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第１４６回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年 7月 7日（月） １７：３０～２０：１０ 

場 所：本部棟３階・会議室 

出 席 者：石原理（委員長）、大竹明（副委員長）、篠塚望、倉持朗、市岡滋、井上郁夫、秋山雄次、

中嶋正人、斉藤喜博、杉本修、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：金澤實（副委員長）、松本修子、岡村維摩、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。 

○ 14-020  リウマチ膠原病科  秋山 雄次 准教授 

       ｢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｣ 

        →平成 26年 6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。 

○ 14-022  腎臓内科  渡辺 裕輔 講師 

       ｢難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ投与｣ 

        →平成 26年 6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。 

○ 14-008  呼吸器内科  中込 一之 講師 

       ｢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｣ 

→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。 

○ 14-009  呼吸器内科  中込 一之 講師 

       ｢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｣ 

→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。 

○ 13-113  神経内科  伊藤 康男 講師 

       ｢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）｣ 

→平成 26年 3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。 

○ 13-072   皮膚科   中村 晃一郎 教授 

       ｢炎症性皮膚疾患の免疫異常の解析に関する研究｣ 

→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。 

○ 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患者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研究｣ 

→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 １４－０３５ 

課題名 妊娠初期コンバインド検査に関する妊婦の意識調査の研究 

申請者 産婦人科   亀井 良政 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究では、当院ならびに研究協力施設において、妊娠初期の出生前診断を 

希望する妊婦に対して、適切な遺伝カウンセリングを行った上で、初期コン 

バインド検査を選択した妊婦を対象として、選択理由は何か、また選択しな 

かった他の検査についてもその理由は何か、を明らかとし、今後の我が国に 

おける出生前遺伝子検査の問題点を明らかとすることを目的とする。コンバ 

インド検査に際しては、末梢より約 10mLを採血してラボコープ・ジャパン合 

同会社に送る。結成マーカー検査で得られた妊婦血清中 total hCG、PAPP-A 

検査値と胎児超音波検査での NT値を測定する。3種類の測定値を妊婦日齢で 

補正（multiple of median：MoMを利用）し、胎児が染色体異常（ダウン症 

候群、18トリソミー）に羅患している確立を求める。各症例について、妊娠 

の帰結や児の状況など（症例報告項目）を研究事務局へ集計し、解析する。 

 

１．申請者亀井良政教授（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。 

  ※ この申請課題は病院 IRB 委員長の所属診療科のため、審議の進行を大竹副委員長（小児科） 

が代行した。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０２５ 

課題名 先天性乳び胸に対するオクトレオチド治療の申請 

申請者 新生児未熟児科   國方 徹也 准教授 

申請内容と 

その概要 

先天性乳び胸に対する治療は絶食かつ IVH 管理とした上でドレナージを含め

た保存的治療を行うのが一般的であるが治療に難渋する症例にたいしてオク

トレオチドの消化液分泌抑制作用により胸管液量を減少させる治療である。 

 

１．申請者國方徹也准教授（新生児未熟児科）に代わり櫻井助教（新生児未熟児科）より、提出され

た課題についての説明が行われた。 

  ※ この申請課題については迅速審査依頼があり片山病院長と篠塚教授（石原病院 IRB委員長不

在のため）に事前審査して頂き決裁済。事後審査となった。 

 

２． 審議結果：承認。 

 

 

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   大竹 明 教授 
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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．申請者大竹明教授（小児科）に代わり山崎太郎講師（小児科）より、前回の指摘事項を修正した

書類の提出があり説明が行われた。 

  ※ 前回指摘事項 

        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。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０２７ 

