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第１４７回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年８月７日（月） １７：３０～２０：２０ 

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、秋山雄次、中嶋正人、

松本修子、斉藤喜博、杉本修、織田弘美（病院長代理・オブザーバー）、大野幸栄（オ

ブザーバー） 

委任状出席：井上郁夫、見目恭一、岡村維摩、吉安尚夫 

事 務 局：青木正人、角田涼子、村田恵理香 

 

 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 14-027  眼科  今井 大介 講師 

       ｢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｣ 

        →平成 26年 7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。 

○ 14-034  歯科・口腔外科  依田 哲也 教授 

      「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｣ 

        →平成 26年 7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。 

○ 14-011   内分泌・糖尿病内科   井上 郁夫 准教授 

       ｢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｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請があり承認された。 

 

 

 

申請書番号 １４－０３９ 

課題名 Dual-Energy CTによる骨髄浮腫の抽出法の検討 

申請者 放射線科   新津 守 教授 

申請内容と 

その概要 

Dual-Energy CTは 2つの異なるエネルギーを有する X線を用いて物質の組成 

を同定あるいは分離して画像化する技術である。CTでは物質ごとに異なる CT 

値を示すが、物質固有の値ではなく、同じ物質であっても使用するエネルギ 

ーに依存して変化する。X線が物質を通過する際の減弱の程度は物質により 

異なるが、X線のエネルギーを変化させた時 X線が現弱する変化量は物質に 

固有である。この特性から、特定の物質のみの抽出や除去することが可能で 

ある。Dual-Energy CTの特性を生かし、撮影後、装置付属の画像処理ソフト 

ウエアを用いて画像を差分し、実質的なカルシウム成分を抽出し骨梁によっ 

て判別困難な骨挫傷および骨髄浮腫をカラーマッピングにより可視化する。 
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１．申請者新津守教授（放射線科）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 申請書の項目 2 内容欄を臨床研究に変更すること。 

        ② 申請書の項目 3 医療行為実施者欄に、研究責任者の青木孝子医師を追加記載す

ること。 

        ③ 同意書の宛名を金澤實病院長に訂正すること。 

        ④ 説明と同意を誰が行うのか明確に記載すること。 

 

 

請書番号 １４－０３８ 

課題名 
MRI 検査 造影剤投与に関する MRI の説明・同意書の改訂、特殊な体内金属

に関する MRIの説明・同意書の新規作成 

申請者 放射線科   新津 守 教授 

申請内容と 

その概要 

造影剤投与に関するトラブル回避のため、当日採血にもかかわらず前回デー 

タしか確認できない場合があるため、主治医に採血日及び採血結果を明記し 

ていただき、投与の可否を判断する。また、使用薬剤が多様化しているため、 

総括的な説明・同意書に改訂した。手術等による多様な種類の体内金属に対 

する事故を未然に防止するため、わかりやすい説明と主治医による確認を強 

化するため、特殊な体内金属に関する MRIの説明・同意書新規に作成した。 

 

１．申請者新津守教授（放射線科）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 １４－０５３ 

課題名 ダイアモックス（アセタゾラミド）負荷脳血流 SPECT/CT検査の実施について 

申請者 神経内科   佐々木 貴浩 講師 

申請内容と 

その概要 

ダイアモックス負荷脳血流検査は、脳血管障害患者にて脳循環予備脳を評価 

するための核医学検査である。動脈採血を行い、ダイアモックスもよる手足 

のしびれ等自覚症状の発生率が高い検査である。また、20年間で重篤な副作 

用が８例報告され、このうち６例が死亡したとの注意喚起があった。さらに、 

ダイアモックスの本検査についての使用は、国内で多数実施されているにも 

かかわらず、いまだに「適応外使用」であることが判明した。関係 4学会で 

はアセタゾラミド（ダイアモックス）適正使用合同検討委員会を設置し、検 

討を開始した。以上、説明と同意書の修正と再申請が必要と考えられる。 

 

