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第１４９回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年１０月６日（月） １７：３０～２０：１５ 

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、市岡滋、倉持朗、井上郁夫、秋山雄次、

中嶋正人、松本修子、、斉藤喜博、杉本修、金澤實（病院長・オブザーバー）、大野幸栄

（オブザーバー） 

委任状出席：岡村維摩、見目恭一、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。 

○ 14-044  消化器内科・肝臓内科  稲生 実枝 准教授 

       ｢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製剤の抗凝固療法無効例に対する門脈体循環シャント併発例に

対する B-RTO｣ 

        →平成 26年 9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。 

○ 14-060  腎臓内科  井上 勉 准教授 

      「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｣ 

        →平成 26年 9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。 

○ 14-061  腎臓内科  井上 勉 准教授 

      「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｣ 

        →平成 26年 9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。 

○ 14-048   呼吸器内科   中込 一之 講師 

       ｢ライノウイルス感染の重症化を規定する因子の解析｣ 

→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。 

 

 

申請書番号 １４－０６６ 

課題名 日本人の上顎前歯部唇側歯槽骨骨幅の Cone-beam CTによる形態計測 

申請者 歯科・口腔外科   依田 哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

上顎前歯部のような審美性に影響を与える部位において、歯冠補綴物の作製 

や歯科用インプラント埋入の治療を行う際、歯頚部歯肉の形状は、上顎前歯 

部の唇側歯槽骨骨幅の形態に左右されることが明らかになっている。したが 

って、審美性の高い治療や安全性の高い治療を行うため、唇側の歯頚部歯肉 

の幅や高さを考慮した治療計画を立案する必要があり、上顎前歯部の唇側歯 

槽骨骨幅の形態を熟知しておく必要がある。今回われわれは、上顎に発症し 

た疾患の治療のために歯科用コーンビーム CT撮影を施行した患者さんの CT 

画像で上顎前歯部の唇側歯槽骨骨幅を計測し、上顎前歯部の唇側歯槽骨骨幅 



2 

 

を確認することで、歯冠補綴物の作製や歯科用インプラント埋入の治療経計 

画に対して有用な知識になることを目指す。 

 

１．申請者依田哲也教授（歯科・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：承認。 

         ①ホームページに公開すること。 

 

 

請書番号 １４－０７７ 

課題名 顎関節症重症度評価スコアの提案と検証 

申請者 歯科・口腔外科   依田 哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

疾患の治療成績を評価する際に、施設ごとにその基準が異なっていると統一 

的な評価が困難となる。肘、膝、股関節、肩などの関節疾患においては、日 

本整形外科学会主導により統一された評価基準が作成されている。しかし、 

顎関節症については、日本顎関節学会主導による評価基準は存在しない。今 

回、顎関節症における評価基準・重症度評価スコアを作成し、妥当性・信頼 

性・再現性・独立性の検証を行い、顎関節症における評価基準の確立を目標 

とする。 

 

１．申請者依田哲也教授（歯科・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 連結可能匿名化を行う必要はないので匿名化しないに変更すること。 

 

 

申請書番号 １４－０６７ 

課題名 
乳癌患者を対象とした Phase Contrast Radiography の骨強度評価に関する

研究 

申請者 乳腺腫瘍科   大崎 昭彦 教授 

申請内容と 

その概要 

乳癌の治療中に化学療法により早期に閉経を来たした閉経前患者やホルモン 

療法施行中の閉経後乳癌患者において骨密度が低下し骨粗鬆症へ進行する症 

例が少なからずみられ、乳癌患者における骨マネジメントは重要な課題のひ 

とつである。骨強度の評価法は従来の dual energy X-rayabsorptiometry(DXA) 

法による骨密度により評価されているが、骨強度のもうひとつの要素である 

骨質についての評価法は確立されていない。乳癌の術後補助化学療法および 

ホルモン療法施行中の患者において DXA法による骨密度測定に PCR法を加え 

ることで詳細な骨密度の評価が可能であるかを明らかにする。 

 

１．申請者大崎昭彦教授（乳腺腫瘍科）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国際医療センターIRB 委員会の承認証明書を提出すること。 
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申請書番号 １４－０６８ 

課題名 「包括的遺伝子変異検査システム（MINtSシステム）構築研究」 

申請者 呼吸器内科   萩原 弘一 教授 

申請内容と 

その概要 

実診療で、肺癌の初回診断、再発診断、及び臨床病期決定のために採取され 

る検体の一部を用い、包括的遺伝子変異検査システム（MINtS）を用いて遺伝 

子変異検査を行う。その結果を MINtSの薬事承認審査の試料として使用する。 

 