課題名 
組織プラスミノーゲンアクチベーター誘導体（ｔ－ＰＡ）を使用した網膜血

腫、前房内血腫の除去 

申請者 眼科   今井 大介 講師 

申請内容と 

その概要 

網膜下血腫は血塊となっていて除去するためには大きな網膜切開を必要とす 

る。大きな網膜切開は網膜剥離や、その後の増殖性硝子耐網膜症の発症のリ 

スクを高め、合併症の危険性が増す事態となる。また黄斑は網膜切開が出来 

ない場所であり血腫の状態によっては黄斑下の血腫は除去出来ない症例も出 

てくる。t-PAを使用する事で網膜切開は最小限におさめる事ができ、広範囲 

の網膜下血腫の除去も可能になる。また手術の安全性の向上も望める。 

 

１．申請者今井大介講師（眼科）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 患者さんへの説明書をもう少し詳細に改訂すること。 
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申請書番号 １４－０３３ 

課題名 サイトメガロ眼感染症に対するガンシクロビル点眼治療 

申請者 眼科   今井 大介 講師 

申請内容と 

その概要 

サイトメガロ角膜内皮炎は水疱性角膜症の原因疾患として近年知られてき 

た。水疱性角膜症になると治療方法は全層角膜移植しか有効な治療法はない。 

サイトメガロ角膜内皮炎に対し抗サイトメガロウイルス剤点滴・内服による 

全身加療と点眼による局所加療が必要である。しかし、抗サイトメガロウイ 

ルス剤の点眼が商品化されてはいない。使用するには自家調整をする必要が 

ある。自家調整した 1％デノシン点眼を 4回/日の用法で使用する。 

 

１．申請者今井太郎講師（眼科）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 病院負担は認められないので、研究費負担も考慮にいれて費用負担について

再考すること。 

         ② 説明書・同意書をもう少し詳細に改訂すること。 

 

 

申請書番号 １４－０３４ 

課題名 ガマ腫に対する高張ブドウ糖液を使用した硬化療法について検討 

申請者 口腔外科   依田 哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

ガマ腫は、舌下腺に由来し、口腔低および顎下部に膨張を認める。本疾患の 

治療は外科的治療法が第一選択とされることが多いが、近年、硬化療法によ 

る治療の報告が散見されている。硬化療法に使用される薬剤は、ブレオマシ 

ンや OK-432が存在するが、術後の炎症による膨張や疼痛があるため、より安 

全な高張ブドウ糖液を用いて、本疾患の治癒を目指し、高張ブドウ糖液を使 

用した硬化療法の確立を目指す。 

 

１．申請者依田哲也教授（口腔外科）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 同意書の形式を当院指定の□をつけ説明したらチェックできる形式に訂正す

ること。 

         ② 申請書の費用負担の項目でブドウ糖の費用を病院負担に変更すること。 

 

 

申請書番号 １４－０２６ 

課題名 
高血圧患者を対象としたＡＲＢ配合剤の骨代謝マーカーに及ぼす影響に関す

る研究 
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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 

高齢者高血圧は、血圧の管理にとどまらない。特に、高齢への降圧薬処方直 

後には大腿骨の骨折に注意することが大切であると言われており、高血圧治 

療と転倒・骨折が問題になっている。サイアザイド系利尿薬は骨密度を高め、 

骨折を予防するという報告がある。最近 ACE阻害薬やβブロッカーも同様の 

効果があることが海外で報告されている。しかし、日本人の骨代謝に関し降 

圧剤の影響を検討した報告は少ない。今回 2009JSH治療ガイドラインにおい 

て推奨されている薬剤である ARB、CCB、サイアザイド系利尿薬を用いて骨代 

謝マーカーの変化を検討するとともに、降圧効果（診察時血圧、家庭血圧）、 

骨密度、微量アルブミン、尿酸値、耐糖能等の変化について比較検討する。 

今回利尿薬として本邦で一番使用されているトリクロルメチアジド、CCBと 

して最も使用されているアムロジピン、ARBとして尿酸値に影響を与えなく、 

耐糖能も改善するといわれているイルベサルタンを選択肢それらの合剤であ 

るイルベサルタン/トリクロルメチアジド配合剤（イルトラ配合錠（LD、HD）） 

とイルベサルタン/アムロジピン配合剤（アイミクス配合錠（LD、HD））を使 

用し、骨代謝マーカー等の変化を投与前後で検討する。 

 

