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第１４０回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２６年１月６日（月） １７：３０～１８：４５ 

場 所：本部棟３階・会議室 

出 席 者：石原理（委員長）、金澤實（副委員長）、大竹明（副委員長）、三村俊英、篠塚望、倉持朗、

中嶋正人、斉藤喜博、杉本修、岡村維摩、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：市岡滋、井上郁夫、松本修子、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。 

○ 13-095  呼吸器内科  仲村 秀俊 准教授 

       ｢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ー

臨床ﾃﾞｰﾀ及びﾊﾞｲｵﾏｰｶｰを用いた包括的評価ー｣ 

        →前回（12/9）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-069  リウマチ膠原病科  三村 俊英 教授 

       ｢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｣ 

        →11月 11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。 

○ 13-006  消化器内科・肝臓内科  持田 智 教授 

       ｢C型慢性肝炎および 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。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 13-017  内分泌・糖乳病内科  栗原 進 准教授 

       ｢２型糖尿病患者におけるレパグリニドの１日２回および 3 回投与による血糖日

内変動の比較｣ 

        →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 13-053  内分泌・糖尿病内科  栗原 進 准教授 

｢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 

        →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 11-054  腎臓内科  鈴木 洋通 教授 

｢イルベサルタン（アバプロ錠）の降圧効果および代謝面への作用の検討 off  

balance  of talent of  I  rbesarutan  for  general  practitioner  study 

(off  target study) ｣ 

        →承認済課題。 プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 12-007  消化器内科・肝臓内科  岡 政志 教授 

｢クエン酸モサプリド併用による全腸内視鏡検査ー前処置法の検討ー｣ 

        →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 １３－１０１ 

課題名 頭蓋内胚細胞腫における超高感度 HCG-bete測定の有用性の後方視的検討 

申請者 脳神経外科   藤巻 高光 教授 

申請内容と 

その概要 

 2002 年 1 月から 2007 年 3 月までに埼玉医科大学病院にて採取された、頭

蓋内胚細胞腫症例の髄液、血液残余検体を用いて、免疫複合体転移による超

高感度測定法による NCG-beta測定を行う。髄液、血清ともに当院にて凍結し、

解析機関（帝京大学ちば総合医療センター、内科・臨床研究部 片山秀喜医

師）へ搬送する。検体は解析機関にて、既報の免疫複合体転移による超高感

度測定原理を用いて NCG-beta測定を行う。得られた検体結果を診断情報、検

査時期、再発までの期間、生存期間などの臨床データと比較し、統計的解析

を行うことによりその有用性を検証する。 

 

１．申請者藤巻高光教授（脳神経外科）に代わり福岡講平助教（脳神経外科）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申請書、プロトコールの文面を過去形に修正すること。  

 

 

申請書番号 １３－１００ 

課題名 
C型肝炎ウイルス（HCV）の NS5A領域 Y93H変異の簡易迅速検出法を用いた Y93H

変異の有無によるインターフェロン感受性の検討 

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であるシメプ

レビルが 2013年 12月より利用可能となり、ペグインターフェロン（Peg-IFN）

とリバビリンを用いた 3 剤併用療法の安全性が向上する。一方、第 2 世代の

プロテアーゼ阻害薬であるアスナプレビルと NS5A 阻害薬であるダグラタス

ビルを用いた Peg-IFNを用いない経口 2剤の治療も、2014年 6月に承認され

る見通しで、治療の選択肢は近々に広がる。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 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。一方、NS5A 領域 Y93H 変異はイン

ターフェロンの感受性にも関与する可能性もあり Peg-IFN とリバビリンによ

る抗ウイルス療法の無効例では Y93 野生株の症例が多いとの報告もある。消

化器内科・肝臓内科では Y93H変異を定量測定する簡易迅速測定法を開発し、

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治療体系の確立に向けた臨床研究を開

始している。同研究でシメプレビルを用いた 3 剤併用療法を実施することに

なった症例を対象として、治療中に血清 HCV-RNA量を Y93 野生株と Y93変異

株に分けて経時的に定量することによって、同変異の有無による Peg-IFN を

用いた治療に対する反応性の差異を明確に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・肝臓内科科・

大学院生）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 単独施設での研究であるため、個人情報保護の方法を「連結可能匿名化」から「匿

名化しない」へ変更すること。 
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       ② 説明文書 2ページ目の、Ⅴ研究の目的 1行目の誤字を訂正すること。 

         ｢Y93Hアミノ酸変異の測定し｣ → ｢Y93Hアミノ酸変異を測定し｣ へ。 

 

 

申請書番号 １３－１０２ 

課題名 
インフリキシマブ強化療法無効関節リウマチ患者における抗インフリキシマ

ブ抗体の解析 

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 

インフリキシマブ（IFX）は抗 TNFαモノクローナル抗体で 2003 年 7 月に関

節リウマチ（RA）に対して市販承認された。一部の症例では効果不十分なた

め臨床試験の結果、2009年 7 月より効果不十分例に投与 4 回目以降、IFXの

増量や投与期間の短縮が認められた（以下 IFX強化療法）。IFXはマウス蛋白

を約 25％含む製剤であるため抗 IFX 抗体（ATI）が産出されることがあり、

その場合、有効性が低下したり、投与時反応が出現しやすいことが知られて

いる。IFX を増量、投与期間短縮したが効果が低かった患者における ATI の

関与を調査する。また、対照として IFX着効例における（陰性が予想される）

ATIの有無を調査する。 

 

