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第 138回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

日 時：平成２５年１１月１１日（月） １７：３０～２０：２０ 

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、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） 

委任状出席：金澤實、斉藤喜博、吉安尚夫、、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。 

○ 13-077 消化器内科・肝臓内科  持田智 教授 

       ｢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｣ 

       →前回（10/7）、保留。 修正された書類の提出があり平成 25年 10月 17日大竹

IRB委員会副委員長が事前に確認し、改めて本日の本委員会にて承認された。 

○ 13-072  皮膚科  中村晃一郎 教授 

       ｢炎症性皮膚疾患の免疫異常の解析に関する研究｣ 

       →前回（10/7）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-065  血液内科  中村裕一 教授 

       ｢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）｣ 

       →8月 5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。 

○ 13-066  血液内科  中村裕一 教授 

       ｢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）｣ 

       →8月 5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。 

○ 13-071  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

       ｢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体抗体価（抗 NR2抗体）の解析｣ 

       →前回（10/7）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 12-050  リウマチ膠原病科  舟久保ゆう 准教授 

｢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体抗体価（抗 NR2抗体）の解析｣ 

       →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 12-088  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

｢トリシズマブ（ＴＣＺ）導入初期におけるプレドニゾロン（ＰＳＬ）併用による

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。 

○ 08-070  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

｢リウマチ性疾患に伴う腎障害に於けるポドサイトの関与の検討｣ 

       →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 09-005  リウマチ膠原病科  三村俊英 教授 

｢リウマチ性疾患の腎組織学的検討―ポドサイトを中心に｣ 

       →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 
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 請書番号 １３－０８１ 

課題名 
スギ花粉感作未発症者を対象とした舌下免疫療法による発症予防についての

二重盲検比較試験 

申請者 耳鼻咽喉科   上條 篤 講師 

申請内容と 

その概要 

 スギ花粉に感作されながら、未発症である症例を対象に、舌下免疫療法に

よる発症予防効果を検討する。被験者は実薬群とプラセボ群の 2 群に割り付

ける。実薬群には日本で標準化されたスギ花粉標準化エキス「トリイ」を用

いて舌下免疫療法を行う。開始用量はこれまでの舌下免疫療法で安全性が認

められている 200JAU/ml濃厚エキスの 0.2mlから開始して 2日で 0.2mlずつ

増量して 14日間で維持量の 2000JAU/ml濃厚エキスを 1ml 投与することとす

る。方法は、2日間の舌下吐き出し法にして行う。プラセボは 50%グリセリン

食塩水のみとする。3 週目以降は毎月 1 回、朝食後、抗原エキス 2000JAU/ml

を 1.0ml舌下に投与する。 

 発症予防効果が認められれば、今後スギ花粉症患者の増加に歯止めになる

ことが期待できる。 

 

１．申請者上條篤講師（耳鼻咽喉科）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 １３－０８２ 

課題名 年齢による嗅覚閾値変化の検討 

申請者 耳鼻咽喉科   上條 篤 講師 

申請内容と 

その概要 

 嗅覚能力には加齢変化が認められ、一般的に 60歳以上になると年齢依存的

に嗅覚障害患者が増加するといわれている。本邦における標準的嗅覚検査と

しては T&T オルファクトメーターが知られているが、煩雑で検査時間がかか

り、また、ニオイを周囲へ拡散するため、日常診療に用いるのには限界があ

る。近年開発されたオープンエッセンスは 12種類嗅素をマイクロカプセル化

しカードに印刷したもので、カードを開くとニオイが放出する仕組みになっ

ており、簡便に嗅覚検査が施行できる。オープンエッセンスが日常臨床に有

用であることはいくつか報告があるが、一般的に 12種類中、8種類以上正答

であれば正常とみなされる。しかし、各年齢層における標準値は設定されて

おらず、高齢者では検査結果の判断が困難である。そこで、今回オープンエ

ッセンスの各年齢における標準値を決定するため検討を行う。同時に 3 種類

のアンケート調査を施行し比較する。 

 

