/1）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-030  総合診療内科  中元秀友 教授 

       ｢テルミサルタンの発作性心房細動に対する影響｣ 

       →前回（6/3）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-035  内分泌・糖尿病内科 粟田卓也 教授 

      ｢J-BRAND Registry [Japan-Based clinical ReseArch Network for Diabetes 

Registry]｣ 

       →前回（7/1）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-027  腎臓内科 鈴木洋通 教授 

｢血液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｣ 

       →前回（7/1）、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｣ 

       →承認済課題。 参加施設の追加の申請があり承認された。 

○ 12-037  脳神経外科 藤巻高光 教授 

｢片側顔面痙攣の患者背景及び術後経過に関する研究｣ 

       →承認済課題。 参加施設の追加の申請があり承認された。 

  

 

 



申請書番号 １３－０４０ 

課題名 青少年の日常生活と脳腫瘍(Mobi-Kids Japan) 

申請者 小児外科   古村 眞教授 

申請内容と 

その概要 

 近年の電磁波研究において成人における携帯電話端末使用と脳腫瘍の関連

性が報告されるようになり、我が国も参加した 13 カ国の国際共同研究が

INTERPHONE研究として実施されている。これら先行研究の成果を受け、世界

保健機構の国際がん研究機関によるリスク評価の実施に伴い 2Bに分類され、

脳腫瘍と携帯電話を含む電磁界の影響に一定のリスク評価が示された。さら

に近年では児童の携帯電話使用率が急速に伸びており、それに伴って高周波

電磁界への曝露が健康に与える影響に関する関心が高まっているが、より電

磁界の影響が懸念される若年者に対する研究はいまだ十分でない。とりわけ

若年者は、(1)神経系が未発達なため高周波の影響を受けやすい可能性があ

る、(2)児童・若年者の脳と成人の脳では、部位ごとの RF エネルギー吸収量

が違う可能性がある、(3)携帯電話の使用開始年齢が低い、(4)（少なくも青

少年は）成人より使用量が多い傾向にある、(5)児童と青少年の RF の生涯累

積曝露量が、成人期に使用を開始した者より大きくなりやすい､という理由に

より、もし携帯電話が健康に有害であるならば、そのリスクが高くなる可能

性が高いと考えられる。そこで本研究は、青少年を対象とし携帯電話端末に

よる電磁波曝露と脳腫瘍の関連を明らかにすることを目的としており、大変

重要と考えられるため行うものである。 

 

１．申請者古村眞教授（小児外科）に代わり佐竹亮介講師（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：条件付承認。 

        ① 個人情報保護について再確認し、必要書類を提出すること。 

 

  

 

申請書番号 １３－０４２ 

課題名 室内塵ダニアレルゲンエキス標準品候補品を用いた皮内閾値検査 

申請者 呼吸器内科   杣 知行  講師 

申請内容と 

その概要 

 アレルギーエキスは当該アレルゲンの粗抽出エキスであることから、一定

の品質を維持管理するために標準化の作業が必須となっている。本邦におい

ては、まず初めにスギ花粉から得られたアレルゲンエキスについて、一般社

団法人日本アレルギー学会（以下、JSA）が標準化を行い、その標準化に基づ

いた皮下注射の製品が販売されている。今般、室内塵ダニのアレルゲンエキ

スが複数の企業により本邦にて開発されることになり、品質の維持管理の必

要性に加えて、それら複数の企業の製品間における力価の比較の観点からも、

室内塵ダニアレルゲンエキスの標準化の必要が生じた。 

 JSA は室内塵ダニアレルゲンエキスの標準化に際して、スギ花粉アレルゲ

ンエキスの標準化において採択した手法に則った標準化を行うこととし、室

内塵ダニアレルゲン標準品候補品を用いて室内塵ダニ感作陽性者への皮内閾

値検査を行い、アレルゲン活性を同定することとした。 

 