１．申請者安田重光講師（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 患者さんへの説明書に、他の薬剤からイルベサルタンに変更することの説明

を追加記載することと、患者さんへ不利益が生じることがあるかもしれない

ことも記載すること。 

         ② プロトコールと患者さんへの説明書にランダム化の方法を記載すること。 

         ③ 当院単独での臨床研究なので匿名化する必要はないので申請書の個人情報保 

護の項目を「匿名化しない」に訂正すること。 

         ④ 患者さんへの説明書に費用負担のことを保険診療と研究費負担で行うものを

明確に分けて記載すること。 

 

 

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
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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、

前回の指摘事項を修正した書類の提出があり説明が行われた。 

※ 前回指摘事項 

        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）。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０２８ 

課題名 臨床検査終了後の残余検体の取り扱い方針と包括的同意の取得について 

申請者 中央検査部   池淵 研二 教授 

申請内容と 

その概要 

臨床検査が終了した後の残余検体を教育、検査部内の精度管理業務、異常値 

の原因精査、試薬・機種の変更に伴う比較検査、その他種々の業務改善を目 

的とする検討、および臨床研究に利用することは検査医学の発展のために必 

要な活動である。日本臨床検査医学会の指針に準拠して、当院でもスタート 

させる。大学病院入口の掲示板に残余検体の取り扱いについて文書で公表し、 

辞退願いがない場合は包括的同意が得られたと判断し利用できるように新た 

に整備する。辞退される場合は文書で申し出ていただけるよう、中央検査部 

採血室に書類を整備する。掲示物の内容の要約は「当院で臨床検査を行った 

後の残りの検体（残余検体）を用いて医学教育。検査部内業務管理および精 

度管理、臨床研究をする場合があります。希望されない（あるいは辞退され 

たい）場合には、採血時に担当スタッフに申し出ていただき、不使用願いの 

書類を提出してください。」 

 

１．申請者池淵研二教授（中央検査部）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。 

        ① ホームページに公開すること。 
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申請書番号 １４－０２９ 

課題名 
新しいパーキンソン病のジスキネジア評価尺度（日本語版 UDysRS）の信頼性、

妥当性の検討 

申請者 神経内科   高橋 一司 教授 

申請内容と 

その概要 

進行期パーキンソン病に見られる不随意運動（ジスキネジア）については、 

時に重篤化し日常生活上の大きな障害因子となることもあるため、その予防 

と治療方法の確立は大きな課題となっている。これまで幾つかのジスキネジ 

ア評価スケールが提案され、公表されてきた。今回、パーキンソン病を中心 

とする運動障害疾患について、代表的な国際学会である Movement Disorder 

 Societyの監修のもとで、標準的なジスキネジア評価スケール（Unified 

 Dyskinesia Rating Scale(UDysRS)）が英語にて作成された。今後、各国語 

に翻訳され、その信頼性と妥当性について国際共同研究が進められていく予 

定である。最近わが国においても、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 

（Movement Disorder Society、Japan（MDSJ））が中心となって、日本語への 

翻訳が行われた。そこで本研究では、国内複数施設において日本語版 UDysRS 

を臨時使用しその信頼性、妥当性の検討を行う。 

 

１．申請者高橋一司教授（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：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０３６ 

課題名 
肥満 2 型糖尿病におけるＳＧＬＴ2 阻害剤の有用性の検討（食物頻度調査表

と食行動質問表を中心に） 

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 

SGLT2阻害薬は、2型糖尿病患者に対して継続した HbA1cの低下効果と体重減 

少効果が期待でき、単独投与における低血糖リスクが低い薬剤である。また 

非インスリン依存的な作用機序を有し、膵保護効果も期待される。しかしな 

がら体重減少効果が期待できる半面、糖尿病治療の基本である食事・運動療 

法を患者が怠る可能性が考えられる。実際に、SGLT2阻害薬のダパグリフロ 

ジンをラットに投与し、摂食量が増加した事が報告されている。肥満 2型糖 

尿病症例を対象とし、SGLT2阻害剤を長期投与した際の有用性について食物 

頻度調査表と食行動質問票を中心に検討する。 

 

