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第 137回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２５年 １０月７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）、大竹明（副委員長）、金澤實、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、松本修子、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。 

○ 13-053  内分泌・糖尿病内科  栗原進 講師 

       ｢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｣ 

       →前回（9/2）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-054  リウマチ膠原病科  秋山雄次 准教授 

       ｢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｣ 

       →前回（9/2）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-055  総合診療内科  今枝博之 教授 

       ｢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｣ 

       →前回（9/2）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-056  総合診療内科  中元秀友 教授 

       ｢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｣ 

       →前回（9/2）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-062  整形外科 田中伸哉 講師 

       ｢骨粗鬆症治療介入症例に関するコホート研究｣ 

       →前回（9/2）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-063  整形外科 田中伸哉 講師 

｢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｣ 

       →前回（9/2）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-064  整形外科 田中伸哉 講師 

｢変形性股関節症の手術治療に関するコホート研究｣ 

       →前回（9/2）、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。 
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申請書番号 １３－０６８ 

課題名 
既治療例進行非細胞肺癌に対する DTX/TS-1 併用療法と単剤療法の第Ⅲ相比

較試験 

申請者 呼吸器内科   萩原 弘一 教授 

申請内容と 

その概要 

 肺癌診療ガイドライン 2012年版では、StageⅣ非扁平上皮癌 EGFR遺伝子変

異と ALK遺伝子転座陰性もしくは不明の患者の 2次治療としては DTX、PEM、

Elrotinib が推奨されており、その中でも DTX が本邦にて汎用されている。

また、扁平上皮癌の 2 次治療においても 1 次治療としてプラチナ製剤を含む

併用療法を使用した患者に対して DTX の使用が推奨されている。2 次併用療

法については有効性の証明がなく、臨床試験以外では行うよう勧めるだけの

根拠が明確でないとの記載があり、推奨されていない。 

 DTX に TS-1 を追加する併用療法が非小細胞肺癌における 2nd line の化学

療法としても有望と考えられ、当院を含む多施設グループにおいて臨床第Ⅰ/

Ⅱ相試験を実施した。その結果、臨床第Ⅰ相試験で DTX35mg/m2day1投与、TS-1

が 80mg/m2day1-7で 2週間を 1コースとするが推奨スケジュールになった。

また、推奨投与スケジュールにおける臨床第Ⅱ相試験の結果、奏効率は 34.3%、

PFSは 150日(約 5か月)、OSは 503日(約 16.6ヶ月)と良好であり、TS-1が 1

週間投与 1 週間休薬、DTX が隔週投与のため、毒性も全般的に軽微な結果を

示すことができた。DTX 単剤療法と比較し、毒性の上乗せは軽微でありなが

ら PFS や OS の向上が期待される。2nd line 以降における 2 剤併用療法の有

効性を示したエビデンスは出てきておらず、本臨床試験のデータを創出する

意義は大きいと考えられる。従って、本臨床比較第Ⅲ相試験を企画した。 

 

１．申請者萩原弘一教授に代わり、小宮山謙一郎助教（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：承認。 

 

 

書番号 １３－０７１ 

課題名 
精神神経ループスにおける血液・髄液中のサイトカイン・ケモカイン濃度、

及び抗グルタミン酸受容抗体価（抗 NR2抗体）の解析 

申請者 リウマチ膠原病科   横田 和浩 助教 

申請内容と 

その概要 

 精神神経ループス(NPSLE)は全身エリテマトーデスにより中枢神経、末梢神

経、自律神経、精神症状を呈する症候群である。腎障害と並ぶ重篤な臓器障

害であり、患者 QOL を低下させることが知られているが、特異的な検査異常

は明らかではない。NPSLE の病態はいまだ不明であるが、NPSLE 患者の血液･

髄液中のサイトカイン、ケモカインなどが上昇することが報告されているこ

とから炎症性神経細胞障害と考えられている。その一方、自己抗体が関与し

ていることが知られており、最近では脳神経細胞表面のグルタミン酸受容体

に対する抗体(抗 NR2 抗体)が、NPSLE 患者の血液・髄液中で増加しているこ

とが明らかになってきた。そして、この抗 NR2 抗体は NPSLE 患者の神経細胞

死や記憶、学習、認知機能障害、脳虚血、てんかんなどに関与していること

が明らかにされつつある。 

 昨年、NPSLEが疑われる患者の髄液中の IL-6と抗 NR2抗体を測定し、いず

れも高値であり、NPSLE の診断に有用であったという報告がなされた。しか
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し、髄液中の IL-6と抗 NR2抗体を同時に測定したという報告はこの 1例の症