１．申請者佐々木貴浩講師（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 臨床研究での申請ではないため申請書の項目 7に記載不要なので削除すること。 

        ② 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。 
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申請書番号 １４－０４２ 

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。 

 

２． 審議結果：承認。 

         ① 包括承認とする。 

 

 

申請書番号 １４－０４３ 

課題名 
肝細胞癌に対するバルーン閉塞下肝動脈硬化学塞栓療法における塞栓材によ

る治療効果のランダム化比較試験 

申請者 消化器内科・肝臓内科   今井 幸紀 准教授 

申請内容と 

その概要 

 マイクロバルーンカテーテルを用いて、バルーン閉塞下に抗がん剤と塞栓

材を投与するバルーン閉塞下 TACE は Convenntional TACE よりも治療効果に

優れることが報告され、本邦にて急速に普及している。本邦でも 2014年 2月、

マイクロスフィアが肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓法の適応を取得し発売

された。現在これら 2種類の塞栓材が使用可能であるが、バルーン閉塞下 TACE

における多孔性ゼラチン粒とマイクロスフィアの治療効果の優劣について

は、これまで検討がなされていない。そこで肝細胞癌患者に対する多孔性ゼ

ラチン粒とマイクロスフィアの治療効果を、前向きに比較検討する。 

 

１．申請者今井幸紀教授（消化器内科・肝臓内科）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。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

         ① UMIN の登録をして申請書に登録番号を記載すること。 

         ② 説明書・同意書に費用負担についてもう少し詳細に記載すること（患者さん

によってはランダム化により費用が高い方になる不利益が発生するため）。 

         ③ 申請書・プロトコール内の塞栓材の記載が商品名と一般名と統一していない

ので合わせること。 

 

 

申請書番号 １４－０４４ 

課題名 

播種性血管内凝固症候群を合併した肝硬変症患者の門脈血栓症に対するダナ

パロイド Na・AT-Ⅲ製剤の抗凝固療法と門脈体循環シャント併発例に対する

B-RTO 
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申請者 消化器内科・肝臓科   稲生 実枝 准教授 

申請内容と 

その概要 

門脈血栓は肝予備能を増悪させる合併症で、腹水、食道静脈瘤等の門脈圧亢 

進症状を来たす原因となる。肝硬変症では凝固機能不全を生じており、播種 

性血管内凝固症候群（DIC）を合併し、血栓を惹起しやすい状態になっている。 

そのため門脈血栓症を併発した肝硬変症の治療にはワーファリン内服やダナ 

パロイド Na投与の抗凝固法が有効であり施行されているが、効果不良例や再 

燃例の多いことが問題となる。これら症例では、門脈・体循環シャントの発 

達による門脈血流量が減少しており、これが血栓発症の原因であり、難治の 

要因と考えられている。血栓発症までの期間、血栓局在部位、発症に寄与す 

る疾患、門脈圧亢進症の合併の程度、門脈、体循環シャントの有無を分析し、 

血栓溶解効果が得られた症例の特徴を検証しているが、治療効果に差異はな 

く、更に症例数を重ね確認していく（治療-1：抗凝固療法のみを施行する症 

例）。また、門脈血流を保つ事が血栓症悪化防止には有用と考えられ、血行改 

変術（バルーン閉塞下経静脈的門脈塞栓術、以下 B-RTO）を併用することで 

抗凝固療法の効果を門脈血行動態との関連で評価する（治療-2：B-RTOを併 

用する症例）。 

 

１．申請者稲生実枝准教授（消化器内科・肝臓科）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 もし申請をするのであれば、前方視的臨床研究と後方視的臨床研究に別々に分

けて申請し直すこと。 

 

 

 

 

申請書番号 １４－０４５ 

課題名 血小板製剤使用実態調査と適正使用推進のための多施設血小板輸血集計解析 

申請者 輸血・細胞移植部   岡田 義昭 講師 

申請内容と 

その概要 

平成 25年 3月と 5月の 2ヶ月間の埼玉医科大学病院で実施された血小板輸血

症例を診療情報および輸血・細胞移植部門システムから後方視的にデータを

解析する。調査項には 1 症例ごとに血小板輸血の理由、輸血された血小板製

剤単位、輸血を決めた時点の血小板数、輸血後の血小板数、その他数項目が

含まれる。症例は ID、氏名を連結可能匿名化して通し番号で登録する。 

 

