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第１４５回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年６月２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）、倉持朗、市岡滋、井上郁夫、

秋山雄次、松本修子、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：篠塚望、、中嶋正人、吉安尚夫 

事 務 局：青木正人 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 14-007  消化器外科  篠塚 望 教授 

       ｢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｣ 

       →平成 26年 4月委員会、条件付承認。修正された書類の提出があり承認された。 

○ 12-098  腎臓内科  岡田 浩一 教授 

       ｢維持透析実施中の 2型糖尿病患者におけるリナグリプチンの安全性及び有効性 

に関する研究｣ 

        →承認済課題。プロトコールの変更申請（期間、症例数、医療行為実施者、個

人情報管理者、対象患者の変更）があり承認された。 

○ 11-038  リウマチ膠原病科  秋山 雄次 准教授 

       ｢インフリキシマブによるタイトコントロール治療で導入された間接リウマチの

寛解維持に関するランダム化比較試験追跡研究｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（課題名、医療行為実施者の変更）が

あり承認された。 

○ 11-019  整形外科  金 潤澤 教授 

       ｢人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）の耐摩 

耗性に関する多施設共同研究｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（医療行為実施者、共同研究期間、参

加施設、期間延長）があり承認された。 

○ 13-094  内分泌･糖尿病内科  片山 茂裕 教授 

       ｢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｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（期間の延長）があり承認された。 
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申請書番号 １４－０１８ 

課題名 
標準多剤併用療法による治療困難非結核性抗酸菌症に対するフルオロキノロ

ン薬の追加併用療法 

申請者 呼吸器内科   杣 知行 講師 

申請内容と 

その概要 

難治性 MAC症や治療抵抗性 NTM症に対する治療には NQ剤を使用することが奨

励されている。それにもかかわらず、日本では保険適応外治療が高い障壁と

なり、十分な診療が行えない現状が存在する。NTM 症の頻度という観点から

は、健常者の有病率の増加に加え担癌患者や免疫抑制剤や分子標的薬を使用

する症例への NTM 症羅患が、今後も拡大することが予想される。この医療状

況を考慮すると、治療頻度の上昇に連動して、必然的に治療抵抗性 NTM 症へ

の対応として NQ剤使用の必要性が高まる。また高齢者や基礎疾患に対する他

剤併用療法での副作用発生率がより高くなる。そうした症例への NQ剤使用の

需要も高まると推測される。 

 NTM 症治療の困難性に直面している臨床上の必要から、難治性 MAC 症や治

療抵抗性 NTM症、標準治療への副作用を有する症例、NQ剤が第一選択となる

NTM症に対して、NQ剤の保険外使用を申請する。 

 

１．申請者杣知行講師（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 この 1症例のみに限り承認とする。2例目以降はもう一度、改めて申請すること。 

② 詳記にて対応して、もし返戻となった場合は医局費の負担とするなど費用負担を 

再検討すること。 

 

 

申請書番号 １４－０１９ 

課題名 アレルゲン免疫療法の臨床効果を評価するバイオマーカーの検索 

申請者 呼吸器内科   杣 知行 講師 

申請内容と 

その概要 

 本研究ではアレルギー性鼻炎とアトピー型気管支喘息を基本対象にした、

免疫療法を受けている症例と受けていない症例間の ①特異的 IgE、IgG、

IgG4、抗体測定値の推移と ②治療効果の比較検討、及び ③新たなバイオ

マーカー検索することを目的とした、横断的観察研究を計画した。本計画で

は特異的 IgE、IgG、IgG4などの測定には測定制度が高い化学発光酸素免疫測

定法を原理とする「アラスタット 3gAllergy」を用いる。 

 既存の皮下注射免疫治療（Subcutaneous Immunotherapy:SCIT）に加え、今

年度から舌下免疫療法（Sublingual Immunotherapy：SLIT）による治療が保

険適応になり、スギアレルゲンエキスの薬事承認を受けて、今秋から実臨床

での使用が可能となる。またダニ SLIT 治療薬も続いて認可される予定であ

る。今後、より簡便な SLITの普及は確実視されており、客観的なバイオマー

カーが強く要望されている。その医学的観点から本研究は意義のあるものと

判断し立案した。 

 

１．申請者杣知行講師（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：承認。 
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申請書番号 １４－０２０ 

課題名 
膠原病に伴う早期または境界型肺動脈性肺高血圧症に対する薬剤介入の効果

の検討 

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 

膠原病は免疫異常に起因する全身性炎症性疾患で、様々な難治性病態を示す。 

中でも肺動脈性肺高血圧症（PAH）は生命予後に大きく関与する病態で、肺動 

脈壁肥厚と内腔狭窄から肺動脈圧上昇、低心拍出へ進展すると考えられてい 

る。頻度は 10～15％程度だが、強皮症における PAH診断後 5年生存率は、無 

治療で約 10％と報告されている。PAHに対して現在使用可能な薬剤はプロス 

タサイクリン製剤、エンドセリン受容体拮抗薬、PDE5阻害薬などがあり、治 

療アルゴリズムはおもに WHO機能分類Ⅲ・Ⅳ度を対象とした臨床試験の結果 

を基に行われている。その一方で、WHO機能分類Ⅰ・Ⅱ度の軽症あるいは早 

期 PAHに対する治療エビデンスはいまだ少ない。また、さらなる予後改善の 

ため早期診断の重要性が唱えられているが、早期治療介入が予後を改善する 

エビデンスはない。2013年の世界肺高血圧症会議で平均肺動脈圧が 20mmHg 

を超えるが肺高血圧症（PH）の基準である 25mmHgに至らない境界型 mPAPが 

PAHに進展するリスク群であると報告されており、これら症例を含めた治療 

介入研究はこれまでない。 

 

