
第 136回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２５年 ９月２日（月） １７：３０～１９：５０ 

場 所：本部棟３階・会議室 

出 席 者：石原理（委員長）、金澤實、三村俊英、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）、片山茂裕（病院長・オブザーバー）、 

松本修子 

委任状出席：大竹明（副委員長）、篠塚望、岡村維摩、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。 

○ 後方視的臨床研究（当院単独研究）の同意書を取得しない代わりに内容をホームページに公開す

ることに関して話し合われた。 

   ・後方視的臨床研究の説明文書に関しては石原委員長が作成して片山病院長に了承を得ること。 

   ・プロトコールの内容を載せることについては、フォームを作成して申請者が載せる内容のみ

を改めて作成したものを載せることとする。 

   ・最終的に決定したら科長会議にて報告をする。 

○ 13-040  小児外科  古村眞 教授 

       ｢青少年の日常生活と脳腫瘍(Mobi-Kids Japan)｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-042  呼吸器内科  杣 知行講師 

       ｢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｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-041  内分泌・糖尿病内科  井上郁夫 准教授 

       ｢2型糖尿病患者におけるアナグリプチンの LDL-コレステロールに及ぼす影響｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-044  呼吸器内科  仲村秀俊 准教授 

       ｢FG視覚センサーによる呼吸および嚥下運動解析｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-047  整形外科 織田弘美 教授 

       ｢寛骨臼における versionと displasiaの異同についての研究｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-043  リウマチ膠原病科 三村俊英 教授 

｢トリシズマブ治療抵抗性の関節リウマチ患者におけ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)｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-052  皮膚科 中村晃一郎 教授 

｢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｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-051  眼科 米谷新 教授 

｢a retinal cube spectrl retinal imager（網膜酸素飽和度の測定）｣ 

       →前回（8/5）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 12-013  内分泌・糖尿病内科  井上郁夫 准教授 



｢マイクロダイエット・スーパードリンクの褥瘡治療への応用多施設研究｣ 

       →承認済課題。 プロトコールの変更の申請があり承認された。 

○ 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。 

 

 

 

申請書番号 １３－０５３ 

課題名 

強化インスリン療法中の 1型及び2型糖尿病を対象としたインスリン グラル

ギン（ランタス）からの切り換えにおけるインスリン デグルデク（トレシー

バ）の有効性・安全性に関する検討 

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 

 インスリン デグルデク（トレシーバ）は、1型及び 2型糖尿病患者に対す

る国内第三相臨床試験において、従来の持効型インスリンアナログ製剤（イ

ンスリングラルギン、インスリンデテミル）と比較して低血糖の発現頻度を

高めることなく同等の血糖コントロールを達成することが報告されている。

また投与ごとの血糖降下作用のばらつきが少なく安定した血糖コントロール

が期待でき、QOL向上への有用性も高いことが示されている。 

 しかし、先行して発売されている持効型溶解インスリンアナログ製剤・イ

ンスリン グラルギン（ランタス）からインスリン デグルデク（トレシーバ）

へ変更した際の有用性・安全性については、まだ明確な結論が出ていないの

が現状である。 

 そこで、前治療として、インスリン グラルギン（ランタス）と超速効型イ

ンスリンとの Basal-Bolus 療法を実施している 1型及び 2 型糖尿病症例を対

象とし、Basalインスリンをインスリン デグルデク（トレシーバ）に変更し

た際の有効性・安全性について比較検討する。 

 

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 説明書に本研究の対象者について記載すること。 

        ② 同意書に保護者署名欄を追加すること。 

 

 

