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第１４３回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

日 時：平成２６年４月７日（月） １７：３０～２０：００ 

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）、秋山雄次、篠塚望、倉持朗、

市岡滋、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：吉安尚夫、 

事 務 局：青木正人、村田恵理香 

 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 委員、事務局の変更があり紹介があった。 

   三村俊英副院長→秋山雄次准教授 

   荒木涼子、山口孝幸→村田恵理香 

○ 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（医療行為実施者の変更）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（参加施設追加）があり承認された。 

 

 

 

 

 

申請書番号 １４－０１４ 

課題名 胎児不整脈に対する母体へのジゴキシン投与による治療 

申請者 産婦人科科   亀井 良政 教授 

申請内容と 

その概要 

 ジゴキシンはうっ血性心不全や発作性上室性頻拍に対する薬剤として広く

使用されている。胎児頻拍に対して、静脈注射による経母体投与や経胎盤投

与を行うことで胎児頻拍を改善し妊娠延長に寄与する報告がある。平成 26年

4月 3日に妊娠 33週 2日切迫早産、胎児頻脈で母体搬送されてきた妊婦。毎

分 200 回以上の胎児頻拍を認め、一旦自然回復したが 4 月 4日日中に再発を

認めた。胎児水腫および胎児心不全の発症予防のためにジゴキシン投与を行

う必要がある。 

 

１．申請者亀井良政教授（産婦人科科）に代わり石原理教授（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：承認。 

 

※ この申請課題は病院 IRB 委員会委員長の申請科であるため審議の進行を大竹副院長が代行した。 

 

 

 

申請書番号 １４－０１２ 

課題名 川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究 

申請者 小児科   松永 保 非常勤講師 

申請内容と 

その概要 

 本研究は川崎病に関連する遺伝子についての多施設共同研究である。全国

から参加を募り、検体提供施設（Material Provider）および遺伝子解析実施

施設（Data Provider）からなるコンソーシアム「川崎病遺伝コンソーシアム」

を結成し、患者試料および臨床情報の効率良い収集ならびに共有、共同研究

による遺伝要因の解析を実施する。群馬大学医学部小児科がコンソーシアム

事務局として患者の臨床情報の収集や管理を担当し、千葉大学公衆衛生学教

室が Data Provider として遺伝子解析を行う他、Material Provider で収集

された DNA 資料の保管・管理ならびに他の Data Provider に分配するコンソ

ーシアム事務局としての機能も担当する。Data Provider はそれぞれの仮説

に従い、分配された DNA 試料と患者の臨床情報とを用いて研究を行う。本研

究により川崎病の羅患感受性、重症化に関連する遺伝的要因を明らかにする

ことにより、病因解明・病態の理解が促進されること、重症化のメカニズム

の解明やその予測、IVIGに代わるより効率的な治療法の開発にも道が開かれ

ることが期待される。 

 本他施設共同研究に当科は Material Provider として参加する。当科では

年間約 60名の川崎病患者の入院があり、また多数の川崎病既往者を外来にて

フォロー中である。本研究の趣旨を理解し、同意される患者およびその家族

の方々の DNA 試料、臨床情報をコンソーシアムに提供し、現在、そして将来

の川崎病研究のために最大限活用可能な貴重な資源とするものである。 

 

１．申請者松永保非常勤講師（小児科）・山崎太郎助教（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：保留。 

        ① 申請者を非常勤講師ではなく常勤の講師以上の医師に変更すること。 

        ② 大学倫理委員会にも申請をすること。 

        ③ 申請書・プロトコールを当院用に記載し直し当院も加えておくこと。 

        ④ 新しいゲノム指針にそって内容を記載し直すこと（申請書・プロトコール・患

者さんの説明書など書類一式）。ただし、多施設共同臨床研究への参加であるた

め研究組織本部へも確認をすること。 
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申請書番号 １４－００１ 

