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第１４２回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２６年３月３日（月） １７：３０～１８：５０ 

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、倉持朗、中嶋正

人、井上郁夫、松本修子、斉藤喜博、杉本修、大野幸栄（オブザーバー）、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：篠塚望、市岡滋、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。 

○ 13-105  小児科  雨宮 伸 教授 

       ｢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）｣ 

        →前回（2/3）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-107  整形外科  釘宮 典孝 講師 

       ｢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｣ 

        →前回（2/3）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-109  耳鼻咽喉科  上條 篤 准教授 

       ｢スギ花粉症に対するボツリヌス治療の有効性の検討 -2014-」 

        →前回（2/3）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-106  リウマチ膠原病科 三村 俊英 教授 

       ｢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｣ 

        →前回（2/3）、条件付承認。 修正された書類の提出があり承認された。 

○ 13-080  小児科  山内 秀雄 教授 

｢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」 

        →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。 

○ 12-039  総合診療内科 今枝 博之 教授 

｢上部消化器症状を呈する気管支喘息患者における好酸球性食道炎のサーベイラ

ンス｣ 

        →承認済課題。プロトコールの変更申請があり承認された。 

○ 13-035  内分泌・糖尿病内科 粟田 卓也 教授 

｢ J-BRANDO Registry(Japan-Based clinical ReseAreh Netwark for Diabetes 

Registry)｣ 

        →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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申請書番号 １３－１１３ 

課題名 
脳梗塞再発高リスク患者を対象とした抗血小板薬併用療法の有効性及び安全

性の検討 CSPS.com(Cilostazol Stroke Prevention Study.Combination) 

申請者 神経内科   伊藤 康男 講師 

申請内容と 

その概要 

 現在、非心原性脳梗塞の再発予防にはライフスタイルの改善、危険因子の

管理とともに、抗血小板薬の投与が強く推奨されている。しかし、最も多く

のエビデンスがあるアスピリンの血管イベント予防効果は、相対リスク減少

率で 20-30%に過ぎない。とくに頭蓋内動脈狭窄、頚動脈狭窄及び糖尿病・高

血圧などの危険因子が重複する脳梗塞患者は、現存する抗血小板薬の単剤治

療では脳梗塞再発予防効果が不十分であることが報告されている。そのため、

このような高リスクの脳梗塞/一過性脳虚血発作患者への血管イベント予防

効果を高める目的で、より強力な抗血小板薬の開発や異なる作用機序の抗血

小板薬の併用療法が検討されている。 そこで非心原性脳梗塞を対象とし、

抗血小板薬（シロスタゾールを除く）の単剤療法とシロスタゾール（プレタ

ール OD錠）との併用療法の脳梗塞再発抑制効果を安全性とともに比較検討す

ることを目的とした多施設共同無作為化比較試験を計画した。抗血小板療法

としてアスピリンまたはクロピドグレルの単剤を服用している非心原性脳梗

塞を対象とし 2017年 3月までイベント（死亡、虚血性及び出血性脳卒中、急

性心筋梗塞、全身性塞栓症など）及び出血事象を観察する。 

 

１．申請者伊藤康男講師（神経内科）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 UMIN登録を行い、登録番号を報告すること。 

② 説明書に、併用療法に割付られた場合の費用について明確に記載すること。 

③ 研究計画書に、割付の方法について明確に記載すること。 

④ 申請書の「介入を伴わない」を「介入を伴う」へ変更すること。 

        ⑤ 教育実習を受講し、証明書を提出すること。 

        ⑥ 中間解析の実施について、主任研究施設へ確認すること。 

 

 

申請書番号 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。 
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１．申請者古村眞教授（小児外科）に代わり佐竹亮介講師（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 26年 1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 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。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 実施計画書に記載のある「治験委員会」を「病院 IRB委員会」へ変更すること。 

          （実施計画書 P10（2）・P13（23）・患者さんへの説明書 1/18） 

② 申請書に UMINの登録番号を記載すること。 

③ 教育実習を受講し証明書を提出すること。 

 