１．申請者上條篤講師（耳鼻咽喉科）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。 
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申請書番号 １３－０７９ 

課題名 先天性乳び胸に対するオクトレオチド治療の申請 

申請者 小児科   國方 徹也 准教授 

申請内容と 

その概要 

 ソマトスタチンは視床下部、膵臓、消化管に広く分布し下垂体における GH、

TSH、の分泌抑制作用、消化管でのガストリン・VIP・セクレチン・コレシト

キニン・膵臓でのグルカゴン・インスリン等種々のホルモン分泌を抑制、ま

た消化管運動を抑制作用する。消化液分泌も抑制するので、結果として消化

液の吸収による胸管液量の減少効果が得られる。 

 そこで今回、先天性胸水（両側）のため入院中の患児に対し、日令 0 から

絶食・両側胸腔ドレナージ持続吸引による治療を日令 11まで行っていたが、

胸水の減少傾向認めず、長引く絶食・ドレナージ挿入による低栄養・易感染

状態が考えられるため、ソマトスタチン療法を開始することにした。 

 

１．申請者 國方徹也准教授（小児科）に代わり宮路太教授（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：承認。 

      

 

申請書番号 １３－０８０ 

課題名 先天性副腎皮質過形成に合併する急性脳症に関する研究 

申請者 小児科   山内 秀雄 教授 

申請内容と 

その概要 

 先天性副腎過形成はステロイド補充療法が施行され比較良好な経過を認め

るが、ストレス下の状態では通常の補充量が充分でなく、低血糖脱水などを

はじめとする急性副腎不全症状が示される。その場合、意識の変容やけいれ

んを主症状とする急性脳症が発症することが判明しているが、その詳細な臨

床像は不明のままである。本研究は先天性副腎過形成に合併する急性脳症の

臨床像を明らかにするところにある。 

 

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：条件付承認。 

        ① 主任研究施設のため、教育実習などの研修を受けること。 

        ② 研究の内容をホームページへ公開すること。 

  

 

申請書番号 １３－０９２ 

課題名 新生児脳出血の MRIによる後方視的検討 

申請者 小児科   山内 秀雄 教授 
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申請内容と 

その概要 

 埼玉医科大学病院小児科（新生児・未熟児科）では、新生児集中治療室（NICU）

に入院した新生児の神経学的異常の早期診断のために、退院時 MRI 検査を実

施してきた。最近の放射線科学の進歩により出血病変に敏感な撮像法がすで

に開発され臨床応用され、診断に大いに役立っている。本研究は診療目的で

本院にて撮像された頭部 MRI 画像を用いて特に脳出血について後方視的に検

討し、神経学的転帰など臨床的情報と併せ、統計学的に検討することにある。 

 

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：承認。 

 

 

申請書番号 １３－０８５ 

課題名 
ベーチェット病とその他自己炎症性疾患および膠原病患者リンパ球・好中球

におけるヒストン修飾の解析 

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 

 ベーチェット病などの自己炎症性疾患や全身性エリテマトーデス、多発性

筋炎・皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病などの膠原病は、原因が不明の

難治性疾患とされている。ベーチェット病を含む自己炎症性疾患は、抗原特

異的な T 細胞が活性化され好中球の機能亢進によるものと考えられている。

近年、epigenetics の変化により T 細胞の活性化が起きることが報告されて

いる。ベーチェット病を含む自己炎症性疾患患者の活性化 T 細胞分画におい

ても epigenetics の異常が起きている可能性が推定される。本研究において

は、リンパ球および好中球における genomicDNAのヒストン修飾の病態への関

与を検討するため、ベーチェット病患者におけるリンパ球および好中球数の

genomicDNAのヒストン修飾を健常人と比較解析する。 

 

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：承認。 

        ① 大学倫理委員会へ申請すること。 

 

 