１．申請者杣知行講師（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 多施設共同研究であるため承認証明書を提出すること。 

② 負担軽減費（謝金）の支払方法について明確に記載すること 

③ 症例報告書の｢生年月日｣を｢生年月｣へ変更すること。 

④ データベースの、登録番号を取得次第、申請書に記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－０４１ 

課題名 2型糖尿病患者におけるアナグリプチンの LDL-コレステロールの及ぼす影響 

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 

 DPP-4 阻害薬は DPP-4 を選択的に阻害することにより血中のインクレチン

濃度を増加させ、インスリン分泌を促進し、その結果として血糖低下作用を

発揮する薬剤である。DPP-4 阻害薬のアナグリプチンは 2 型糖尿病患者に

100-200mgを 1日 2回投与することで血糖や HbA１cを低下させる効果が得ら

れているが、国内治験時の 52週間長期投与試験及びそれらの併合解析の結果

では血糖低下に加え、LDLコレステロール(LDL-C)の有意な低下が認められて

いる。本研究では 2 型糖尿病患者にアナグリプチンを投与することによる

LDL-Cの変化を中心として、LDL-C低下の作用機序に関連するマーカーの測定

を行い、それらの関連を検討する。 

 

１．申請者井上郁夫准教授（内分泌糖尿病内科科）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 同意文書に診療録保管用及び患者保管用をそれぞれ作成すること。 

② 説明文書の P6(12)に｢IRB 委員会に提出｣の記載があるが｢IRB 委員会にて承認｣

という言葉に変更すること。 

  

 

申請書番号 １３－０４４ 

課題名 FG視覚センサーによる呼吸および嚥下運動解析 

申請者 呼吸器内科   仲村 秀俊 准教授 

申請内容と 

その概要 

 FG(Fiber Grating)視覚センサーはグラスファイバー格子にレーザー光を

照射し、体表に投影された数百の輝点の動きを CCD カメラで撮影し、体表部

局所の動きを解析する新しいシステムである。これまでの研究により、各種

の呼吸パターンや嚥下運動の解析が可能であり、睡眠時無呼吸症候群、慢性

閉塞性肺疾患の診断、呼吸器疾患患者の運動機能と嚥下機能障害に解析応用

できる可能性が示唆された。しかしながら、臨床例での検討はまだ少数に限

られている。本研究では慶応義塾大学名誉教授中島真人博士、千歳科学技術

大学青木広宙博士らの協力を得ながら、このシステムを用い、睡眠時無呼吸

症候群、各種呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、間質性肺炎など）

の診断と重症度判定、各種呼吸器疾患患者の運動機能（エルゴメーターで運



動中の呼吸運動解析）ならびに嚥下機能について解析をすすめ、その有用性

を検証しつつ、システムの一層の向上を目指す。FGセンサーによる解析は、

既存の検査と同時または単独で施行予定である。 

 

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 ｢単独施設による研究｣を｢多施設共同研究の主任研究者｣へ変更すること。 

        ② ｢介入を伴う｣研究より、｢介入を伴わない｣研究へ変更すること。 

③ 説明文書の研究の目的を、一部変更すること。 

（目的が製品化のように記載されているため、医学研究が目的である旨明確に

記載すること。） 

  

 

申請書番号 １３－０４５ 

課題名 寛骨臼関節唇骨化症の疾病概念確立 

申請者 整形外科・脊椎外科   金 潤澤  教授 

申請内容と 

その概要 

 埼玉医科大学整形外科では、長年、寛骨臼関節唇について組織学的な研究

を蓄積してきた。なかでも寛骨臼縁の全周に亘って骨化を呈する寛骨臼関節

唇骨化症は、当教室の Ninomiya らが右股関節痛を有する 40 歳男性に対し、

骨化関節唇の広範囲切除を行い疼痛の改善をみた、と 2000年に報告したのが

嚆矢である（添付文献）。その後の寛骨臼関節唇骨化症については国内外で報

告されているが、現在までのところ明確な疾病概念は確立していない。よっ

て当教室において積み重ねてきた治療経験を踏まえ、寛骨臼関節唇骨化症に

ついての疾病概念を確立することを目的とした後方視的観察研究である。 

 