課題名 全前脳胞症に関する全国調査 

申請者 小児科   阿部 裕一 講師 

申請内容と 

その概要 

 全前脳胞症（HPE）は発生初期、胎児 18日から 28日頃に大脳の左右半球分 

離が障害されることで生じる先天性の脳奇形疾患である。これまでに行われ 

た疫学調査ではおよそ 7,600人～16,000人に一人、受胎児は 250回に１回程 

度生じると孝えられている。原因としては 13トリソミーをはじめとする染色 

体異常や既知の原因遺伝子の一つまたは複数のハプロ不全による発症が知ら 

れているほか、母体のウイルス感染、薬物投与やアルコールといった胎内環 

境も原因となると孝えられている。これまで HPEの大規模な発症率に関する 

調査については海外で行われているだけであり、日本においては 1968年 

Mitaniと Kitamuraによって全国調査が行われているが、出生数に対する患 

者数はの記載は無く、それ以外では Matsunaga and Shioto（1977）および 

Yamadaら（2004）による中絶胎児に関する HPEについての解析が行われてい 

るだけである。今回、我々は日本における HPEの出生に関する初めての本格 

的な全国調査を行うことで、我が国における HPEの発症率の推定の他に合併 

症などについての実態を把握することを目的としている。 

 

１．申請者阿部裕一講師（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 費用は研究費負担と明確にすること。 

         ② 連結可能匿名化に変更すること。 

         ③ 個人情報管理者を置くこと。 

 

 

 申請書番号 １４－００２ 

課題名 
多クローン性高ガンマグロブリン血症における血清蛋白電気泳動パターンの

解析 

申請者 血液内科   脇本 直樹 准教授 

申請内容と 

その概要 

 初診時、あるいは治療前後に血清蛋白電気泳動検査を実施する。これは日

常診療の一環として行われ、診療上必要な症例のみに行われる。アルブミン

分画の陽極端からガンマグロブリン分画の陰極端までの長さ（血清蛋白電気

泳動の全長）ガンマグロブリン全画の全長、アルブミン分画の陽極端からガ

ンマグロブリン分画の最高値までの長さ、ベータグロブリンとガンマグロブ

リンの境界からガンマグロブリン全画の最高値までの長さを測定する。各症

例の血清蛋白電気泳動図におけるこれらのパラメーターを比較分析する。 

 

１．申請者脇本直樹准教授（血液内科）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：非該当。 

        ① 日常診療的な側面が強いので、後方視的な臨床研究にするかどうかを検討する

こと。 

        ② 申請書の研究終了日を訂正すること。 
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申請書番号 １４－００３ 

課題名 
妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠における血中 3-OHBA自己測定の有用性に関する

検討 

申請者 内分泌・糖尿病内科   栗原 進 准教授 

申請内容と 

その概要 

 妊娠糖尿病、糖尿病合併妊娠では血中ケトン体が増加しやすく、血中ケト

ン体の増加は胎児の発育に悪影響を及ぼすことが報告されており、妊娠中の

母体の高ケトン体血症は極力回避すべきである。そのため血中 3－OHBA 自己

測定は有用と孝えられる。しかし、血中 3－OHBA 自己測定を行うべき時刻や

病態、あるいは測定条件による測定値の測定については不明な点が多い。そ

こで、本研究では妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠患者の血中 3－OHBA の変動と

出生児への影響を検討する。 

 

１．申請者栗原進准教授（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：条件付承認。 

        ① この臨床研究に産婦人科も加えること。 

        ② 費用負担を明確にすること。 

 

 

申請書番号 １４－００５ 

課題名 

C 型慢性肝疾患における NS5A 阻害薬を含む direct-acting antiviral 

agents(DAAs)を用いた抗ウイルス療法の有効性を規定する要因：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（HCV）のライフサイクルに直接作用する DAA は、2011 年