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 プロトコールP15頁と患者さんへの説明書P2最後に記載されてある遺伝子につ

いての記載を削除すること。 

 

申請書番号 １４－０２２ 

課題名 難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ投与 

申請者 腎臓内科   渡辺 裕輔 講師 

申請内容と 

その概要 

ステロイドおよび免疫抑制薬治療に対する反応が乏しく難治性となっている 

成人ネフローゼ症候群、もしくはステロイド依存性の成人頻回再発型ネフロ 

－ゼ症候群に対してリツキシマブ投与による治療を行い、その効果および安 

全性に関して検証を行う。対象は原発性ネフローゼ症候群の症例で、難治性 

ネフローゼ症候群もしくはステロイド依存性ネフローゼ症候群の基準を満た 

す患者とする。ステロイド及び免疫抑制薬の投与は継続した状態で、入院し 

リツキシマブ投与を行う。投与量は 375mg/mmを単回投与する。有害事象ない 

ことを確認のうえ退院とし、その後は 6ヶ月間、ステロイド及び免疫抑制薬 

の減量を図りつつ、経過観察を行う。6ヵ月後に再入院をし、リツキシマブ 

投与を行い、6ヶ月間の経過観察を行う。上記の 6ヶ月間の治療クールを 4 

計 4回行い、合計観察期間は 24ヶ月とする。 

 

１．申請者渡辺裕輔講師（腎臓内科）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 対象患者数を、病院 IRB 委員会承認時点でこの課題へのエントリーが明確となっ

ている患者さんのみに限定すること。 
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申請書番号 １４－０２４ 

課題名 
胃炎合併機能性ディスペプシア患者の症状改善に対するニザチジン単独投与

とニザチジン、アコチアミド併用投与の比較研究 

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 

上部消化管症状があるにもかかわらず器質的疾患を認めない機能性ディスペ 

プシア（Functional Dyspepsia:FD）は、近年機能性疾患として注目されてい 

る。FDは食後愁訴症候群（Post-Prandial Distress Syndrome:PDS）と心窩 

部痛症候群（Epigastric Pain Syndrome:EPS）に大別される（ROMEⅢ基準） 

が、オーバーラップする症例が多く存在するため、その症状改善のために、 

プロトンポンプ阻害薬や H2受容体拮抗役の酸分泌抑制薬と消化管運動改善 

薬を併用して使用するものの、治療抵抗性のことが多い。 

 一方、2013年 6月に、本邦にて世界初の機能性ディスペプシア治療薬アコ 

チアミドが発売された。アコチアミドは PDS症状に有効性が高いことが証明 

されているが、酸分泌抑制作用と消化管運動賦活作用の両作用を有している 

ニザチジンへの併用効果は検討されていない。そこで今回、ニザチジンへの 

アコチアミドの上乗せ効果を検討する。 

 

１．申請者岡政志教授（消化器内科・肝臓内科）・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 １４－０２１ 

課題名 

関節リウマチ患者を対象としたアダリムマブ 40ｍｇ隔週投与とメトトレキサ

ート併用における関節エコーによる画像的評価方法を用いた関節破壊進展予

測に関する研究 

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）治療においては、早期診断と疾患活動性の的確な評価が 

必要である。Real-timeに関節の炎症状態を把握する方法として関節エコー 

が定着しつつあるが、この方法による疾患活動性の評価や、関節破壊予後予 

測は世界的に見ても報告が乏しい。本研究は RA患者において関節エコーを用 

いて関節の状態を観察し、関節破壊の進展との関係を明らかにし、将来の関 

節破壊抑制のための指標となり得るかどうかを検討するものである。なお、 

対象 RA患者は、ヒト抗腫瘍破死因子（TNF）-αの抗体であるアダリムマブ 

（ADA）とメトトレキサート（MTX）の併用療法によって 6ヶ月以上の低疾患 

活動性、または寛解状態にある。これらの患者は、ADA継続か休薬かを自由 

意志で選択肢、それ以降の関節の状態をエコーで定期的に観察し、1年後の 

関節破壊の状態との関係を解析する。 

 

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：承認。 

 



5 

 

 

申請書番号 １４－０２３ 

課題名 小児の血管拡張性ショックにおけるバゾプレシンの後方視的検討 

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 

小児における血管拡張性ショックは、カテコラミン不応である病態を含み、 

予後が悪く、治療に難渋する。バゾプレシンはその一部に有効とされる薬剤 

である。小児においてはその詳細は確立されておらず、後方視的検討により 

詳細を分析することは、難治な病態の有効な治療を考えるうえで非常に重要 

である。本研究は後方視的検討であり、本検討の存在によって特別な検査・ 

治療が施行されることはない。 

 

１．当院単独の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 