例報告のみであり、多数例を測定し、解析した報告はこれまでにない。 

 そこで NPSLE 患者(疑いも含む)の血液・髄液中の IL-6 などのサイトカイ

ン・ケモカイン、及び抗 NR2 抗体を同時に測定し、これらの発現プロファイ

ルを確認することで NPSLE 診断のために有用な血液・髄液中マーカーを検索

したい。これらの検体測定は共同研究機関である東京女子医科大学附属膠原

病リウマチ痛風センターにおいて行われる。 

 そして測定した血液・髄液中の項目の中で診断に有用な血液・髄液中マー

カーが明らかになることで、NPSLE の脳神経細胞障害のメカニズムに一部が

明らかになることが期待される。また NPSLE の治療指標や新規治療の開発に

貢献し得る可能性がある。 

 

１．申請者横田和浩助教（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 申請者を講師以上の役職の者へ変更すること。 

        ② 研究の内容を単独施設から多施設共同研究へ変更すること。 

        ③ プロトコールの内容を一部訂正すること。 

          （血清→上清・冷蔵庫→冷凍庫） 

 

 

申請書番号 １３－０７６ 

課題名 2型糖尿病患者を対象としたテネリグリプチンの抗凝固作用に関する検討 

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 阻害薬のテネリグリプチンは 2 型糖尿病患者に

20mgを 1日 1回投与することで血糖や HbA1cを低下させることが知られてい

る。一方、DPP-4 阻害薬は心血管イベント等の大血管障害の原因となる動脈

硬化への作用についても各方面で研究がすすめられているが、その抗凝固作

用、抗動脈硬化作用については未だ明らかではない。本研究では 2 型糖尿病

患者にテネリグリプチンを投与した際の血漿中インスリン、Pro-インスリン、

PAI-1を測定して、テネリグリプチンの抗凝固作用について検討する。 

 

１．申請者井上郁夫准教授（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 説明文書の必要性の内容を拡大解釈せず、正確に記載すること（糖尿病および

心血管イベントなどの合併症の治療、改善が期待できるとの記載部分）。 

        ② 説明文書の研究の目的の内容を患者さんに分かりやすいように記載すること。 

③ 説明文書の研究期間を申請書と一致させること。 
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申請書番号 １３－０７０ 

課題名 多発(性)筋炎・皮膚筋炎(PD/DM)の診断基準の妥当性に関する疫学調査 

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 

 現行の多発性筋炎/皮膚筋炎の診断基準は作成から 20 年以上経過したもの

であり、診断・検査の進歩に十分対応していないと考えられる。2012年 8月

に IMCCPから筋炎の国際診断基準案が公表された。我が国の多発性筋炎/皮膚

筋炎患者の情報を東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内科教室を中心に多施

設間で新たに収集し、この国際基準案の妥当性や改善点を検証する。 

 

１．申請者三村俊英教授（リウマチ膠原病科）に代わり吉田佳弘助教より、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 多施設共同研究のため申請書に個人情報管理者を記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－０７７ 

課題名 
C型肝炎ウイルス(HCV)の NS5A領域における Y93H変異の測定とその情報を利

用した抗ウイルス療法の体系確立 

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、肝硬変の治療は第 2 世代プロテアーゼ阻害薬の導入でペグ