11 月に第 1 世代 NS3/4A プロテアーゼ阻害薬であるテラプレビルが認可され

て以降、次々と開発されている。第 2世代の NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬アス

ナプレビルと NS5A 阻害薬であるダグラタスビルを併用した経口 2 剤による

Peg-IFNを用いない抗ウイルス療法が 2014年 6月には保険認可が得られる見

込みである。また、埼玉医科大学病院では 5 月以降にアスナプレビル、ダグ

ラタスビルおよび非核酸型の NS5B阻害薬である BMS791325の経口 3剤による

抗ウイルス療法の治療を予定している。これら経口薬による HCV の抗ウイル

ス療法で問題になるのは、薬物耐性ウイルスの出現である。特に NS5A阻害薬

は HCV 株の NS5A領域に Y93H アミノ酸変異が存在すると、その効果が減退す

ることが明らかになっている。そこで、申請者らは同変異株を定量する簡易

迅速測定法を開発した（埼医 25-012、特願 2013-255748：C 型慢性肝炎ウイ

ルスの NS5Aタンパク質の 93 番目のアミノ酸の変異の検出方法および C型慢

性肝炎ウイルスのNS5Aタンパク質の93番目のアミノ酸の変異の測定キット） 

本研究では、埼玉医科大学病院でダグラタスビルなどの NS5A阻害薬を含む

DAAsによる抗ウイルス療法を実施する C型慢性肝疾患症例を対象として、申

請者が開発した NS5A 領域 Y93H 変異の簡易迅速測定法を用いて、治療中に野

生株と変異株の量を経時的に測定する。血清における野生株および変異株の

動態から、治療開始前における HCV 株のウイルス学的特徴と治療反応性との

関連性を明らかにすることが研究目的である。 

 

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり、内田義人助教（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。 
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２．審議結果：条件付承認。 

         ① 新しい検査法の結果が日常診療に影響しないことを記載すること。 

 

 

申請書番号 １４－００６ 

課題名 

皮下インスリン抵抗性（Subsutaneous Insulin Resistance：SIR）の糖尿病

患者に対するヘパリンナトリウムとインスリンリスプロの混合薬によるイン

スリン吸収効率改善治療 

申請者 内分泌・糖尿病内科   安田 重光 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）によって著しい高血圧が是正できな

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（インスリンボールを含む）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。このような状態を皮下インスリン抵抗性（Subsutaneous 

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濃度が亢進していることが報告されて

いる。また、生検皮下組織でのインスリン濃度が上昇していたとの報告や、

インスリンにヘパリンナトリウムを添加することにより吸収効率の改善を認

めたとする報告があり、皮下組織から血中へのインスリンの移行にも障害が

あることが推察されている。既報にヘパリンナトリウムとインスリンリスプ

ロの混合駐車によりインスリンヘの血中への移行が改善し血糖降下作用が認

められ、臨床的に有効であったと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ヘパリンナトリウム 1500 単位（1.5ml）と 150 単位

（1.5ml）を混ぜたものをシリンジもしくは持続皮下インスリン療法による皮

下注射でインスリン吸収効率改善による高血糖の治療行為を行う。 

 

１． 申請者安田重光講師（内分泌・糖尿病内科）に代わり住田崇助教（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 申請書を 1 症例のみ対象とした内容に訂正すること。 

        ② 説明と同意書を訂正すること。 

        ③ 混合製剤の安全性について確保すること（1 週間分を患者さんに渡すのではな

く、患者さんが自分で混合して皮下注を行うなどの方法に。その場合は事前に

教育入院をさるなどして可能かどうかの確認をしてみるなど）。 

 

 

申請書番号 １４－００４ 

課題名 
未治療移植非適応の多発性骨髄腫患者を対象とする皮下投与ボルテゾミブ維

持療法の投与継続性に与える影響に関する探索的研究 
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申請者 血液内科   中村 裕一 教授 