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 研究計画書（プロトコール）を提出すること。 

       ② 説明文書に実際の検査方法について記載すること。 

       ③ 説明文書の実施期間を、25年から 26年へ変更すること。 

 

 

 

申請書番号 １３－１０３ 

課題名 抗リン脂質抗体陽性女性の妊娠中の管理状況に関する多施設症例調査 

申請者 産婦人科   三木 明徳 講師 

申請内容と 

その概要 

 抗リン脂質抗体症候群（APS）は 1986 年に誕生した新しい疾患群で、その

主な臨床病態は動静脈血栓症や産科合併症である。後者には比較的早期の流

産を繰り返すいわゆる不育症から中期以降の流死産や妊娠高血圧症候群、母

体の血栓症を呈するものまで幅広い病態が含まれる。また、診断に使用され

る抗体も多数あり、どの抗体が周産期予後に関連するのかさえ、まだ確立さ

れていない。これまで、内科側からは主として動・静脈血栓症が論ぜられ、

産科側からは産科合併症が論議されてきた。しかし、APS 合併妊娠の診療科

を超えた実態把握は出来ておらず、母児の予後の重症度という視点からの治

療方法も確立されていない。研究目的は抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の多

施設症例調査により症例データベースを作成し当該症例の実態把握と解析を

行う。最終的な目的は抗リン脂質抗体陽性女性の妊娠において、臨床経過な

いしは抗体のプロフィールを予知し、適切な治療法が選択できることである。 

 

１．申請者三木明徳講師（産婦人科）より、提出された課題についての説明が行われた。 
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２．審議結果： 条件付承認。 

       ① 個人情報管理者を本研究に携わらない別の人へ変更すること。 

 

 

書番号 １３－０２４ 

課題名 
小児急性虫垂炎切除術での周術期糖質投与が糖代謝に及ぼす影響に関する検

討 

申請者 小児外科   古村 眞 教授 

申請内容と 

その概要 

急性虫垂炎は急性腹症の原因として頻度の高い疾患で多くの人が生涯で罹患 

する疾患である。特に小児においてその頻度は高く、進行も早いことから適 

切な診断と治療が重要となる。また小児では成人と比べ体内の水分量や代謝 

能力など未熟な面が多く特に細心の留意が必要となる。 

 今回、小児急性虫垂炎切除術での周術期糖質投与が術後治療成績に及ぼす 

影響について検討を行う。急性虫垂炎と診断され入院した患者を対象として 

入院時より糖質配合細胞外液補充苑投与群もしくは非糖質配合細胞外液補充 

苑投与群のいずれかに群分けを行い糖質配合輸液、非糖質配合輸液を投与し 

水・電解質の補充を行う。投与量は個々の年齢、体重に応じて設定する。ま 

た術中も術前より投与を行った輸液にて管理を行い糖質の投与が手術中およ 

び術後の糖質代謝及び治療成績に及ぼす影響について評価を行う。 

 

１．申請者古村眞教授（小児外科）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（平成 25年 5月委員会・保留） 

        ① 計画書に記載のある当院に実在しない診療科や教室の名称を変更すること。 

        ② 無作為ランダム化の割付方法について記載すること。 

③ 個人情報保護の方法を「匿名化しない」へ変更すること。 

④ データーベース登録を行うこと。 

⑤ 実施研究書の研究薬の概要の欄にフィジオの記載をすること。 

⑥ 同意書についてアセントと保護者向けの同意書を作成すること。 

 

２．審議結果： 保留。 

        ① 計画書に記載のある当院に実在しない診療科や教室の名称を変更すること。 

        ② 無作為ランダム化の割付方法について記載すること。 

        ③ 個人情報保護の方法を「匿名化しない」へ変更すること。 

        ④ データーベース登録を行うこと。 

        ⑤ 同意書及び同意撤回書の宛先として病院長名を追記し、説明項目は番号ではな

く、チェックボックスへ修正すること。 

 

 

申請書番号 １３－１０４ 

課題名 抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡に関連した偶発性の全国調査 

申請者 消化器内科・肝臓内科   岡 政志 教授 

申請内容と 

その概要 

抗血栓薬は急速に進歩しており、内視鏡被験者で服用している患者も急速に

増加している。これまで検査前に服用を中止することが多かったが、脳梗塞
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や心筋梗塞などの偶発症を引き起こすことが知られてきており、2012年に日

本消化器内視鏡学会から発表された「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡

診療ガイドライン」では必ずしも中止しなくてもよい検査を増やした。この

ガイドラインが制定されてから 1年が過ぎ、実際にどれくらいの休薬/継続が

なされているか、またそれによりどの程度出血もしくは脳・心血管障害が起

こっているかを全国調査することになった。 

日本消化器内視鏡学会からは、実態調査について IRB のある施設では、そ

こを通してから施行するように指導されている。このため、本調査を IRB に

提出した。実際に行われることは、別紙資料の「症例登録票」に記載して、

学会に報告するということのみである。この調査は 3 月までの任意の 1 週間

について、抗血栓薬服用中の内視鏡検査被験者すべてと、その 1 週間のうち

の全ての内視鏡検査被験者が対象となる。 

 

１．申請者岡政志教授（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：条件付承認。 

       ① 申請書の内容を「その他」から「多施設共同研究への参加」変更すること。 

       ② 各施設での倫理委員会への申請の必要性について学会へ確認すること。 

 

 

 

以上 