１．申請者金潤澤教授（整形外科・脊椎外科）の代わり渡曾恵介医師（整形外科・脊椎外科）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。 

        ① ホームページへ公開すること。 

  

 

申請書番号 １３－０４７ 

課題名 寛骨臼における versionと dysplasiaの異同についての研究 

申請者 整形外科   織田 弘美  教授 

申請内容と 

その概要 

 近年、変形性股関節症の原因として acetabular retroversion が注目され

ているが、最近の論文では acetabular retroversion と developmental 

dysplasia を混同しているものが少なくない。股関節痛を訴える患者に施行

したX線検査、CT検査の画像を計測・評価することで、寛骨臼におけるversion

と dysplasiaの異同を明らかにすることが必要であり、本研究を計画した。 

 

１．申請者織田弘美教授（整形外科・脊椎外科）に代わり田中啓仁非常勤講師（整形外科・脊椎外科）



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 後方視的研究観察臨床研究用の書類で再提出すること。 

 

 

申請書番号 １３－０４３ 

課題名 
トリシズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者に対するインフリキシマブ治療

の有効性、安全性に関する検討(PRISM Study) 

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 

 関節リウマチの治療においてタイトコントロールを達成するために生物学

的製剤は重要な役割を担っている。なかでも TNFや IL-6をターゲットとする

生物学的製剤は最も広く普及し、非常に高い臨床効果を示すが、十分な効果

を示さない患者も存在する。TNF 阻害薬による治療で効果不十分な患者に対

し、IL-6 阻害薬である TCZ の有効性については報告されているが、逆に TCZ

効果不十分の患者に抗 TNF 製剤を用いた検討はない。TNF 阻害薬である IFX

を用いた RISING 試験において IFX は TNF の抑制だけでなく、IL-6 を著明に

抑制することにより高い臨床効果を発揮することが判明した。 

 今回 TCZ 治療で効果不十分な患者に対して IFX 治療を行い、その臨床効果

を明らかにすることが必要であると判断し、本研究が計画された。 

 

１．申請者三村俊英教授（リウマチ膠原病科）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 承認証明書の研究期間が統一されてないので期間の確認・延長を依頼すること。 

        ② 症例報告書の「生年月日」を「生年月」へ変更すること。 

③ 本研究に参加しない場合の他の選択肢について記載すること 

④ 患者さん宛ての｢研究協力のお願い｣の文書の薬品名と製剤名の記載が混在し

ているため、統一すること。 

⑤ 振込用紙など含め、匿名化の方法について再考すること。 

  

 