申請内容と 

その概要 

 近年、新規薬剤の導入により多発性骨髄腫の治療成績は大きく向上してい

る。移植非適応である高齢者に対しての MBP 療法の臨床試験は海外でいくつ

かなされ、高い治療効果が報告されているが、海外での臨床試験でのプロト

コールでは、本邦において日常診療として治療を完遂するのは容易ではない

と孝えられる。そこで、本研究の責任者らは、先に、日本国内の実臨床の状

況を鑑み許容範囲内の毒性で大半の治療過程を外来で行うことを可能としな

がら、既存の治療よりも優れた有効性・長期生存を得ることが期待できるよ

うな治療プロトコールを作成し、「BROAD-J study」として臨床試験を行い、

良好な成績を示した。平成 24 年 12 月より本邦にてボルテゾミブの皮下注射

が承認されたのを受けて、上記プロトコールをボルテゾミブの投与経路のみ

変更したものに改訂し、今回申請する「BROAD-J2 study」として新たな臨床

試験が開始された。ボルテゾミブを皮下注投与することにより、末梢神経障

害などの毒性が軽減され、さらなる治療の継続ならびに生活の質を保ちなが

らの長期生存が可能となることが期待される。 

 

１．申請者中村裕一教授（血液内科）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 １４－００７ 

課題名 大腸癌患者における尿中プロスタグランディン E2代謝産物の臨床的検討 

申請者 消化器一般外科   篠塚 望 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究は大腸癌患者を対象とし、尿中プロスタグランディン E2代謝産物を測

定し大腸癌の早期発見、大腸癌リスク評価、大腸癌術後再発と炎症との関連

に対するバイオマーカーとしての有効性について検討する。 

 

１．申請者篠塚望教授（消化器一般外科）に代わり大原泰宏助教（消化器一般外科）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 患者さん用とは別にコントロール用の説明書・同意書を作成すること。 

        ② 可能であれば年齢について考慮すること（年齢制限・閉経前の女性を除くなど）。 

 

 

申請書番号 １４－００８ 

課題名 末梢血単核球を用いたアレルゲン免疫療法の効果判定に関する研究 

申請者 呼吸器内科   中込 一之 講師 

申請内容と 

その概要 

 アレルゲン免疫療法は、軽症以上のアレルギ－性鼻炎での標準治療とされ

ており、その効果は EBM 的に明確である。一方、アトピー性気管支喘息にお

いては、軽症から中等症におけるオプション治療としての位置づけとされて

いる。埼玉医大アレルギ－センターは、全国的にもアレルゲン免疫療法の施
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行施設と認識されている。しかし、治療効果の判定は QOL（quality of life：

生活の質）スコアによることが多く、より客観的な評価方法も必要である。

末梢血単核球をアレルゲン（スギまたはダニ）で刺激した細胞上清における

サイトカイン濃度は、アレルゲンに特異的な免疫反応そのものの指標であり、

この系により、スギ花粉症またはダニアレルギ－性鼻炎患者における免疫療

法の治療効果を検討することを目的とする。なお、本研究は、以前、埼玉医

科大学 IRBに受理されたものと内容は同一であり（09-006）、研究期間の終了

に伴って、再提出するものである。 

 

１.申請者中込一之講師（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 申請書の対象者に期待できる利益の項目を「直接的な利益は期待できない」に

訂正すること。 

 

 