申請書番号 １３－０５４ 

課題名 レイノー現象および皮膚潰瘍に対するタダラフィルの有効性の検討 

申請者 リウマチ膠原病科   秋山 雄次准教授 

申請内容と 

その概要 

 レイノー現象の原因は不明であるが、細動脈収縮のみならず動脈内皮細胞

の炎症などが病態に関与すると考えられている。治療薬としてカルシウム拮

抗剤、プロスタグランディン製剤、塩酸サルボグレラートなどが有用である

と報告されているが単剤では効果不十分のことが少なくない。また、これら

の薬剤はいずれもレイノー現象に承認された薬剤ではなく降圧薬や閉塞性動

脈硬化症の治療薬を転用している。現状では重症のレイノー現象には複数の

治療薬を併用して治療を行っているが、皮膚潰瘍に至る症例も見られる。 



 一方、タダラフィル（アドシルカ）は肺高血圧症の治療薬として登場し、

難病である肺高血圧症の予後改善が期待されている。肺高血圧症は全身硬化

症や混合性結合組織病の予後不良の合併症として知られているが、レイノー

現象は肺高血圧症の病態形成にも関与が疑われている。近年、同薬がレイノ

ー現象に対し有用であるとの報告が散見されているが日本人に対しての多症

例の報告はないため、肺高血圧症に対して同薬を投与した症例における臨床

症状、検査所見、サーモグラフィー所見で評価し有用性を検討する。同薬の

有用性が証明された場合、他剤での無効例や難治例に対して選択する薬剤が

増えることを意味し、新たな戦略を構築することが期待できる。 

 

１．申請者秋山雄次准教授（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 説明書に費用負担について明確に記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－０５５ 

課題名 新規経口薬凝固薬内服患者における小腸病変のサーベイランス 

申請者 総合診療内科   今枝 博之教授 

申請内容と 

その概要 

 ダビガトラン、リバロキサバン、アピキサバンは、非弁膜症性心房細動に

おける虚血性脳卒中および全身性塞栓の発症抑制に対し、ワルファリンに替

わる新規経口凝固薬として世界中で広く使用されている。しかし、副作用と

して消化管出血をまれにきたすことが報告されている。特にダビガトランは

含有されている酒石酸が消化管粘膜障害をきたす可能性が考えられている。

これまでの報告では上部消化管のみならず、下部消化管出血の報告が散見さ

れている。そこで今回、新規経口凝固薬内服患者における小腸粘膜障害頻度

と程度を、カプセル内視(VCE)を使用して多数例で評価する。新規経口凝固薬

を 1 ヶ月以上内服している患者に対して VCE を施行する。また、血液検査、

便潜血検査を施行し、貧血や便潜血陽性を認めた場合に大腸内視鏡検査およ

び上部消化管内視鏡検査を施行する。 

 

１．申請者今枝博之教授（総合診療内科）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 登録票、CRFを提出すること。 

        ② 計画書の目的の内容を一部変更すること。 

  

 

申請書番号 １３－０５６ 

課題名 ダルベポエチンの腹膜透析患者における残存腎機能に対する影響の検討 

申請者 総合診療内科   中元 秀友教授 

申請内容と 

その概要 

 赤血球造血刺激因子製剤は慢性腎臓病の腎性貧血治療において広く使用さ

れており、貧血改善による QOL の向上や輸血の減少などが広く認められてい

る。本邦における赤血球造血刺激因子製剤は現在 3種類である。1990年に発



売された EPO 製剤の用法に記載されている貧血改善効果の目標値は Hb 値

10g/dL 前後であり、その後 2007 年に発売されたダルベポエチン(以下、DA)

などの目標値は「学会のガイドライン等、最新の情報を参考にすること」と

されている。なお、日本透析医学会が 2008年に改定したガイドラインの目標

Hb値は、11-13g/dLとされている。 

 本邦の保存期慢性腎臓病患者を対象とし、DAを用いてガイドラインが推奨

する 11-13g/dLを維持することが、EPO製剤の目標値である Hb値 10g前後に

維持することに比して、有意に腎生存率を改善することが示された。しかし

ながら、腹膜透析患者に対し目標 Hb値の違いが残存腎機能に与える影響につ

いて検討された報告はない。 

 そこで我々は、赤血球造血刺激因子未投与の腹膜透析患者に対し、DA を 2

年間投与し、目標 Hb 値 11-13g/dLもしくは 9-11g/dL を目標として維持し、

かつ血圧を十分に管理することで、目標 Hb値の違いが残存腎機能へ与える影

響について比較検討することとした。 

 