申請書番号 １３-０８３ 

課題名 喀痰中 ATP濃度による気管支喘息の病態解析 

申請者 呼吸器内科   杣 知行 講師 

申請内容と 

その概要 

 気管支喘息の病態は Th2 カスケードを基盤とするアレルギー性気道炎症で

ある。しかしながら重症喘息においては、Th1あるいは Th17が主体となる好

中球性気道炎症の関与や抗炎症治療へ抵抗性の Th2 性気道炎症の残存、肥満

が病態に関与する。このような喘息の病態の全てを説明することは既存のバ

イオマーカーでは不可能であり、新たなバイオマーカーが常に探索されてい

る。本研究では、サイトカインやケモカインとは異なるメディエーターであ

る ATP を喘息患者で測定する。採取検体は喀痰を使用し、誘発喀痰採取法と

いう全世界的に確立された非侵襲的な方法を採択する。Danger signal であ
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る ATP は、細胞レベル、動物モデルレベルでは、Th2 カスケードを誘導する

ことが示されている。ヒトにおいては COPD患者の BAL中で上昇していること

が報告されている。したがって、喀痰中 ATP は測定可能なバイオマーカーで

あり、喘息患者でも上昇している可能性が十分にある。喘息患者における喀

痰中 ATP は、過去に測定されたことのない新しいバイオマーカーであり、有

用性が期待される。 

 

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 申請書の費用負担について明確に記載すること。 

② 誘発喀痰について、日常診療である旨、説明書に記載すること。 

③ 同意書と説明書が同じ内容のため、別の内容で作成し、同意書はレ点チェック

できる形式のものへ変更すること。 

④ ATP測定方法について説明書に記載すること。 

⑤ 申請書の対象者への利益について、説明書と統一するため、｢直接的な利益は期

待できない｣へ変更すること。 

 

 

 申請書番号  １３－０８８ 

課題名 半定量的 PCR法による COPD患者の増悪と肺炎の原因微生物の同定 

申請者 呼吸器内科   仲村 秀俊 准教授 

申請内容と 

その概要 

 ウイルスや細菌による気道感染は COPD増悪の主な原因であるが、抗原・抗

体検査、喀痰培養では病原微生物が同定できない場合が少なくない。本研究

室において開発された半定量的 PCR法（HIRA-TAN法）によりヒト細胞（主と

して炎症細胞）の遺伝子量をコントロールとして多数の病原微生物を半定量

的に解析することが可能になった。本研究では急性増悪期ならびに安定期の

COPD患者の喀痰中の細菌およびウイルス量（25種類の細菌・真菌と 6種類の

ウイルス）を HIRA-TAN法により前向きに解析し、原因となるウイルスや細菌

を明らかにする。次に患者下気道の慢性感染と増悪頻度の関連について検討

する。さらに増悪と関連する喀痰中、血清中のバイオマーカーの検出を目指

す。COPD患者の増悪の原因を明らかにし、増悪を予測あるいはモニターする

バイオマーカーが発見されれば、治療成績の向上と予後の改善が期待される。 

 

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：承認。 

          

 

申請書番号 １３－０９０ 

課題名 

Subcutaneous insulin resistance 病態の糖尿病患者に対する 0.1％ナファ

モスタットメシル酸塩含有ジメチルイソプロピルアズレン軟膏塗布によるイ

ンスリン吸収効率改善治療 
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申請者 内分泌・糖尿病内科   保坂 利男 講師 

申請内容と 

その概要 

 大量のインスリン治療（100単位/日）によっても著しい高血糖が是正でき

ない患者に遭遇する場合がある。このような患者は、何らかの要因による強

いインスリン抵抗性状態、インスリン受容体異常症やインスリン抗体高値な

どの血中インスリン作用が減弱する原因を鑑別する必要がある。または、皮

下組織から血中へのインスリン吸収の障害の可能性も鑑別する必要がある。

吸収障害の原因として、長期にわたるインスリン注射により形成された皮下

硬結（インスリンボールも含む）が多いが、中にはインスリン治療歴がない

患者や皮下硬結を認めない患者において皮下組織のインスリン吸収障害によ

り高血糖が持続し、インスリンを静脈内に投与すれば血糖降下作用が認めら

れることがある。このような状態を Subcutaneous insulin resistance(SIR)