インターフェロン(Peg-IFN)を用いた抗ウイルス療法の安全性が向上するが、

一方、プロテアーゼ阻害薬と NS5A阻害薬を用いた Peg-IFNを用いない経口 2

剤の治療法も認可される見通しである。経口 2 剤の治療は効果、安全性とも

優れているが、ウイルス NS5A 領域に Y93H のアミノ酸変異が存在すると、そ

の効果が低くなることが知られている。消化器内科・肝臓内科では Y93H変異

を定量測定する簡便迅速測定法を開発した。これを用いて抗ウイルス療法を

希望する症例の Y93H変異を事前に測定し、その情報を参考にして治療法を選

択する体系を確立することが、本研究の目的である。 

 

１．申請者 持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり内田義人医師（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：保留。 

        ① 匿名化をどの段階で行い、どのように行うのかを明確にすること 

        ② 研究の設定が分かりづらいので、研究の目的・設定・患者さんへのフィードバ

ック等などを再検討しること。検査のみをして結果は診察に活かすかどうかは

主治医の判断に任せるというならば記載内容を訂正すること。 

③ 多施設共同研究であるため UMINへの登録をすること。 
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申請書番号 １３－０６９ 

課題名 
本邦関節リウマチ患者の疾患活動性・身体障害度・有害事象・医療費用の推

移を明らかにするための多施設共同疫学研究 

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 

 本邦には約 60-70 万人の関節リウマチ(RA)患者がいると推計されている。

RAは多発性関節破壊により身体障害あるいは QOLの低下を招くのみならず、

日本の労働力低下招いている難治性疾患である。近年における治療法の進歩

は RA 患者の予後を改善しているが、我々が 2002 年度以降行ってきた疫学研

究から、未だ多くの問題点が存在することも明らかとなった。 

 そこで本邦における RA診療の実情を継続的に検証するため、引き続き全国

規模の多施設共同による患者情報収集解析を行い、RA患者の現状と問題点を

明らかにする。 

 

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（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 費用負担について明記すること。 

        ② 多施設共同研究への参加であるため、どの情報が本部事務局へ送られるのか分

らないため CRF及び登録票を提出すること。 

        ③ 研究計画書の「患者様」を「患者さん」へ統一すること。 

  

 

 申請書番号 １３-０７２ 

課題名 炎症性皮膚疾患の免疫異常の解析に関する研究 

申請者 皮膚科   中村 晃一郎 教授 

申請内容と 

その概要 

 乾癬、ベーチェット病、アトピー性皮膚炎など炎症性疾患では、その病態

に IL-1、TNF-a などのサイトカイン異常が存在する。近年、乾癬、ベーチェ

ット病では抗サイトカイン抗体による保険適応での治療が認められ著効を示

している。IL-1、TNF-a、IL-8 のサイトカインは細胞性免疫のみならず自然

免疫でも病態形成に関与している。T細胞を中心とした細胞性免疫の異常や、

外来抗原・自己抗原によって誘導される免疫異常を解析することは、病態解

明だけではなく、将来的な治療の選択の可能性がある。本研究では、各疾患

における自然免疫・獲得免疫の関与に関する細胞を用いて、サイトカインの

役割や制御機能を検討し、その病態を解析する。 

 

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 症例数について再検討すること。 

        ②「健常人」の記載を「本研究の対象疾患を有さない、他疾患を持った患者さん」

と訂正すること。 

        ③ 費用負担について、明確に記載すること。 
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 申請書番号  １３－０７４ 

課題名 
アレルギー性疾患患者における迅速特異的 IgE 抗体測定キットとプリックテ

ストの後方視的観察比較検討 

申請者 呼吸器内科・アレルギーセンター   永田 真 教授 

申請内容と 

その概要 

 迅速アレルゲン特異 IgE測定システムとして ImmunoCAP®Rapidが近年保険

診療として用可能となっている。その特徴は代表的な 8 種のアレルゲンを微

量の採血（専用採血管で 110uL）を用いて操作時間約 2分、反応時間 20分で

感作アレルゲンの可否を診断できる簡便なキットとなっているところにあ

る。この検査の有効性を示す報告は、国内では血液を用いて行う UniCAPとの

比較検討があり、UniCAP陽性に対する感度、特異度は良好であった。 

 一方、起因アレルゲンの検索に関するガイドラインの推奨方法はプリック

テストに代表とされる皮膚反応試験である。プリックテストは感度などの点

で血中アレルゲン特異的 IgE 検出に比較鋭敏である。ImmunoCAP®Rapid の有

用性を世界標的に標準的検査方法であるプリックテストと比較検討すること

で検証することは重要である。 

 そこで、保険診療での使用は可能となっている ImmunoCAP®Rapidによる感

作アレルゲン測定法を、ガイドラインで推奨されているプリックテストとレ

トロスペクティブに比較することでその有用性を検証する。 

 

