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第 139回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２５年１２月９日（月） １７：３０～１９：１０ 

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、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）、片山茂裕（病院長・オブザ

ーバー） 

委任状出席：大竹明（副委員長）、松本修子、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。 

○ 13-083  呼吸器内科  杣 知行 講師 

       ｢喀痰中 ATP濃度による気管支喘息の病態解析｣ 

        →前回（11/11）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-076  内分泌・糖尿病内科  井上 郁夫 准教授 

       ｢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｣ 

        →10月 7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。 

○ 13-078  国際医療センター・小児心臓科  小林 俊樹 教授 

       ｢日本における小児心筋症の予後調査｣ 

        →10月 7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。 

○ 13-058  血液内科  中村 裕一 教授 

       ｢未治療初発移植非適応骨髄腫患者における 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｣ 

        →9月 3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。 

○ 10-003  内分泌・糖尿病内科  粟田 卓也 教授 

｢インスリン非依存 GAD抗体陽性糖尿病におけるシダグリプチン（ジャヌビア）の

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。 

○ 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。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 11-051  内分泌・糖尿病内科  片山 茂裕 教授 

｢糖尿病合併高血圧患者に対するロサルタンとテルミサルタンの単独投与並びに

低用量の降圧利尿薬との併用投与が尿酸代謝に及ぼす影響の検討｣ 

        →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 
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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。遺伝子発現の解析とは主に mRNAや microRNA

の発現等を解析するもので遺伝子診断（遺伝学的診断）には用いない。 

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、埼玉医科大学が国内・国際特許を所有してい

る。CTP検出法を使用し、平成 21年 4 月 1日から平成 24 年 11月 20日まで

780 検体を検査した。その結果、厚生労働省研究班作成の外リンパ瘻診断基

準項目に「CTP 検査陽性のもの」が採択された。このため外リンパ漏の診断

に CTP 検査を用いることは埼玉医科大学としては通常の臨床検査範囲内と考

えて倫理委員会の審査、ならびに承諾書は不要と判断された。 

 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。 

 

１．申請者池園哲郎教授（耳鼻咽喉科）より、前回の指摘事項を修正した書類の提出があり、その課

題についての説明が行われた。 

  ※前回指摘事項 

    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。 

 

２．審議結果：承認。 

      ※ ただし、今回申請項目以外の研究を行う場合には、その都度、IRB 委員会へ申請す

ること。 

 

 

申請書番号 １３－０９７ 

課題名 
小児肺高血圧症を伴う低酸素性呼吸不全に対する工業用一酸化窒素（NO）ガ

スの使用 

申請者 小児科   山内 秀雄 教授 

申請内容と 

その概要 

 一酸化窒素吸入療法は新生児遷延性肺高血圧症に対する効果が報告されて

以来、国内で普及されており 2010年 1月より「生後 7日以内の肺高血圧症を

伴う低酸素性呼吸不全」に限り、一酸化窒素吸入療法（アイノフロー）が保

険収載された。一方、肺高血圧症や急性期以後の呼吸不全に対する使用も報

告されているもののこれまでのところ国内では適応外使用となっている。小
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児肺高血圧症を伴う低酸素性呼吸不全は、きわめて速やかで適切な治療の開

始と継続を必要とするが、その治療にはしばしば困難な場合が少なくない。

保険適応とならない症例に対しては、従来使用していた工業用一酸化窒素（窒

素添加標準ガス）を使用せざるをえない状況が国内では続いている状態であ

る。小児肺高血圧症を伴う低酸素性呼吸不全症例に対して、工業用一酸化窒

素を使用した一酸化窒素吸入療法を行うことが本申請の目的である。 

 

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。 

※ 本課題については迅速審査依頼があり、平成 25年 11月 14日、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、ただし、今後も本治療以外の別の治療法について検討する努力をすること。 

 

 

申請書番号 １３－０９８ 

課題名 安静時機能的 MRIによるてんかん脳症の機能的結合に関する研究 

申請者 小児科   山内 秀雄 教授 

申請内容と 

その概要 

 安静時機能的磁気共鳴画像法（以下安静時 fMRI）は安静時能活動のゆらぎ

から脳内機能的結合の抽出し画像化する方法である。現在痴呆研究領域など

においてその有用性が報告されている。小児神経学領域での安静時 fMRIの報

告は海外においては米国ワシントン大学、ハーバード大学などごく限られた

施設からの報告があるが、今のところ国内での研究成果の報告がない。本研

究ではてんかん脳症例に対して MRI を施行する際にこれまで施行されてきた

MRI撮像に加えて安静時 fMRIを追加施行してんかん原性焦点の同定を試み、

てんかん脳症における脳内機能結合について検討する。本研究によってより

多角的な神経学的評価の可能性となれば、特に難治性小児てんかんに対する

治療前後の重要な評価法になる可能性がある。 

 

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 臨床研修実施に必要な教育実習を受けること。 

       ② 情報のやりとりについて、万全の体制を整えること。 

③ 申請書の予定目標症例数の設定根拠の項目内の、誤字脱字を訂正してほしい。 

       ※ ｢研究機関｣⇒｢研究期間｣へ、｢新たに名｣⇒｢新たに○名｣へ。 

  

 

