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第１４８回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年９月８日（月） １７：３０～１９：５０ 

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）、市岡滋、井上郁夫、秋山雄次、中嶋正人、斉藤

喜博、杉本修、岡村維摩、見目恭一、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：篠塚望、倉持朗、松本修子、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。 

○ 14-039  放射線科  新津 守 教授 

       ｢Dual-Energy CTによる骨髄浮腫の抽出法の検討｣ 

        →平成 26年 8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。 

○ 14-045  輸血・細胞移植部  岡田 義昭 講師 

      「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｣ 

        →平成 26年 8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。 

○ 14-052  整形外科・脊椎外科  金 潤澤 教授 

      「特発性大腿骨頭懐死症の摘出骨頭の組織学的検討｣ 

        →平成 26年 8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。 

○ 13-055   総合診療内科   今枝 博之 教授 

       ｢新規経口凝固薬内服患者における小腸病変のサーベイランス｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（期間の延長・施設の追加）があり承  

認された。 

 

 

 

申請書番号 １４－０５４ 

課題名 NDUFAF6遺伝子異常による Leigh脳症の出生前遺伝子 

申請者 産婦人科   難波 聡 講師 

申請内容と 

その概要 

クライエントは 29歳、1回経産婦。5月 7日（妊娠前）に遺伝外来初診。第 

1子（女子）が Leigh脳症と診断され、現在 3歳で寝たきりである。この家 

系は常染色体劣性遺伝形式である。埼玉医科大学ゲノム医学研究センターに 

て第 1子の遺伝子解析が行われており、8番染色体上に存在する NDUFAF6遺 

伝子に複合ヘテロの遺伝子異常（c.C805G:p.H269D/c.T226C:p.S76P）が確認 

されている。なおクライエント夫婦は父が c.C805G:p.H269D変異を、母が 

c.T226C:p.S76P変異を持つ保因者であることも確認されている。クライエン 

トは、現在妊娠中の胎児が Leigh脳症かどうかの出生前診断のための方法（絨 

毛採取）、それに伴うリスク、コストについては理解が得られている。第 1子 
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の遺伝子診断を行ったゲノム医学研究センターからは絨毛細胞から抽出した 

DNAを用いた遺伝子診断に協力する回答をいただいている。8月 18日に絨毛 

細胞を用いた遺伝子診断を行いたい。遺伝子診断結果は「正常・保因者・羅 

患児」の 3通りが考えられるが、結果通知の際にはクライエントが意思決定 

を行ううえで、十分なカウンセリングを提供する予定である。 

 

１．申請者難波聡講師（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。 

  ※ 本申請については迅速審査依頼があり、平成 26年 8月 11日、織田病院長代理の決済にて事

前承認済み。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

請書番号 １４－０５６ 

課題名 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法 

申請者 小児科   山﨑 太郎 講師 

申請内容と 

その概要 

乳児血管腫は出生後 1ヶ月以内に出現する血管内皮細胞の増殖した腫瘍病変 

である。多くは自然退縮するが、中には腫瘍の増大により機能障害を生じた 

り、瘢痕が整容的問題となる。これまでステロイド治療やレーザー治療など 

種々の治療方法が行われてきたが、近年、乳児血管腫に対するプロプラノロ 

ール内服療法の有効性が多数報告され、その有効性と安全性から、欧米では 

既に第一選択薬となりつつある。今回、私たちの症例は 6ヶ月女児、右顔面 

乳児血管腫である。広範な血管腫は自然軽快せず、右耳は潰瘍形成し、難治 

である。このような症例に対しプロプラノロールの投与を検討する。そこで 

ご家族に使用に際しての想定される利益とリスクにつき十分説明を行い、承 

諾を頂ければ使用させていただきたくここに申請する。 

 

１．申請者山﨑太郎講師（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。 

 

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、前回の審議にて指摘された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 
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     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。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０５７ 

課題名 経頭蓋磁気刺激を用いた神経障害後後遺症の改善 

申請者 脳神経外科   小林 正人 准教授 

申請内容と 

その概要 

脳卒中後に生じる難治性疼痛に対して、患者に対して低侵襲で苦痛や副作用 

を生じることのない経頭蓋磁気刺激を行い、疼痛の制御及び患者の生活の質 

の改善が可能か否かを明らかにする。 

 

１．申請者小林正人准教授（脳神経外科）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 単独施設での研究のため、個人情報の保護について、「匿名化しない」へ変更し個

人情報管理者についても削除すること。 

 

 