１．申請者 中元秀友教授（総合診療内科）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 登録票、CRFを提出すること。 

        ② 研究実施者の教育実習などの終了証を提出すること。 

        ③ 計画書の投与方法の欄に、通常の Hb値の記載をすること。 

  

 

申請書番号 １３－０５７ 

課題名 
高血圧症合併 CKD 患者に対するテルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩配

合薬の朝食後投与、就寝前投与による腎機能ならびに血圧に及ぼす影響 

申請者 腎臓内科・総合診療内科   岡田 浩一教授 

申請内容と 

その概要 

 近年、高血圧患者は約 4,000 万人いると言われており、高血圧は心・腎・

脳血管イベントのリスク因子とされている。また CKD 患者は 1,330 万人いる

と言われており、CKD は ESKD・心血管イベントのリスク因子であり、CKD 発

症の危険因子である血圧のコントロールはイベント発症抑制の面からも重要

である。Non-dipperに比較して無症候性ラクナ梗塞、左室肥大、微量アルブ

ミン尿などの高血圧性臓器障害を高率に認めることが報告されており、CKD

合併高血圧患者でも夜間血圧コントロールが重要と考えられる。 

 そこで夜間血圧、早朝血圧もコントロールの目的で、現在の降圧療法で効

果不十分例に対し持続的な降圧効果ならびに腎保護効果が報告されているア

ンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬テルミサルタンと持続的な降圧効果が報告さ

れている Ca 拮抗薬のアムロジピンベシル酸塩の配合薬を就寝前または朝食

後に投与することによる腎機能ならびに血圧に及ぼす影響を検討する。 

 

１．申請者岡田浩一教授（腎臓内科・総合診療内科）に代わり、中元秀友教授（総合診療内科）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 １３－０６２ 

課題名 骨粗鬆症治療介入症例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。 

 そこで、骨粗鬆症治療のために来院した患者さんをデータベースに登録し、

症状の経過や QOLの変化を追跡調査する。 

 

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：条件付承認。 

        ① 個人情報の方法について｢匿名化しない｣へ変更すること。 

 ② 同意書の題名を訂正すること。 

 ③ UMINの登録番号について、取得次第結果を報告すること 

  

 

申請書番号 １３－０６３ 

課題名 変形性及び関節リウマチによる膝関節症治療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 

 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 consensus が得られていないこ

と、2.観血的治療による 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。 

 そこで、変形性および関節リウマチによる膝関節症の治療のために来院し

た患者さんをデータベースに登録し、症状の経過や QOL の変化を追跡調査す

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：条件付承認。 

        ① 個人情報の方法について｢匿名化しない｣へ変更すること。 

② 同意書の題名を訂正すること。 

③ 実施計画書の実施期間の｢倫理委員会通過後｣を、｢IRB 委員会通過後｣へ修正し

てほしい。 

      ④ UMINの登録番号について、取得次第結果を報告すること。 



 

 

 

申請書番号 １３－０６４ 

課題名 変形性股関節症の手術治療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 

 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。 

 そこで、変形性股関節症の治療のために来院した患者さんをデータベース

に登録し、症状の経過や QOLの変化を追跡調査する。 

 

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：条件付承認。 

        ① 個人情報の方法について｢匿名化しない｣へ変更すること。 

② 同意書の題名を訂正すること。 

③ UMINの登録番号について、取得次第結果を報告すること。 

  

 