１．申請者岡田義昭講師（輸血・細胞移植部）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：条件付承認。 

         ① 多施設共同臨床研究であるため申請書の個人情報管理者を、この研究に携わ

らない人に変更すること（申請書項目 3。「研究または医療行為実施者氏名」

に記載のない人）。 

         ② ホームページに公開すること。 
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申請書番号 １４－０５１ 

課題名 寛骨臼関節唇骨化症に対する組織学的研究 

申請者 整形外科   金 潤澤 教授 

申請内容と 

その概要 

 埼玉医科大学整形外科では、教室の開講依頼の継続したテーマとして寛骨 

臼関節唇について組織学的な研究を蓄積してきた。なかでも寛骨臼縁の全周 

に亘って骨化を呈する寛骨臼関節唇骨化症は当科の Ninomiyaらが 2000年に 

報告したのが嚆矢である。 

昨年、寛骨臼関節唇骨化症の疾病概念確立（13-045-1）として、当院 IRB委 

員会で承認された後方視的多施設共同研究の追加研究である。過去に手術治 

療が施行され整形外科研究室に穂損されていた 5例 6関節の標本を用い、新 

たに免疫染色を行い、更なる組織学的検討を行う。当教室において積み重ね 

てきた治療経験を踏まえて、寛骨臼関節唇骨化症の病態の一端を解明するこ 

とを目的としている。 

 

１．申請者金潤澤教授（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。 

         ① 申請番号 13-045 の内容の一部変更として承認とする。 

 

 

申請書番号 １４－０５２ 

課題名 特発性大腿骨頭懐死症の摘出骨頭の組織学的検討 

申請者 整形外科   金 潤澤 教授 

申請内容と 

その概要 

当院において特発性大腿骨頭の診断で人工股関節全置換術（THA）を施行し、 

摘出不要となった大腿骨頭を固定・包理後に冷蔵桔保存する。予定症例数も 

しくは一定の症例数が集まった段階で免疫染色を行い、組織学的検討を行う。 

免疫染色は、新たなマーカー（タンパク質）が見つかり次第順次行っていく 

予定である。 

 

１．申請者金潤澤教授（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 当院のみの単独臨床研究のため匿名化は必要ないので「匿名化しない」に訂