請書番号 １３－０４６ 

課題名 
骨粗鬆症、変形性及びリウマチによる膝関節症、変形性股関節症に関するコ

ホート研究 

申請者 整形外科   田中 伸哉  講師 

申請内容と 

その概要 

 骨粗鬆症による脆弱性椎体骨折や股関節骨折により生活の質は著しく低下

する。日本でも骨粗鬆症治療が推奨され、さまざまな治療薬が使用できるよ

うになったが未だに骨粗鬆症による股関節骨折の発生は上昇しつつある。こ

の原因として、1.日本では 1300万人が骨粗鬆症に罹患していると推定されて

いるが、その約 70%は未治療の状態であること、2.治療薬の使い分けについ

て適確な基準が定められておらず、状況に応じて適当な治療薬が選択されて

いない可能性がある。 

 変形性膝関節症は腰痛に次ぎ多い中高年の疾患である。保存的治療法とし

てはヒアルロン酸の関節内投与、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の投与、



運動療法などが行われ、観血的治療としては脛骨高位骨切り術や人工関節膝

関節置換術、時に関節鏡による半月板切除が行われている。いずれも効果が

ある治療法であるが、1.保存療法の限界について consensusga が得られてい

ないこと、2.観血敵治療による ADL 改善の差異や再手術の頻度についての報

告が少ないため、それぞれの適応について明確な選択基準が設けられていな

いことが問題である。 

 変形性股関節症については、理学療法や NASIDsの投与による治療によって

も ADL に支障をきたす場合は手術療法が選択される。当院では人工股関節置

換術の他、骨切り術が行われている。それぞれの適応がはっきりしているが、

人工関節置換術については長期成績が問題となる。新素材の人工関節を用い

ており、長期にわたる追跡調査の必要がある。 

 以上の理由により、実施責任者が専門とする上記 3 分野について治療対象

となる患者を可及的に全例登録し、コホート作成を計画した。当院における

治療成績を明らかにするとともにデータを解析することにより、より良い治

療を患者に提供できるものと考えられる。 

 

１．申請者田中伸哉講師（整形外科）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 目標症例数に明確な数字を記載すること。 

② 申請書の医療行為実施者の織田教授の役職を｢主任教授｣から｢教授へ｣変更す

ること。 

③ ｢介入を伴う｣研究から｢介入を伴わない｣研究へ変更すること。 

④ UMIN登録の登録番号を記載すること。 

⑤ 課題名及び説明文書の(2)調査目的に｢関節リウマチ｣を追加してほしい。 

⑥ 骨粗鬆症、変形性及びリウマチによる膝関節症、変形性股関節症のそれぞれの 

コホート研究とし、申請書もそれぞれ作成すること。 

 

 

申請書番号 １３－０５２ 

課題名 ロドデノール含有化粧品使用後に生じた色素脱失の調査研究 

申請者 皮膚科   中村 晃一郎  教授 

申請内容と 

その概要 

 ロドデノールはメラニンの産生を誘導するチロシナーゼ活性を抑えること

によってメラニン合成を抑える。ロドデノール含有化粧品の使用後に色素脱

失を生じる場合が報告されているが、その原因については明らかではないた

め、調査票を用いた調査（一次調査）を行い、日本皮膚科学会「ロドデノー

ル含有化粧品に関する特別委員会」に提出する。また同意の得られた患者さ

んにはパッチテスト、皮膚生検を施行し、結果をロドデノール特別委員会に

提出する。 

 

１．申請者中村晃一郎教授（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 ｢ご理解とご協力のお願い｣の研究者の村上拓生医師の役職が教授となっている

ため助教へ変更すること。 

② 申請書の(7)に記載のある皮膚生検の誤字を｢政権｣→｢生検｣へ、訂正すること。 

③ 一次調査表に患者 ID の記載欄があるが、連結可能匿名化であるため、通し番



号などを使い、対照表などで対応すること。 

④ 申請書の(4)の対象者に期待される利益についてどちらかにチェックすること。 

  

 