 

 申請書番号 １３－１１５ 

課題名 高度の感染既往のある無機能腎に対する腹腔鏡下腎摘の臨床的検討 

申請者 泌尿器科   矢内原 仁 准教授 

申請内容と 

その概要 

 高度の感染既往のある無機能腎の腹腔鏡下腎摘は適応となる症例も少な

く、また技術的にも困難であると考えられている。当院では 2007 年以降 15

例の手術を経験しており、その臨床経過につき、周術期データを中心にレト

ロスペクティブな検討を行う。検討項目は、患者因子、原因疾患、手術アプ

ローチ、手術時間（正確には気腹時間）、出血量、周術期合併症である。 

 

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：承認。 

        ① ホームページに公開すること。 

 

 

申請書番号 １３－１１６ 

課題名 マイコプラズマ肺炎の難治化予測因子に関する検討 

申請者 小児科   阿部 裕一 講師 

申請内容と 

その概要 

 マイコプラズマ肺炎は小児では一般的な感染症であり、多くは外来治療で

治癒するが、一部では重症化・難治化してステロイド療法などの入院治療を

必要とする場合がある。難治化との関係因子としてフェリチンや LDH などの

報告があり、当院での入院症例についてもそれらの検査所見と発熱期間など

臨床経過との関連を統計学的に検討し、そのような重症化・難治化を予測し

うる指標を求める。特に臨床上有益なカットオフ値を求めることを目的とす

る。 
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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。 

        ① ホームページに公開すること。 

  

 

申請書番号 １３－１１４ 

課題名 慢性腰痛症に対する薬物治療の臨床経済研究 

申請者 整形外科・脊椎外科   釘宮 典孝 講師 

申請内容と 

その概要 

 昨今の少子高齢化の進展や経済基調の低下などを背景に、我が国の医療財

源を取り巻く環境は厳しさを増している。慢性腰痛症は、侵害受容性疼痛・

神経障害性疼痛・心因性要素等の多因子が背景にあり、生活の質や労働生産

性の低下をもたらすため、社会経済的な影響が高いと考えられる。慢性腰痛

症への介入手技のうち、薬物療法は、患者の身体的・精神的な苦痛を和らげ

社会的な営みを改善させるという点で、重要な治療選択の一つに挙げられる。

一方で、薬物療法が有する社会経済的な価値に見合う評価が診療報酬制度な

どで適切に行われているのか、検証は十分ではない。特に、患者・家族の目

線からの評価である効用値などを改善させるという社会的な成果と、薬物の

処方に伴う医療資源の消費量（医療費）との相互関係に関する研究は少ない

状況にある。 

 臨床経済の効果の指標は、国際的に生存期間と生活の質の両方を同時に評

価できる質調整生存率の観測に関心が集まっている。しかし特に慢性腰痛の

症例に対する薬物療法の臨床経済的な評価を、前述のような観点から行った

研究事象は少ない。そこで一般社団法人日本脊髄学会ではプロジェクト研究

を立ち上げることになり、本研究では慢性腰痛の薬物療法の適用症例につい

て、費用対効果分析の一つである増分費用効用比などを算出し、当該症例に

対する投薬選択の議論に対して、医療経済学的なエビデンスの提供を試みる。 

 

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：承認。 

 

  

申請書番号 １３－１１１ 

課題名 
難治性ループス腎炎に対するミコフェノール酸モフェチル（セルセプト）

（MMF）投与 

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 

 ミコフェノール酸モフェチル（MMF）は、臓器移植後の拒絶反応に対し、優

れた治療効果を示してきたが、90年代末よりループス腎炎に使用され始めて

おり、その安全性と効果のエビデンスが蓄積されつつある。2000 年に Chan

らは、活動性ループス腎炎で、MMF がエンドキサン（CY）連日経口内服と同

等の効果があることを NEJM に報告した。その後、複数のランダム化試験で

MMF がループス腎炎に対する寛解導入療法、寛解維持療法いずれにおいても

有効であることが報告された。2011年の Toumaらによるループス腎炎の寛解
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導入療法における MMFと CYを比較したシステマティックレビューでは、寛解