正すること。 

         ② 具体的に何をするのかが明確でないので、申請書・プロトコールに追加記載

すること（手術時の残余検体を以後の研究のために使用する旨）。 

         ③ 説明書と同意書を別にすること。また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。 

         ④ 説明書に撤回可能と記載されてあるが同意撤回書がないので追加添付するこ

と。 
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申請書番号 １４－０４６ 

課題名 喘息患者の睡眠障害の検討 

申請者 呼吸器内科   仲村 秀俊 准教授 

申請内容と 

その概要 

 喘息やアレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患は睡眠障害の原因になると

報告されている。また、アレルギー疾患治療薬である。ステロイドやキサン

チン誘導体の睡眠抑制作用が知られている。これらによる睡眠障害は、日中

の倦怠感や眠気を起こし、日常生活の能率を低下させるだけでなく、肥満、

高血圧、糖尿病、心血管疾患などのリスクを高める危険性がある。また、睡

眠障害は、炎症の亢進などを介して、アレルギー性疾患自体のコントロール

を悪化させ得る。睡眠障害は様々な全身性疾患の危険因子と考えられている

が、喘息との関連は十分には解明されていない。特に本邦では、この関連に

ついての報告はほとんどみられない。一方で、欧米では喘息患者の睡眠障害

には、併存する閉塞型睡眠時無呼吸症候群（OSAS）や不安症状の影響が大き

いと報告されている。しかしながら、本邦におけるそれらの併存率や併存症

例の特徴は明らかになっていない。本研究では、睡眠障害に関する質問票を

用い、喘息患者における睡眠障害の実態に関して調査を行う。これにより喘

息患者の睡眠障害と喘息のコントロール状態、治療薬、併存するアレルギー

性鼻炎、OSASやうつ・不安などとの関連を明らかにする。さらに睡眠障害を

認める患者に対し、喘息治療の強化、薬剤の変更、アレルギー性鼻炎や OSAS

の治療を行い、約３ヶ月後に睡眠障害の改善について再度評価する。また、

喘息患者の気道炎症に加え、アレルギー性鼻炎や OSASとの関連も報告されて

いる呼気 No濃度を測定し、睡眠障害との関連を検討する。 

 

１．申請者仲村秀俊准教授（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 １４－０４９ 

課題名 サルコペニアに対する包括的リハビリテーションの効果に関する検討 

申請者 リハビリテーション科   間嶋 満 教授 

申請内容と 

その概要 

二次性サルコペニアに対して、従来行われてきた運動療法に看護師による病 

棟での歩行、ADL指導と食事療法（蛋白補充療法）を加えた「包括的なリハ 

ビリテーション」が、従来の運動療法のみを行った場合と比較して、筋力、 

歩行、ADL能力により大きな改善をもたらすか否かを検証すること。 

 

１．申請者間嶋満教授（リハビリテーション科）に代わり前田恭子助教（リハビリテーション科）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 申請書の対象症例数を 20 例と訂正すること。 

         ② 対象群・除外基準などを詳細に記載すること。 

         ③ 同意書が不足しているので添付すること。また、コントロール群に対する説

明書・同意書を作成すること。 
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申請書番号 １４－０５０ 

課題名 
保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究―ダルベポエチン アルファ製

剤低反応に関する検討― 

申請者 腎臓内科   岡田 浩一 教授 

申請内容と 

その概要 

腎性貧血の治療には、遺伝子組換え型ヒトエリスロポエチン（rHuEPO）など 

の ESAが用いられる。1994年に ESAの適応が保存期慢性腎臓病患者にも拡大 

され、QOLの改善など様々な好影響が報告されるとともに、輸血も激減し、 

透析導入後の生命予後に好影響を及ぼすことが報告されている。近年、ESA 

を投与しても Hb濃度があまり上昇しない「ESA低反応性」を示す患者群の存 

在が問題となっている。特に ESA反応不良患者では、CVD複合エンドポイン 

トの発生率および死亡率が高いことが報告されている。ただし、ESAに低反 

応を示す患者の何らかの背景的要因が CVDイベントリスクを増大させたの 

が、高濃度の ESAを投与することが問題なのかについてはいまだ結論が得ら 

れておらず、更なる検証試験が必要とされている。さらに、CKD患者の慢性 

貧血治療を行うにあたり、エビデンスに基づいた ESA低反応性患者に対する 

貧血治療方針の策定が重要となることから、日本における保存期慢性腎臓病 

患者の ESA低反応性の実態を調査する。 

 

１．申請者岡田浩一教授（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：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０４７ 

課題名 気管支喘息患者における COPD合併症例についての臨床的検討 

申請者 呼吸器内科   中込 一之 講師 

申請内容と 

その概要 

近年、気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患（COPD）との合併、オーバーラップ症 

候群(ACOS)が注目されている。 

ACOS は、喘息と COPD の両方の特徴を持つ疾患群と定義されるが、喘息単独

または COPD単独患者と比べ、予後が悪いと考えられている。また、我が国に

ける喘息死の約 90％は高齢であり、この中には ACOS も相当含まれていると

推測される。 

ACOSの疾患概念が新しいこともあり、ACOSの臨床的特徴についてはわかって

いないことも多い。本研究は、アレルギー全喘息センターに通院歴のある ACOS

患者の臨床データを、気管支喘息のみの患者、または COPDのみの患者のデー

タと比較し、新たな治療標的を探すことが目的である。 

 