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 患者さんのエントリー基準を見直すこと。 

 

 

申請書番号 １４－０３７ 

課題名 薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討 
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申請者 神経内科   荒木 信夫 教授 

申請内容と 

その概要 

我々は、少数例ではあるが、薬物乱用頭痛の治療に難渋する患者に漢方薬の 

抑肝散を予防薬に併用し、頭痛の著名な改善を認めた症例を経験した。抑肝 

散は、特にベースが偏頭痛の薬物乱用頭痛において疼痛閾値の上昇や原因物 

質中止による不安を軽減することが特に有効である可能性が考えられる。本 

研究では、薬物乱用頭痛の治療薬としての有効性を、プラセボ薬を対照とし 

た無作為化二重盲検比較試験で検討し、その結果を慢性頭痛診療ガイドライ 

ンに反映させることを目的とする。 

 

１．申請者荒木信夫教授（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 治験審査委員会にも申請すること。 

           ② 各施設にて対照表を作成して匿名化された情報を CRFで埼玉医大に集め

るのかなど情報のやり取りをどうするのかをプロトコールに具体的に記

載すること。 

           ③ 試験の途中で、悪化した場合や患者さんに何か起こった場合の対応、脱

落基準なども予めも記載しておくこと。 

 

 

申請書番号 １４－０３０ 

課題名 抗酸菌培養検査と抗 MAC抗体の比較検討 

申請者 中央検査部   森吉 美穂 講師 

申請内容と 

その概要 

抗 MAC抗体（抗 GPL-Iga抗体）検査は 2012年秋に保険収載され、感度は約 

80％、得意度 100％と言われている。当院での培養検査で非結核性抗酸菌陽 

性とされ、且つ抗 MAC抗体を測定している患者 70例についてカルテ閲覧し、 

MAC症の診断を後方視的に検索する。 

 

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。 

 

 

申請書番号 １４－０３１ 

課題名 
3 種類のプロトロンビン試薬における肝疾患患者のプロトロンビン時間測定

の比較 

申請者 中央検査部   森吉 美穂 講師 

申請内容と 

その概要 

血液凝固検査の測定値は試薬により異なるが、当院と国際医療センターでは 

異なる試薬を使用している。同じ試薬に統一することを目的に、今回、検査 

部に依頼のあった 100検体を 3種類の試薬を用いて測定し相関を検討した。 

血液凝固検査のひとつプロトロンビン時間は肝予備能の評価に必須であり、 

肝硬変の重症度判定（Child-Pugh分類）や急性肝不全の診断基準、肝移植の 
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優先順位を決める MELDscoreに用いられている。今回検討対象となった 3種 

類の試薬による検査結果の違いを肝疾患患者において解析するため、電子カ 

ルテを参照して 100検体について肝疾患やワルファリン内服などの患者の病 

態を調査する。 

 

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。 

 

 

申請書番号 １４－０３２ 

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 

IgG4関連疾患と Castleman病の鑑別はしばしば困難を伴う。特に、病変が体 

腔内のみにある場合、病理学的検索を行うことが難しく、血液データや画像 

診断を駆使して鑑別が行われる。我々の予備的な検討では、両者で血清蛋白 

電気泳動パターンに差があり、鑑別に役立つ指標が得られる可能性がある。 

そこで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 

ーンを解析し、IgG4関連疾患、Castleman病、その他の疾患における特徴調 

べ、鑑別に有用なパラメータを抽出し、IgG4関連疾患と Castleman病の鑑別 

の指標として活用できるかを検討する。 

 

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 