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 １３－０７５ 

課題名 小児気管支喘息発作の定量的評価方法である MPIS測定の臨床的意義 

申請者 小児科   徳山 研一 教授 

申請内容と 

その概要 

 小児気管支喘息の急性増悪時の呼吸状態の判定は一般に、「小児気管支喘

息治療・管理ガイドライン 2012」に基づき発作強度で行われている。発作強

度は、小･中･大発作、呼吸不全の四段階に分類されており呼吸状態と生活状

態の障害の度合いなどを総合的に評価して判定する。この発作強度は定性的

であり時に判断が難しい場合や判定者間で評価が一致しないことがある。ま

たこの分類は、呼吸状態の経時的変化や治療効果判定を定量的に評価するこ

とが困難であり、客観的･定量的な評価法が望まれる。MPIS は 2005 年に

Carrollらによって提唱された気管支喘息呼吸状態の定量的評価方法である。

本邦は「SpO2」･「呼吸補助筋の使用」･「吸気呼気比」･「喘鳴」･「心拍数」･

「呼吸数」の 6 項目(1 項目 0-3 点)を合計し、合計 0-18 点(最重症 18 点)で

発作程度を評価するものである。本邦は呼吸困難評価の際に重要で、かつ比

較的臨床の場で実施しやすい項目から成り立っており、臨床的有用性が期待

される。そこで今回、気管支喘息児に対し、MPISを測定し、喘息発作呼吸状

態の定量的評価方法としての有用性･意義について検討する。 

 

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。 
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 申請書番号 １３－０７８ 

課題名 日本における小児心筋症の予後調査 

申請者 国際医療センター 小児心臓科   小林 俊樹教授 

申請内容と 

その概要 

 小児の心筋疾患は未だに詳細な全国調査がなされておらず、その症状の経

過や予後についてエビデンスとなるものがない。このために、今回東京女子

医科大学が中心となって行われる「日本における小児心筋症の予後調査」に

症例登録を行い、小児心筋疾患の予後や治療法の確立などに協力する。 

 

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：保留。 

        ① 個人情報保護の方法について、申請書と計画書で統一させること。 

        ② 後方視的研究であるため、申請書に対象期間の記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－０７３ 

課題名 
変形性膝関節症に対する鍼治療のレスポンダーと有効性に関するオープンラ

ベル多施設無作為ランダム化並行群間比較試験 

申請者 東洋医学診療科   山口 智 講師 

申請内容と 

その概要 

 変形性膝関節症に対する鍼治療はこれまで、NSAIDs群や NSAIDs＋運動療法

群などの通常治療群、また効果の差は少ないものの、シャム鍼群と比較して

も疼痛や機能障害に対し効果の高いことが示されている。さらにメタ･アナリ

シスにおいても 0.8 の範囲内であることが明らかにされており、この値は通

常の標準治療と比較しても効果が高いことが示されている。しかし、鍼治療

がどのような患者群にどのぐらいの刺激量を行うと反応するかについてはい

まだ不明な点が多い。本研究の目的は、整形外科膝専門医と共同で変形性膝

関節症患者における鍼治療のレスポンダーとノンレスポンダーを明らかにす

ることである。 

 

１．申請者 山口智講師（東洋医学診療科）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 UMIN登録を行い、番号を報告すること。 

        ② ランダマイズ化の方法を明確にすること。また、患者さんへの説明書には図な

ど利用して、分かりやすく記載すること。 

        ③ 研究計画書に、研究組織の一覧を記載すること。 

 

 

 

 

以 上 