申請書番号 １３－０４８ 

課題名 糖尿病合併高血圧患者の ARB･ARB配合剤による血圧管理目標値達成率の検討 

申請者 内分泌・糖尿病内科   野口 雄一  講師 

申請内容と 

その概要 

 近年、糖尿病の多くに高血圧が合併しており、糖尿病における細小血管障

害のみならず、脳・心血管イベントの大血管障害を引き起こすことが知られ

ており糖尿病合併高血圧患者は高リスク群である。よって糖尿病患者の降圧

目標値は欧米を含め多くの高血圧治療ガイドラインで 130/80mmg 未満とされ

ている。 

 糖尿病合併高血圧患者における第一選択薬はアンジオテンシンⅡ受容体拮

抗薬(ARB)、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACEI)であり、長期間作用型

Ca拮抗薬、あるいは少量のサイアザイド系利尿薬は第二選択薬だが、糖尿病

患者における厳格な降圧目標達成は容易ではなく、単剤による血圧管理も難

しい状況である。よって ACE 阻害薬あるいは ARB 単剤で上記目標血圧が達成

できない場合は Ca拮抗薬あるいは利尿薬を併用し、2剤で降圧目標を達成で

きない場合は 3 剤併用するとされている。しかしながら、糖尿病患者におい

ては、服用剤数多く、服薬アドヒアランスを考えると配合剤のメリットも大

きい。ただ、配合剤であっても、通常量同士の組み合わせでは、1 剤での目

標血圧を達成できない症例もあるため、高用量配合剤も望まれる状況にある。

しかし、配合される薬剤は糖尿病患者において第二選択薬である Ca拮抗薬、

少量の利尿薬どちらがより適しているか結論が出ていない。よって今回、糖

尿病合併高血圧患者へ ARB/Ca拮抗薬配合錠、ARB/少量利尿薬配合錠、ARB増

量での目標血圧達成率、安全性を検討し、治療後さらに管理目標値未達成患

者においては、高用量 ARB/Ca 拮抗薬配合錠、高用量 ARB/少量利尿薬配合錠

のどちらがより糖尿病合併高血圧患者に適した降圧薬剤であるかを検討す

る。 

 

１．申請者野口雄一講師（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 脱落基準を明確に記載すること。 

② 本研究に参加しない場合の他の選択肢について記載すること。 

③ 本研究に参加した場合の利益の記載について一部内容を変更すること。 

④ 介入を伴う研究であるため、教育実習を受講すること。 

⑤ 介入を伴う研究であるため、データベースへの登録をすること。 

 

  

 

 申請書番号 １３－０４９ 

課題名 皮下腫瘤の超音波検査所見の後方視的検討 

申請者 臨床検査   森吉 美穂  講師 



申請内容と 

その概要 

 皮下腫瘤の超音波検査所見の特徴を明らかにするため、｢皮下腫瘤｣として

超音波検査室に依頼があった病変のうち病理診断を得たものについて、病理

診断名別の超音波検査所見の特徴を後方視的に検討する。 

 

１．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。 

        ① ホームページへ公開すること。 

  

 

 申請書番号 １３－０５０ 

課題名 直腸静脈瘤破裂をきたした肝硬変症例の治療成績と予後に関する後向き調査 

申請者 消化器内科・肝臓内科   今井 幸紀  准教授 

申請内容と 

その概要 

 消化管静脈瘤は肝硬変が主な原因である門脈圧亢進症の重要な合併症であ

る。直腸静脈瘤は破裂する頻度は低いが、ひとたび破裂すると出血量が多い

ため、出血死や肝不全をもたらす危険性が高い。したがって肝硬変患者の予

後を改善するために、破裂した直腸静脈瘤の止血と、その後の追加治療によ

る再出血の防止を図ることが重要である。これまで直腸静脈瘤に対する治療

法としては、内視鏡的治療、IVR と外科手術が報告されているが、同静脈瘤

に対する適切な治療方針はまだ確立していない。そこで直腸静脈瘤破裂をき

たした肝硬変症例に対する適切な治療戦略を明らかにするために、同静脈瘤

破裂の治療成績とその後の経過を後向きに検討する。 

 

１．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 １３－０５１ 

課題名 a retinal cube spectral retinal imager（網膜酸素飽和度の測定） 

申請者 眼科   米谷 新  教授 

申請内容と 

その概要 

 a retinal cube spectral retinal imagerを用いて、眼疾患患者の網膜酸

素飽和度を測定した。網膜中心静脈閉塞症の網膜酸素飽和度を測定した報告

は少なく、網膜血管径との関連について報告がないため、調査する。 

 

１．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：条件付承認。 

        ① ホームページへ公開すること。 

        ② プロトコールの内容を一部変更すること。 

 以上 