率は CYと MMFは同等で、脱毛と卵巣機能障害に関しては、MMFの方が有為に

少なく、感染症、白血球減少の頻度に有為差は認められなかったとしている。

2011年秋に発表された米国リウマチ学会のループス腎炎治療ガイドラインで

も、MMF が first line 或いは IVCY 後の second line の治療薬として挙げら

れている。2013年には、日本人ループス腎炎での MMFによる導入療法が IVCY

による導入療法に勝ると報告されるなど、日本人ループス腎炎の有効性と安

全性のエビデンスが集積しつつある。従って、MMF は未だ保険未収載である

が、現在公知申請中であり、ループス腎炎における MMF の既報のエビデンス

を考慮し、多剤抵抗性例の本例に MMFを使用し、効果を期待したい。 

 

１．申請者三村俊英教授（リウマチ膠原病科）に代わり、梶山浩講師（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。 

  ※ 本申請については迅速審査依頼があり、平成 26年 2月 20日、片山病院長・石原委員長の決

済にて事前承認済。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １３－１１７ 

課題名 
難治性潰瘍性大腸炎を対象としたタクロリムスとインフリキシマブの治療効

果比較試験 

申請者 
消化器内科・肝臓内科   岡 政志 教授 

総合診療内科       今枝 博之 教授 

申請内容と 

その概要 

 潰瘍性大腸炎は大腸の慢性炎症性疾患である。現在日本では、若年者を中

心に約 13万人の患者がおり、その数は近年急激に増えてきている。潰瘍性大

腸炎の病因は不明であり、そのため根治治療はない。しかし腸管での免疫異

常反応が病態の根幹にあることが明らかとなり、免疫を抑制する治療法が主

として行われている。今回の試験では、中等度から重症のステロイド抵抗性

もしくは依存性潰瘍性大腸炎に対する免疫抑制剤であるタクロリムスと生物

学的製剤であるインフリキシマブにおける治療効果を直接比較し、両薬剤の

位置づけや使い分けに関するエビデンスを確立することを目的として計画さ

れた。 

 

１． 申請者岡政志教授（消化器内科・肝臓内科）と今枝博之教授（総合診療内科）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 １３－１１２ 

課題名 爪部悪性黒色腫に対する至適切除範囲を明らかにするための後方視的研究 

申請者 皮膚科   土田 哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

 悪性黒色腫の至適な切除範囲に対する考え方は、歴史的に縮小方向に向か

う傾向にあり、本邦で全悪性黒色腫の 10%程度の発生頻度を占めるとされる

指趾の爪部悪性黒色腫においても同様の傾向がみられる。以前は指趾切断術



6 

 

一般的であったが、現在臨床的に色素性の病変のみで in situ 病変と判断し

た場合は骨膜状での切除で十分であり爪の破壊や結節を形成し、浸潤病変を

疑う場合に末節骨を含めた切断術を行うのが基本的な術式として受け入れら

れるようになってきている。しかし、現在まで爪部悪性黒色腫に特化した至

適切除範囲の詳細な検証は行われていない。 

 本研究では、単施設では症例数の少ない本疾患に対して多施設共同研究に

より、爪部悪性黒色腫に対する至適切除範囲の標準化を目標に、現状把握も

含め、従来行われている切除範囲転移により原発巣の局所再発率と全生存率

を主要評価項目として後ろ向き研究を行う。本研究により、欧米とは異なる

メラノーマの病型が多い本邦での結果から、これまでの外科治療指針の見直

しや独自の治療指針作成に寄与できることも期待できる。 

 

１．申請者土田哲也教授（皮膚科）に代わり、緒方大助教（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：保留。 

        ① 個人情報保護に十分配慮したＣＲＦを作成すること。 

        ② 多施設の主任研究者である為プロトコールを詳細に作成し直して、他施設に配

布できるような内容にすること。 

 

 

 

 

 

 

以 上 