という疾患でとらえることが提唱されている。SIR の病態として皮下組織で

のインスリン分解活性が亢進していることが報告されており、皮下組織での

プロテアーゼ阻害がインスリン吸収効率を改善させる治療として期待されて

おり、実際に 0.1%ナファモスタットメシル酸塩含有ジメチルイソプロピルア

ズレン軟膏をインスリン皮下注射部位に 30分前に塗布し、インスリン皮下注

射の吸収効率改善による血糖低下の報告がなされている。 

 今回、SIR の病態を呈する対象患者に 0.1%ナファモスタットメシル酸塩含

有ジメチルイソプロピルアズレン軟膏をインスリン皮下注射部位に 30 分前

に塗布し、インスリン皮下注射の吸収効率改善による高血糖の治療行為を行

う。 

 

１．申請者 保坂利男講師（内分泌・糖尿病内科）に代わり井内卓次郎助教（内分泌・糖尿病内科）・

住田崇（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：承認。 

  

 

 申請書番号 １３－０８６ 

課題名 中耳・内耳疾患診断・治療の新規技術開発 

申請者 耳鼻咽喉科   池園 哲郎 教授 

申請内容と 

その概要 

 内耳疾患（難聴・めまい）では生検そのものが機能障害を引き起こしてし

まうため、生検を行うことができない。このため突発性難聴やメニエール病

などの内耳疾患は未だにその発症原因は不明である。また、難治性の中耳炎

（癒着性中耳炎、好酸球性中耳炎、滲出性中耳炎など）の原因もわかってい

ない。我々は耳に発現する、蛋白・遺伝子の解析をこれらの特発性疾患の診

断治療に役立てる方法を研究している。我々はプロテオーム解析の結果、内

耳特異的に発現する蛋白としては世界初となる CTP 蛋白を同定し、外リンパ

漏出により難聴・めまいをきたす疾患｢外リンパ瘻｣診断法を開発した。 

 本研究申請では、下記の検体を用いて CTP 検出検査の精度を高めること、

さらに新たな中耳内耳疾患の診断治療に寄与する研究を実施することが目的

である。我々が今まで蓄積したノウハウを生かして CTP の基礎研究を行い、

新たな診断・治療法の開発研究を行う。 

 使用サンプル：CTP 検査に供した中耳洗浄液の残余、通常の診療に使用し

た血液、髄液の余剰分。中耳内耳疾患の治療目的で切除された組織の一部。 
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１．申請者 池園哲郎教授（耳鼻咽喉科科）に代わり、井上智恵助教（耳鼻咽喉科）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 研究計画書の内容を整備すること。 

② 遺伝子解析が目的の場合、倫理委員会へ提出すること。 

  

 

申請書番号 １３－０８７ 

課題名 
BPH/OAB 患者におけるイミダフェナシンとデュタステリドの追加併用に関す

る研究 

申請者 泌尿器科   朝倉 博孝 教授 

申請内容と 

その概要 

 α1 遮断薬による治療後も蓄尿症状の改善が十分でない患者に対して抗コ

リン薬を追加併用する治療が検討され、その有用性が認められている。α1

遮断薬とデュタステリド併用投与の有用性が CombAT Studyによって明らかと

なっており、近年ではα1 遮断薬との併用療法が増加傾向にある。実臨床に

おいては、大きな前立腺かつ蓄尿症状を呈する前立腺肥大症患者が多くいる

ものの、デュタステリドと抗コリン薬の併用に関するエビデンスはない。 

 本研究では、タムスロシンを 8 週以上投与後も過活動膀胱症状が残存する

前立腺肥大症患者に対し、3 剤併用投与（タムスロシン・デュタステリド・

イミダフェナシン）の有用性を明確にする。 

 