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：承認。 
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申請書番号 １４－０４８ 

課題名 ライノウイルス感染の重症化を規定する因子の解析 

申請者 呼吸器内科   中込 一之 講師 

申請内容と 

その概要 

ライノウイルス(RV)は、風邪症候群で中心的役割を果たすウイルスであり、

RV-A、RV-B、RV-Cに分類される。多くの呼吸器疾患や循環器疾患が、風邪を

きっかけとして増悪することが知られており、RV感染症の病態、特に重症化

を規定する要因の解析は、呼吸器疾患や循環器疾患のコントロールという観

点からも重要と考えられる。 

重症化を規定する因子として、①ウイルスに起因する要因（RV-A、RV-C＞ 

RV-B）、②宿主に起因する要因（喘息＞非喘息）が想定されているが、いまだ 

に分かっていないことも多い。本研究は、副鼻腔手術検体を使用して、検討 

1.好酸球優位な副鼻腔炎と好中球優位な副鼻腔炎の上皮細胞における RVの 

複製能やサイトカインケモカイン産生能の差を調べることで、好酸球性炎症 

及び好中球性炎症が RV感染に与える影響を検討する、検討 2. RV-A、RV-B、 

RV-Cを使用し、RV感染に効果が期待される薬剤（マクロライド系抗生剤、抗 

ロイコトリエン拮抗薬、去痰薬など）の治療効果の違いを調べることで、種 

特異的な治療法を検討することを目的とする。 

 

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 説明書・同意書に、この研究によって将来、経済的な利益が生じても患者さ

んには関係ないことを明確に記載すること。 

 

 

申請書番号 １４－０５５ 

課題名 
ミトコンドリア病患児(MELAS)に対する、ピルビン酸ナトリウムｎ治療的応用

について 

申請者 小児科   大竹 明 教授 

申請内容と 

その概要 

ミトコンドリア病、特に小児期発症例は各種治療に難治の疾患で、今回はミ

トコンドリア病の１病型として MELAS（高乳酸血症・卒中様症状を伴うミト

コンドリア病）と遺伝子診断された症例である。本症に有効とされる治療に

ビタミン剤や L-アルギンン投与があるが、近年ピルビン酸ナトリウムの有用

性が示唆されており、久留米大学を中心に医師主導治験の計画も進められて

いる。当院外来通院中で 

今後の予後が絶対的に不良と考えられる 8 歳女児 1 例に対しピルビン酸ナト

リウム 0.5mg/Kg/dayの投与を行いたいので申請する。 

なお、以前より本院小児科では合計 3 例の重症ミトコンドリア病にピルビン

酸ナトリウムを使用してきた。3 例とも特別な副作用は認めず、一定の効果

はあったが、うち 2例は自然経過で死亡している。 

 

１．申請者大竹明教授（小児科）に代わり荒尾正人助教より、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 １４－０４０ 

課題名 尿の定性反応、沈査成分と疾患との相関 

申請者 中央検査部   池淵 研二 教授 

申請内容と 

その概要 

日常検査で提出された尿沈渣で白血球が多い(10/HPF以上)症例の尿の細菌反 

応、白血球反応、白血球の種類、細菌の有無、その他の沈渣成分と、末梢血 

白血球数、炎症反応、基礎疾患との相関を調査し、臨床診断を推定するため 

に有効な情報を検査部から提供できる可能性を検討する。 

 

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。 

 

 

申請書番号 １４－０４１ 

課題名 

冠動脈流を来たさなかった遠隔期川崎病患者は動脈硬化を有するか？脈波伝

播速度（brachial ankle Pulse Wave Velocity ,baPWV）および動脈硬化指標

（Cardio Ankle Vascular Index,CAVI）を用いた後方視的検討 

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 

川崎病既往患児の動脈特性を非侵襲的な検査で脈波伝播速度および動脈硬化 

指標を用いて検討し、将来的な心血管病変のリスクファクターとなり得るか 

を調べる。 

 

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 