申請書番号 １３－０９９ 

課題名 安静時機能的 MRIによるハイリスク新生児脳の機能的結合に関する研究 

申請者 小児科   山内 秀雄 教授 

申請内容と 

その概要 

 安静時機能的磁気共鳴画像法（以下安静時 fMRI）は安静時能活動のゆらぎ

から脳内機能的結合の抽出し画像化する方法である。現在痴呆研究領域など

においてその有用性が報告されている。小児神経学領域での安静時 fMRIの報

告は海外においては米国ワシントン大学、ハーバード大学などごく限られた
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施設からの報告があるが、今のところ国内での研究成果の報告がない。本研

究ではハイリスク新生児に対して MRI を施行する際にこれまで施行されてき

た MRI撮像に加えて安静時 fMRIを追加施行する。さらに標準 MRIでの追跡検

査が必要な児に対しても安静時 fMRIを同時施行し比較検討する。本研究によ

ってより多角的な神経学的評価の可能性となれば、ハイリスク新生児および

乳幼児の神経学的後遺症の予測とその予防に役立てることが出来る可能性が

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 臨床研修実施に必要な教育実習を受けること。 

       ② 情報のやりとりについて、万全の体制を整えること。 

 

 

書番号 １３－０９５ 

課題名 
慢性閉塞性肺疾患（COPD）における早期呼吸リハビリテーション介入の効果

―臨床データ及びバイオマーカーを用いた包括的評価― 

申請者 呼吸器内科   仲村 秀俊 准教授 

申請内容と 

その概要 

 COPD において運動耐容能が予後を規定する重要な因子の１つであること

（Ref.1）、また、身体活動量を維持することは COPDの入院率や死亡率を減少

させること（Ref.2）などが報告されて以後、日本でも COPD における呼吸リ

ハビリテーションの重要性は、COPDガイドライン第 4版にも記される通り、

誰もが周知するところとなった。最近では、軽症 COPDに対して早期からのリ

ハビリテーション介入はむしろ重症患者に対するものよりも改善効果が高い

という報告もなされている（Ref.3）が、国内外を通じ早期 COPD 患者に対す

る呼吸リハビリテーションの介入に関する報告は非常に少ないのが現状であ

る。 

 さらに、呼吸リハビリテーションに関する効果はこれまで上記のように肺

機能や運動耐容能などが中心で血液生化学あるいは免疫学的な評価を同時に

行うといったアプローチはなされていない。これらのバイオマーカーの変化

に着目することは慢性炎症の側面を持つ COPD の病態を把握する意味でも重

要であり今後の新たな COPDの治療につながる可能性がある。 

 

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 説明書に、通常診療から逸脱する項目について詳細に記載すること。 

       ② 計画書の｢等｣の記載を削除すること。 

      

 

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 
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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）より、前回の指摘事項を修正した書類の提出があり、

その課題についての説明が行われた。 

  ※前回指摘事項 

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。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １３－０９６ 

課題名 関節リウマチ滑膜組織における新規破骨細胞様細胞の発現の解析 

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 

 関節リウマチ（RA）は関節滑膜を主座とする炎症性滑膜炎であるが、それ

に続発された進行性の高度の骨・軟骨破壊が日常生活動作（ADL）や生活の質

（QOL）を著しく損ない、生命予後の短縮に繋がる事が臨床上または社会上大

きな問題となっている。現在の RA治療は、Treat to Target(T2T)という概念

が提唱され、早期に疾患活動性を抑えて、関節破壊の進行を抑制することが

重要であると推奨されている。しかしながら、関節破壊に最も重要である破

骨細胞をターゲットとした治療法は確立していない。一方、RAの病態は未だ

不明であるが炎症性サイトカイン｛腫瘍破死因子（TNF）やインターロイキン

-6（IL-6）｝を標的とした治療薬（生物学的製剤）は、有効性が高く、関節破

壊を抑制することから、炎症性サイトカインが炎症性滑膜炎やそれに続発さ

れた骨・軟骨破壊に重要な役割を演じていると考えられている。 

 最近、申請者らは、マウスにおいて、培養骨髄単球の培養液に TNFと IL-6
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を添加・刺激することによって、破骨細胞の特徴を呈する細胞（破骨細胞様

細胞）が誘導されることを発見した。また、マウス頭皮下に TNFと IL-6を注

射することで頭蓋骨内に骨吸収能を有する破骨細胞の特徴を有する細胞を同

定した。このような背景から、この破骨細胞様細胞は、炎症性サイトカイン

の発現が強い RAの関節滑膜組織に発現し、関節破壊と密接に関与している可

能性がある。しかしながら、このような破骨細胞様細胞が、RA患者の関節滑

膜組織に存在するという報告はない。そこで、RA患者から人工関節置換術の

施行の際に採取された滑膜組織を用いて、従来の破骨細胞の発現分子｛酒石

酸抵抗性酸性ホスファターゼ（TRAP）、カルシトニン受容体｝と、破骨細胞様

細胞の発現因子｛転写因子 STAT3、CD64｝を免疫組織化学染色により染め分

け、破骨細胞様細胞を同定することを目的とする。本研究により RA滑膜組織

に破骨細胞様細胞が存在することが明らかになることで、RA滑膜組織には、

病態上重要なサブセットが誕生するという概念が確立されることが期待され

る。また、この破骨細胞様細胞は、破骨細胞に代わる RA治療の標的細胞とな

る可能性を秘めており、炎症を抑えるだけでなく、関節破壊を抑制する治療

へと進展していくことが予想される。 

 

１．申請者三村俊英教授（リウマチ膠原病科）に代わり横田和浩助教（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 私的財産権について記載すること。 

      

 

 

 

以上 