申請書番号 １４－００９ 

課題名 
慢性喘息の指標としての呼気中一酸化窒素と呼気凝縮液による気道炎症の評

価に関する研究 

申請者 呼吸器内科   中込 一之 講師 

申請内容と 

その概要 

 気管支喘息は慢性の気道炎症疾患であり、吸入ステロイド薬を中心とする

抗炎症療法が基本治療である。しかしながら、実際の喘息管理は、症状及び

呼吸機能の推移を指標に行われているのが一般的であり、我が国のガイドラ

インでも、気道炎症モニタリングは喘息管理の指標となっていない。一方、

気道炎症を指標に喘息管理を行うことで、従前のガイドライン治療に比して、

急性増悪や入院回数を有意に減少させうることが、海外より報告されており、

本来は気道炎症マーカーを指標に喘息管理を行うことが望ましいと孝えられ

る。本研究は、気道炎症マーカー（徳に呼気一酸化窒素（NO）と呼気凝縮液

での炎症メディエーター）の解析を行い、低侵襲かつ反復測定可能な、喘息

の気道炎症病態を反映した評価法の確立及び応用を目指すものである。なお、

本研究は、以前、埼玉医科大学 IRB に受理されたものと内容は同一であり

（08-038）、研究期間の終了に伴って、再提出するものである。 

 

１.申請者中込一之講師（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・研究計画書・患者さんへの説明書の費用負担に「検査を無償で行う」

と記載されてあるので、保険で行うものと研究費で行うものを分けて記載し直

すこと。 

        ② 同意書を当院の形式に訂正すること。 

 

 

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 
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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

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、前回の指摘事項を修正し

た書類の提出がなされ説明が行われた。 

  ※ 前回指摘事項 

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 

 

２．審議結果： 承認。 

        ① ホームページに公開をすること。 

 

 

申請書番号 １４－０１１ 

課題名 

2 型糖尿病患者におけるリナグリプチンの血糖日内変動に及ぼす影響の検討 

L-CGM study：Effect of  Linagliptin  on  daily  glucose  excursion in 

Continuous  Glucose Monitoring  of  Type2 diabetic  patients 

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 

 リナグリプチンは、1 用量（5mg、1 日 1 回）で承認された薬剤であり、低

血糖といった副作用が少ないことに加え、腎機能障害のある患者にも比較的

安全に使用できる。本研究では、CGM を用いて、世界初の胆汁排泄型選択的

DPP-4阻害薬（1用量）のリナグリプチンが、糖尿病薬物治療開始時における

第一選択薬として長年使用されてきたαグルコシダーゼ阻害剤（ボグリボー

ズ）と比し、ベースラインから投薬 12 週間後における、24 時間平均血糖値

や血糖変動幅（mean 24h glucose level）の変化量が、どのように影響を与

えるかを検証することで、糖尿病治療の進歩へ貢献することが期待できる。 

 

１．申請者井上郁夫准教授（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 １４－０１０ 

課題名 
脂質異常症患者におけるイコサペント酸エチルの脂質変動に及ぼす影響の検

討 
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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 

 LDL コレステロールをさげ、狭心症、心筋梗塞、脳卒中などの心血管病の

発症を減少させることが明らかとなっています。しかしながら、スタチン製

剤を用いても心血管病の発症を完全に抑えることはできません。そこでこう

いった病気の発症を少しでも減少させる治療方法の 1 つとして注目されてい

るのが、多価不飽和脂肪酸に属するイコサペント酸エチル（EPA）です。脂質

異常症を有する日本人を対象に実施された JELIS 試験では、スタチン製剤に

エパデールという高純度の EPA 製剤を追加することで心血管病発症を更に減

少させることが示されました。イコサペント酸エチル（EPA）を用いた脂質変

動の検討は過去から行われているものの、脂質異常症患者に対して多数例で

脂質変動に及ぼす影響を主眼とした検討は少なく、そこで今回「脂質異常症

患者におけるイコサペント酸エチルの脂質変動に及ぼす影響の検討」を実施

することとしました。 

 

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 １４－０１３ 

課題名 二心室循環を有する先天性心疾患における心血管機能の後方視的検討 

申請者 総合医療センター小児循環器科   増谷 聡 准教授 

申請内容と 

その概要 

 心臓カテーテル検査の対象となった二心室循環を有する先天性心疾患患者

群の心血管特性、神経液性因子を後方視的に解析し、これまで明らかとなっ

ていない負荷と機能の関連の詳細を明らかにする。 

 

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。 

 

 

 

以 上 


