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第１４１回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２６年２月３日（月） １７：３０～１９：１５ 

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、市岡滋、井上郁夫、杉本修、岡村維摩、見目恭一、片山茂裕（病院長・オブ

ザーバー） 

委任状出席：松本修子、斉藤喜博、吉安尚夫、大野幸栄（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。 

○ 13-101  脳神経外科  藤巻 高光 教授 

       ｢頭蓋内胚細胞腫における超高感度 HCG-bete測定結果の後方視的研究｣ 

        →前回（1/6）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-100  消化器・肝臓内科  持田 智 教授 

       ｢C型肝炎ウイスル(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｣ 

        →前回（1/6）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-102  リウマチ膠原病科  秋山 雄次 准教授 

       ｢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」 

        →前回（1/6）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-103  産婦人科  三木 明徳 講師 

       ｢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｣ 

        →前回（1/6）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-104  消化器内科・肝臓内科  岡 政志 教授 

｢抗血栓薬服用患者に対する消化器内視鏡に関連した偶発性の全国調査」 

        →前回（1/6）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-096  リウマチ膠原病科 三村 俊英 教授 

｢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｣ 

        →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。 

○ 13-069  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｣ 

        →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。 

○ 13-089  形成外・美容外科 市岡 滋 教授 

｢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」 

        →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。 

○ 12-034  整形外科 金 潤沢 教授 

｢人工股関節全置換術における Aquala ライナーの有効性と安全性を評価する共同

研究｣ 
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        →承認済課題。プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 12-074  内分泌・糖尿病内科 井上 郁夫 准教授 

｢糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによる LDL-C

低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究｣ 

        →承認済課題。プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 13-085  リウマチ膠原病科 三村 俊英 教授 

｢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｣ 

        →承認済課題。大学倫理委員会の承認が得られたとの報告書類の提出があった。 

○ 平成 25年度の開催日程が決まった。 

    4月 7日（月）、5月 12日（月）、6月 2日（月）、7月 7日（月）、8月 4日（月）、 

9月 1日（月）、10月 6日（月）、11月 10日（月）、12月 1日（月） 

 

 

 

 

申請書番号 １３－１０５ 

課題名 
先天性高インスリン血症に対するオクトレオチド持続皮下注射療法の有効

性・安全性に関する臨床試験（SCORCH study） 

申請者 小児科   雨宮 伸教授 

申請内容と 

その概要 

 先天性高インスリン血症は、新生児・乳児期に重篤な低血糖症をきたす稀

少難治性疾患である。この時期の重篤低血糖は高頻度に重篤な神経学的後遺

症を残すため、適切な血糖管理が極めて重要である。一過性の病型と持続性

の病型があり、前者は通常生後 3-4 週間以内の経過で自然軽快するが、後者

は以後も持続し、その多くは遺伝子異常によるものと推定されている。従来

我が国では、内科的治療としては、高濃度ブドウ糖持続輸液とジアゾキサイ

ド内服のみが保険適用であったが、重症持続性例の大部分を占める KATPチャ

ネル遺伝子（ABCC8、KCNJ11）異常による本症は、ほとんどがジアゾキサイド

不応性である。内科的治療に反応不良な場合は、以前から 95%以上の膵亜全

摘が行われてきたが、術後低血糖がコントロールされた症例の大部分に医原

性のインスリン依存性糖尿病を発症してきた。近年になって本症に膵全体に

異常β細胞が広がるびまん型と局所に限局する局所型があることが判り、局

所性病変は遺伝子検査・18F-DOPAPET による局在診断に基づいた病変部の部

分切除により治癒できることが明らかになり、我が国でも局所型本症の診

断・治療体系が確立された。しかしながら、びまん性病変を持つものや膵頭

部局在病変を持ち、部分切除困難な例に対しては従来の困難が残存している。 

 オクトレオチドは、持効性ソマトスタチンアナログで、本症による低血糖

症に対する有効性が国内外より報告されており、日本小児内分泌学会の診療

ガイドラインにも記載されている。頻回皮下注射、持続皮下注射ともに行わ

れ、いずれも有効性が報告されている。我が国でのオフラベル使用例の 15例

を集積した先行研究でも、持続皮下注射が全例に有効で、うち 3 例は長期使

用により手術を回避して神経後遺症なく治癒したことが示されている。すな

わち、オクトレオチド皮下注射治療は、ジアゾキサイド無効の本症に対して

短期・長期治療に有用である可能性があり、症例によっては膵亜全摘による

医原性糖尿病の発症を回避できる可能性もある。しかしながら、現在まで系

統だった臨床試験がないため、国内外で本症を適応とした保険承認はなく、

その有効性・安全性の早急な評価が求められている。 
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１．申請者 雨宮伸教授（小児科）に代わり、武者育麻助教（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 研究の内容を「先進的医療」から「多施設共同研究への参加」へ変更すること。 

        ② 症例が出次第、大学倫理委員会へ申請すること。 

  

 

申請書番号 １３－１０７ 

課題名 手術創内へのバンコマイシン直接散布による術後手術部感染予防効果の検討 

申請者 整形外科   釘宮 典孝講師 

申請内容と 

その概要 

当科脊椎手術の術後感染率は、ここ 2年で 5%程度である。術後感染を制御

するために、入院期間を延長したり、再手術を行ったりする必要があった。

術後感染率を下げることは喫緊の課題である。 

近年、脊椎手術患者にバンコマイシンを手術創内に散布することで術後感

染予防に有効であるという報告が増加している。感染の予防効果について検

討する。 

 