申請書番号 １４－０５９ 

課題名 

公益社団法人日本化学療法学会：公益目的事業プロジェクト研究計画

「Clostridium difficile 感染症“１日”多施設共同研究」への埼玉医科大

学病院の参加 

申請者 感染症科・感染制御科   前﨑 繫文 教授 

申請内容と 

その概要 

C。 difficile 感染症に関する知見の多くは欧米での評価に基づいており、

日本における研究では、公益財団法人日本化学療法学会の公益目的事業プロ

ジェクトとしての日本国内多施設共同研究として、ある１日の本感染症に関

する網羅的調査を実施し、本疾患の実態とその原因菌株の特徴を網羅的に明

らかにすることを目的とする。本申請は、一参加医療施設としての埼玉医科

大学病院に関するものである。下痢症状のある入院患者最大 10症例につき、

同意を取得し、症例表の臨床情報を取得し、便検体残余を提供する。試料は

化学療法学会ワーキンググループおよび委託機関によって収集・解析される。 

 

１．申請者前﨑繫文教授（感染症科・感染制御科）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 １４－０６１ 

課題名 
進行性腎癌に対するチロシンキナーゼ阻害薬における腎障害予測バイオマー

カーの検討 

申請者 腎臓内科   井上 勉 准教授 

申請内容と 

その概要 

 進行性腎癌患者に対する分子標的治療、とくにチロシンキナーゼ阻害薬

（Tyrosine Kinase Inhibitor,TKI）には有害事象として蛋白尿があり、しば

しば不耐容にて投薬続行が不可能となる。患者により蛋白尿の程度はさまざ

まであり、従って患者ごとに分子標的薬の適正用量は異なる。本研究は TKI

の有害事象である蛋白尿を予測するバイオマーカーを検討するとともに、蛋

白尿出現を早期に予測することでネフローゼ症候群への移行を防ぎ、進行性

腎癌患者ひとりひとりに対して逸脱することなく長期間服用できる TKI の適

正用量を設定できるか検討する多施設共同前向き第Ⅱ相臨床試験である。 

 

１．申請者井上勉准教授（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：非該当。 

 

 

申請書番号 １４－０６２ 

課題名 
肝性脳症と肝機能低下の原因となる門脈大循環短絡路を有する肝硬変症例に

対するバルーン下逆行性径静脈的塞栓術 

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 

肝硬変症例でしばしば門脈大循環短絡路が形成され、これが発達するとアン

モニアなどの毒性物質が肝臓で代謝されずに脳に達して、難治性の肝性脳症

を引き起こす。この短絡路に起因する肝性脳症の治療としては、開腹下短絡

路結紮術や肝移植などの外科治療の他に、IVR による短絡路閉塞術がある。

バルーン下逆行性径静脈的塞栓術（B-RTO）は胃腎短絡路を有する胃静脈瘤に

対する治療法として、我が国で多く施行されている。本法は短絡路閉塞の効

果に優れ、低侵襲であることから、近年、発達した門脈大循環短絡路に起因

する肝性脳症の治療に応用され、その脳症改善効果に対する有用性について

の報告が増えている。さらには B-RTO 施行後は肝への門脈血流が増大し、そ

の結果肝予備脳が改善することが確認されている。そこで、反復する肝性脳

症または肝機能低下の原因となっている門脈大循環短絡路を有する肝硬変症

例に対する B-RTOによる治療を計画する。 

 

１．申請者今井幸紀准教授（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。 

 

２．審議結果：非該当。 

 

 

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・肝臓内科   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、前回の審議にて指摘された指摘事項を修正

した書類の提出があり説明が行われた。 

  ※ 前回指摘事項 

     ① 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。  

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 患者さんへの同意書には 2番目に「他の治療法」の項目があるが、説明書には

具体的に何も記載がないので記載すること。 

        ② 前半の研究 1の方は保険診療で日常診療なので自由に行って頂き論文や発表の

時に後方視的に申請をする。後半の研究 2の部分を臨床研究として申請しなお

すこと。 

 