１．申請者 朝倉博孝教授（泌尿器科）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 １３－０８９ 

課題名 
難治性足病変に対する Total Contact Castを用いた治療の効果に関する多施

設共同研究 

申請者 形成外科・美容外科   市岡 滋 教授 

申請内容と 

その概要 

 重症虚血肢や糖尿病を合併した足病変においては治癒までに長期間を要

し、長期間入院して患部を免荷することが必要であった。Total Contact Cast

（TCC）は患部を保護し足全体を固定することで患部を免荷したまま歩行が可

能となる特殊なギプス手技であり、海外ではすでに広く行われている。本試

験では最も難治性である足底部潰瘍の症例を対象とし、TCCの効果と合併症、

そして合併症発生の危険因子を明らかにすることを目的とする。 

 

１．申請者 市岡滋教授（形成外科・美容外科科）・寺部助教（形成外科・美容外科科）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 UMIN登録を行い、登録番号を報告すること。 
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申請書番号 １３－０９１ 

課題名 眼膜染色に用いる染色組成物：ブリリアントブルーG（BGG）の使用 

申請者 眼科   今井 大介 講師 

申請内容と 

その概要 

 糖尿病網膜症や網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫、黄斑円孔また黄斑前

膜(ERM)の手術では内境界膜(ILM)や ERM を剥離することが必要である。しか

しながら ILM・ERM は無色透明であり、その処理をするにあたり ILM・ERM の

可視化の必要性が求められ、現在では染色せずに膜を除去することは非常に

困難であると広く認識されている。また、白内障手術においても、白色成熟

白内障眼の連続環状前嚢切開(CCC)を行うことは、前嚢と下層にある白質とを

識別しづらいために困難であった。嚢が見えづらいために CCC が不完全ある

いは不適切となり、その結果、後嚢破損、硝子体脱出及び眼内レンズ(IOL)

移植ができなくなり、また IOL 脱臼が生じることがある。このような症例で

は前嚢を染色することにより手術を安全に行うことができ、様々な合併症を

防ぐことができる。眼底からの反射がほとんど、あるいは全くない白内障に

おいて CCC を施行する際の前嚢染色のために色素を眼内投与することがます

ます一般的になっている。 

 このような手術に対しての染色方法としてインドシアニングリーン(ICG)

染色が広く知られていて様々な硝子体網膜疾患における ILM 及び ERM 除去や

白内障手術時の CCC を容易にし、結果としてこの技術は現在多数の眼科医に

広く受けられている。しかしながら、実験的及び臨床的利用の両方において

ICG 硝子体内投与に起因する網膜損傷に関する報告が近年なされている。現

在は可視剤としてブリリアントブルーG(BBG)の使用がなされてきている。BBG

染色の質は ICG と比較して非常に類似しており、さらに標的物を非常に低濃

度で染色することが可能である。 

 さらに BBG は(ICG と異なり)蛍光色素ではないため、強い光源による眼球

内照明によって起こると考えられている。網膜に対する光毒性もほとんどな

いと考えられる。さらに、洗浄後に組織表面に残る色素も ICG と比較して非

常に少ないとされている。 

 以上により、BBG は従来の網膜可視化剤である ICG に比べて、より安全に

使用できる薬剤であるといえる。 

 

１． 申請者今井大介講師（眼科）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、医療行為の申請ではあるが、特定の患者さんに使用するのではなく、一般的な

治療として、多数の患者さんに使用する旨の説明があった。 

  

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １３－０９３ 

課題名 
インスリン製剤とシタグリプチン併用による有用性の検討  

-前向き観察研究- 

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 

 現在、インスリン製剤とシタグリプチンの併用療法については臨床試験に

おける限定された情報しかなく、実際の臨床現場での有効性や安全性を大規

模に調査する必要性がある。そこで今回、通常診療下においてインスリン製
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剤使用中の 2 型糖尿病患者に対してシタグリプチンを併用した患者を前向き