１．申請者 釘宮典孝講師（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 本治療が標準的な治療でない旨を説明書へ記載すること。 

  

 

申請書番号 １３－１０８ 

課題名 花粉症と咳の関連についての検討 -2014- 

申請者 耳鼻咽喉科   上條 篤 准教授 

申請内容と 

その概要 

 花粉症患者は鼻漏、くしゃみ、鼻閉の症状以外に、高率に咳を呈すること

が知られている。しかし、この咳の実態は詳しく解明されていない。2013年

度我々は同様の調査を行い、咳の合併率が 50%弱に及ぶこと、咳の原因の 1

つに咳喘息があることを明らかとした。花粉の飛散量は年によって異なるた

め、同様の調査を 2年連続行うことは意義があると考えられる。 

 

１．申請者 上條 篤准教授（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。 

  

 

申請書番号 １３－１０９ 

課題名 スギ花粉症に対するボツリヌス治療の有効性の検討 -2014- 
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申請者 耳鼻咽喉科・アレルギーセンター   上條 篤 准教授 

申請内容と 

その概要 

 近年、ボツリヌス毒素は顔面痙攣や痙性斜頸をはじめ、様々な疾患に臨床

応用されており、その高い安全性が証明されている。我々は 2009年からスギ

花粉症患者下鼻甲介にボツリヌス A 毒素（ボトックス）を局所注射により投

与し、その有効性を検証してきた。その結果、ある程度の有効性と安全性を

証明できた。しかし、下鼻甲介へ注射という手技は高度の技術を要するため、

一般的には普及しがたい。一方で、最近ではボツリヌス毒素を点鼻する治療

法が盛んに巷で行われているが、その有効性は非常にエビデンスに乏しい。

また、点鼻はその投与量にばらつきが出てしまう恐れがある。今回我々は、

脱脂綿を鼻内に留置し、そこにボツリヌス毒素を浸潤させる方法により、プ

ラセボ（生理食塩液投与）を用い、花粉症への有効性を検証することとした。 

  

１．申請者 上條 篤准教授（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：条件付承認。 

        ① UMIN登録をし、番号を報告すること。 

② 保険への加入を検討すること。 

③ 説明書へレスキュー薬についての説明文を追加すること。 

  

 

申請書番号 １３－１１０ 

課題名 フォーミュラ食の体重、脂質、糖代謝への効果 

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 

 フォーミュラ食は流動規定食とも呼ばれ、高度肥満患者の減量目的に開発

され、過去、国内においても高脂血症、高血圧、糖尿病など生活習慣病やメ

タボ対策、予防の手段の一つとして、全国の医療機関をはじめ、25年に亘り

延べ 200万人以上の一般の人々にも使われてきており、数多くの医学系論文、

学会発表などもされておりますが、医療現場においてそのデータベースは、

それぞれの施設では保管されていましたが、従来、今回テーマとなっている

｢フォーミュラ食の体重、脂質、糖代謝への効果｣についての体系立てた統計

学的な解析はなされていなかった。 

 今回、日本肥満症治療学会の「肥満症の総合的治療ガイドライン」（2013

年 6 月のガイドライン）への①BMI35 以上の患者の薬物療法、②食事療法、

運動療法、③外科的治療（手術）などに加えてフォーミュラ食事療法が新た

に収載されてことで、全国の医療現場での普及の機運が高まっており、日本

肥満症治療学会フォーミュラ食部会、特定非営利活動法人（NPO）ウェートコ

ントロール普及協会などを中心にデータベース化の動きがあり、当院として

も長年蓄積のデータをこの機会に纏め、今後の医療の発展と患者さんの QOL

改善のために貢献できればと考え、後方視的観察臨床研究を実施するもので

ある。 

 

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：条件付承認。 

        ① ホームページへ公開すること。 
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申請書番号 １３－１０６ 

課題名 
ステロイド性骨粗鬆症を対象としたエルデカルシトールとアルファカルシド

ールの単独投与を比較するランダム化臨床試験 

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 

 ステロイド性骨粗鬆症の予防、治療に関する新たなエビデンスの構築に寄

与することを目的とし、経口ステロイドを服用中もしくは服用予定の患者 400

名を対象として、アルファカルシドール単独投与に対する、エルデカルシト

ール単独投与の有効性および安全性を多施設共同のランダム化非盲検群間比

較試験にて検討する。 

 

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：条件付承認。 

        ① CRFの患者さんの生年月日を、生年月へ変更すること。 

② 市販後調査委員会へ提出すること。 

③ 説明文書へ、エルデカルシトールはアルファロールより優れており、ご理解を

得たうえで本研究に参加する旨の説明文を追記すること。 

        ④ 説明文書の改訂が可能か主任研究施設へ確認し、可能であれば、第一選択薬が

あくまでビスフォスフォネートであるという趣旨へ、改訂を行うこと。 

⑤ 臨床研修についての証明書の最新版を提出すること。 

  

 

 

 

 

 

以上 