申請書番号 １４－０６４ 

課題名 
肝脂肪（Fatty liver）からの肝発癌に飲酒が与える影響及びその他の発癌予

測因子に関する検討 

申請者 消化器内科・肝臓内科   稲生 実枝 准教授 

申請内容と 

その概要 

食生活の欧米化を含めた生活スタイルの変化、それによる肥満が原因で、脂

肪肝を背景とした非アルコール性脂肪性肝疾患 NAFLD による肝障害が急速に

増加している。日本肝臓学会および日本消化器病学会にて行われている肝硬

変症の成因調査においても NAFLD 症例が確実に増えている。更にアルコール

性脂肪性肝炎 NASHへと進展すると、ウイルス性肝炎と同様に繊維化認め、肝

硬変 LC、最終的には肝細胞癌 HCCまで進行することがしられている。しかし

ながら、NASHの診断は現在、肝生検をもってしか行えず、多くの潜在的 NASH

症例患者全例に出血等のリスクを伴う肝生検を施行することは現実的ではな

い。肝脂肪をもつ患者の飲酒量の違いによる発癌率およびその発癌に寄与す

る因子を多数例の症例によって証明や抽出することが出来れば、肝脂肪・

NAFLD・NASH症例患者へ、更にはアルコール性脂肪性肝疾患 AHLD症例患者へ

の生活指導、肝機能異常の治療、HCC の早期発見に繋げることができ、意義

が大きいと思われる。 
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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：保留。 

        ① 主任研究施設の虎ノ門病院で審査が済み承認後に再提出すること。 

 

 

申請書番号 １４－０５８ 

課題名 基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生大腸菌の遺伝的・臨床的背景の解析 

申請者 感染症科・感染制御科   樽本 憲人 講師 

申請内容と 

その概要 

 Extended Spectrum bete(β)Lactamase(ESBL：基質特異性拡張型βラクタ 

マーゼ)産生菌は薬剤耐性菌の一種である。多くのβラクタム系抗菌薬に耐性 

であり、治療にはカルバペネム系抗菌薬の投与が必要である。日本において 

の検出率は近年増加してきており、院内感染における集団発生の原因菌とな 

るだけでなく、市中発症の大腸菌感染症に占める ESBL産生菌の割合が増加傾 

向にあることが問題となっている。これまで私たちは、当院における ESBLの 

遺伝子型について検討し報告してきたが、臨床的背景については不明のまま 

である。今回私たちは、当院で検出された ESBL産生大腸菌 70株を対象に、 

後方視的に臨床的背景を電子カルテから抽出し、ESBLの遺伝子型別の危険因 

子や治療法、薬剤感受性の特徴を明らかにする予定である。 

 

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 １４－０６０ 

課題名 IgA腎症に認められる 2種類の全節性硬化糸球体の臨床的意義に関する検討 

申請者 腎臓内科   井上 勉 准教授 

申請内容と 

その概要 

我々は以前から IgA腎症にも 2種類の糸球体硬化像が認められることを経験 

的に承知していた。そこで本研究では、過去 5年間に光学顕微鏡像および免 

疫染色法で IgA腎症の確定診断となっている全症例を対象に病理標本を再調 

査し、2種類の糸球体硬化像を区別して評価した。同時に、腎生検時の臨床 

検査項目を電子カルテ上から取得し、糸球体硬化像と臨床像との関連を統計 

学的に解析した。 

 

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：条件付承認。 

       ① 調査項目の氏名を削除すること。 

       ② ホームページに公開すること。 
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申請書番号 １４－０６３ 

課題名 
脳梗塞慢性期患者における各種降圧剤治療中の 24 時間血圧変動に関する検

討 

申請者 神経内科   荒木 信夫 教授 

申請内容と 

その概要 

 脳梗塞慢性期の高血圧患者で、降圧剤を投与していた症例において、24時

間血圧計を用い、15 分おきに血圧を連動的に測定し、分析をしてあった 400

例以上のデータを後方視的に解析する。今回は血圧の変動について注目し、

解析を行う予定である。降圧剤としては、カルシウム拮抗薬、アンジオテン

シン受容体拮抗薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、βブロッカーを使用

していたので、この薬剤ごとに血圧および血圧の変動係数を検討する。 

 

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 １４－０６５ 

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 

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 

成人における門脈血栓症の基礎疾患として頻度の高い疾患は肝硬変症である 

が、この肝硬変に門脈血栓を合併すると、肝予備能を増悪させ、腹水、食道 

胃静脈瘤等の門脈血亢進症状を来たす原因となる。また、側副血行路の発達 

による門脈血流量減少は更に肝機能低下を招く。門脈血栓を溶解する事によ 

り門脈血流量が増加し、肝機能を改善させる事が、門脈血亢進症状の消失・ 

改善にも繋がると考えられる。この薬剤を使用した症例を後方視的に見直す 

ことで、門脈血栓の消失または縮小に繋がる病態、またその効果、合併症を 

分析し、薬剤使用の時期、投与法、適応症例などの確立に、また側副血行路 

の合併症状による効果を分析し、他の方法等の併用の必要性の検討を行って 

いく。 

 

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 