に調査し、インスリンへの併用時のおけるシタグリプチンの有効性と安全性

を検討する調査を計画した。 

 

１．申請者栗原進（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：承認。 

 

 

申請書番号 １３－０９４ 

課題名 

中等度もしくは重度腎機能障害のある２型糖尿病症例に対するシタグリプチ

ン投与の腎機能保持、保護効果および糖代謝への影響に関する DPP４阻害薬

切り替え試験 

申請者 内分泌・糖尿病内科   片山 茂裕 教授 

申請内容と 

その概要 

 糖尿病性腎症などの腎機能を合併した 2 型糖尿病患者において腎機能を保

持及び保護し、長期に血糖をコントロールしていくことは、透析へ移行する

患者を減らすことを念頭においても、今後わが国の糖尿病治療にとって大き

な課題である。しかしながら、腎障害を合併した糖尿病患者において使用可

能な糖尿病薬は安全性面の問題から少なく、選択肢が限られていた。 

 一方、DPP-4 阻害薬は、これまでの血糖降下薬とは異なる作用機序で効果

を発揮し、有効性や安全性に優れていることが海外で認められ、2009年より

本邦でもシタグリプチンが承認されて以来、多くの患者に汎用され始めてい

る。DPP-4阻害薬消化管ホルモンであるインクレチン(GLP-1および GIP)を増

加させることにより、膵β細胞のインスリン分泌を促進し、過剰なグルカゴ

ン分泌を抑制することで血糖低下効果を発揮する薬物療法である。 

 上記 DPP-4阻害薬シタグリプチン及びインクレチンの 1 種である GLP-1に

は腎糸球体における線維化抑制や酸化ストレスの軽減といった作用が動物実

験などで報告され、ヒトにおいても尿中アルブミンの低下作用などの報告が

あることから、シタグリプチンには腎保護効果があることが期待されている。

また、シタグリプチンは本年適応が拡大され、重度腎機能障害患者や透析患

者にも低用量での活用が可能となったことからも、少ない用量で安全かつ確

実な血糖コントロールを実現する薬剤としても期待される。 

 そこで、本研究では中等度もしくは重度腎機能障害を持った日本人 2 型糖

尿病患者に対して、DPP-4 阻害薬シタグリプチン投与の腎機能保持・保護、

かつ効率的な血糖コントロール治療を探求するため、それぞれ特徴の違う他

の DPP-4 阻害薬による治療中の患者に対し、シタグリプチンへの切り替え投

与を実施し、腎機能及び糖代謝に対する影響を比較検討する研究を企画した。 

 

１．申請者片山茂裕教授（内分泌・糖尿病内科）に代わり野口雄一講師（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：保留。 

① プロトコールを再考すること。 

② UMIN登録を行い、登録番号を報告すること。 
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申請書番号 １３－０８４ 

課題名 チロシナーゼに対する免疫応答の解析 

申請者 皮膚科   中村 晃一郎 教授 

申請内容と 

その概要 

 化粧品に含まれるロドレノールで誘発される白斑症が社会問題になってい

る。痒みがあること、白斑の周辺部に発赤があること、化粧品を使用してい

ない遠隔の皮膚にも白斑が出現する症例があること、尋常性白斑（自己免疫

説あり)に有効なタクロリムスが有効であること、などから原田病に類似の自

己免疫現象が疑われる。原田病における代表的な自己抗原はチロシナーゼで

ある。 

本研究では、ロドレノールで誘発される白斑症ならびに類似疾患である尋常

性白斑の患者から末梢静脈血を採取し、チロシナーゼに対する T 細胞の自己

反応性を評価する。同時に患者静脈血を用いて HLAの DNAタイピングも行う。 

 

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：承認。 

 

 

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）より前回の指摘事項を修正した書類の提出なされ説明が行

われた。 

  ※ 前回指摘事項 

     ① UMIN登録を行い、番号を報告してほしい。 

     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。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

         ① UMIN登録を行い、番号を報告すること。 

以 上 