申請書番号 １３－０５８ 

課題名 
未治療初発移植非適応多発性骨髄腫における MPB 導入療法、レナリドミド強

化及び維持療法の有効性・安全性を検証する第Ⅱ相臨床研究 

申請者 血液内科   中村 裕一教授 

申請内容と 

その概要 

 近年、新規薬剤導入により多発性骨髄腫の治療成績は大きく向上している。

ボルテゾミブは本邦において、平成 23年 9月より適応拡大がなされ、それま

での「再発・難治性症例」のみでなく、初期治療にも用いることが可能とな

った。移植非適応者である高齢者に対しての MPB 療法の臨床試験は海外でい

くつかなされ、良好な成績が報告されている。自家移植後の維持療法として

のレナリドミドの有用性は海外の 3 つの試験で示されており、移植非適応症

例でのレナリドミドの維持療法の有用性も MM-015試験にて示されている。本

臨床研究では、本邦での移植非適応の多発性骨髄腫患者を対象として、ボル

テゾミブ、レナリドミドの新規薬剤を組み合わせた一連のレジメンによる導

入療法・維持療法を行い、その有効性・安全性を検証することを目的とする。 

 

１．申請者 中村裕一教授（血液内科）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 同意書を埼玉医大の形式に変更すること。 

  

 

 



申請書番号 １３－０６５ 

課題名 非ホジキンリンパ腫に対するリツキシマブ・フルダラビン療法（RF療法） 

申請者 血液内科   脇本 直樹准教授 

申請内容と 

その概要 

 悪性リンパ腫、特に低悪性度リンパ腫あるいはマントル細胞リンパ腫に対

する救援化学療法は多数発表されているが、有効性に限界がある。近年、本

邦で使用されるようになったフルダラビンはリツキシマブとの併用で上記疾

患に対し優れた効果が認められているが、本邦では単剤療法でしか保険適用

されていない。再発・難治の上記疾患に対しリツキシマブ・フルダラビン療

法（RF療法）を適用することにより、有効な治療効果が期待される。 

 

１．申請者脇本直樹准教授（血液内科）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 化学療法剤・生物学的製剤適正使用委員会にて審議された書類を提出すること。 

  

 

申請書番号 １３－０６６ 

課題名 非ホジキンリンパ腫に対するリツキシマブ・ベンダムスチン療法（RB療法） 

申請者 血液内科   脇本 直樹准教授 

申請内容と 

その概要 

 悪性リンパ腫、特に低悪性度リンパ腫あるいはマントル細胞リンパ腫に対

する救援化学療法は多数発表されているが、有効性に限界がある。近年、本

邦で使用されるようになったベンダムスチンはリツキシマブとの併用で上記

疾患に対し優れた効果が認められているが、本邦では単剤療法でしか保険適

用されていない。再発・難治の上記疾患に対しリツキシマブ・ベンダムスチ

ン療法（RF療法）を適用することにより、有効な治療効果が期待される。 

 

１．申請者脇本直樹准教授（血液内科）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 化学療法剤・生物学的製剤適正使用委員会にて審議された書類を提出すること。 

  

 

 

申請書番号 １３－０５９ 

課題名 
臨床研究にための骨髄細胞形態学的および病理組織学的 control databaseの

作成 

申請者 国際医療センター造血機腫瘍科   川井 信孝准教授 

申請内容と 

その概要 

 急性骨髄性白血病や骨髄異形成症候群などの臨床研究を行う際に、骨髄細

胞の形態学的および病理組織学的な観察が重要である。そのためにはコント

ロールとなる骨髄細胞の形態学的および病理組織学的 database が必要にな

り、本研究ではこれを作成する。 

 



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 ホームページに公開すること。 

  

 

申請書番号 １３－０６０ 

課題名 骨髄異形成症候群における骨髄細胞の形態学的および病理組織学的検討 

申請者 国際医療センター造血機腫瘍科   川井 信孝准教授 

申請内容と 

その概要 

 骨髄異形成症候群の臨床像は不均一であり、細胞形態学的異形成の程度も

不均一である。細胞形態学的異形成は、骨髄異形成症候群の診断や病型分類

等にも反映されているものの、十分に検討されたものではない。骨髄異形成

症候群の診断基準はまだ明確でなく、その骨髄細胞形態的および病理組織学

的特徴の評価についても検討の余地がある。そこで過去に行われた骨髄検査

標本と診療録をもとに、骨髄異形成症候群の骨髄細胞形態学的および病理組

織学的特徴を明らかにする。 

 

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 ホームページに公開すること。 

 

 

 

以 上 