１．申請者萩原弘一教授（呼吸器内科）に代わり太田医師（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 患者さんへのフィードバックについて十分に記載すること。 

        ② 本研究に追加する検査項目が発生した場合は、その都度申請すること。 

        ③ UMINNなどのデータベースに登録すること。 

 

 

申請書番号 １４－０６９ 

課題名 
続発性骨粗鬆症患者を対象とした新規性骨粗鬆症治療薬デノスマブの有効性

と安全性の検討 

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 

既にビスフォスフォネート製剤にて治療が実施されているが BMD 増加効果が

不十分である続発性骨粗鬆症患者において、骨吸収に必須のメディエーター

である RANKL を特異的に阻害する新規骨粗鬆症治療薬のデノスマブへの切り

替えにより優れた骨抑制効果、骨密度増加効果が得られるかを検討する。観

察期間は 12ヶ月で、目標症例数は 20例とする。 

 

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：条件付承認。 

① ビスフォスフォネートがうまくいかない場合のセコンドラインとして、計画書  

に数値だけでなく、有効性が不十分な場合など、追記すること。 

 

 

申請書番号 １４－０７０ 

課題名 

シェーングレン症候群の関節リウマチ患者における、アバタセプト投与によ

る有用性の検討  Rheumatoid Arthritis with Orencia Trial Toward 

Sjogren’ｓ syndrome Endocrinopathy(ROSE Ⅱ Trial) 

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 

RA を合併しない一次性 SS の腺症状および、全身症状に対してアバタセプト

を投与し有効であったとするパイロット研究が報告されたが症例数も少な

く、SSに対するアバタセプトの有効性は現時点では確立されていない。また、
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RA を合併した二次性 SS に対するアバタセプトの有効性を検討した報告はな

い。我々の先行研究（ROSE Trial、目標症例数 30 例、本研究の第 1 段階）

では RA 合併二次性 SS に対して、アバタセプトを投与し、唾液分泌および涙

液分泌の改善傾向が認められている。有効性が認められれば、SSに対する新

たな治療薬が増える結果となり、SS 合併 RA 患者では RA 治療をしながら SS

の症状の軽減も期待できる。 

 

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：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０７１ 

課題名 
運動療法がアポトーシスやアディポカインを介して脳梗塞再発を抑制する機

序の解析 

申請者 リハビリテーション科   倉林 均 教授 

申請内容と 

その概要 

私達は、運動療法が線溶機能を高め、内皮機能障害を減弱させ、脳梗塞の再

発予防に寄与することを報告してきた。一方、運動療法がサイトカイン、ア

ポトーシス、アディポカイン、ヒートショック蛋白などを介して、脳梗塞病

巣の縮小、虚血の改善、神経症状の軽快をおこすことが示唆されている。し

かしこれらの物質間の相互関係や役割については不明である。本研究では、

運動療法による上記物質の血中動態を解析し、運動療法（リハビリ）が片麻

痺や高次脳機能障害などの脳梗塞後遺症の改善や再発予防に及ぼす影響を研

究したい。 

 

１．申請者倉林均教授（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：条件付承認。 

       ① 患者さんへの説明同意書を当院の形式のものへ変更すること。 

       ② 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 １４－０７２ 

課題名 神経線維腫症 1型・関連疾患群の遺伝子診断システムの構築 

申請者 皮膚科   倉持 朗 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究ではいわゆる次世代シーケンサーを利用して、迅速・正確・安価に実 

施しうる効率的な神経線維腫症 1型の遺伝子診断システムの構築を目指す。 

神経線維腫症 1型は RAS経路の過剰活性化により発症することが知られ、多 

くの症例は NF1遺伝子の遺伝子変異により発症するが、RAS経路の遺伝子の 

遺伝子変異によっても神経線維腫症 1型の関連疾患群が発症する（いわゆる 

Noonan-NF症候群や Legius症候群など）。次世代シーケンサー法は、ダイレ 

クト・シーケンス法による検査と同等の感度・特異度を有する分析法である。 

従来の方法では、単回の解析で単一遺伝子を分析していたが、新しい方法で 
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は、神経線維腫症 1型・関連疾患群との関係を有する数十個の遺伝子を同時 

に解析することが出来る。本研究計画では、神経線維腫症 1型・関連疾患群 

を対象疾患とし、各専門分野の診療に貢献することを目指す。 

 

１．申請者倉持朗教授（皮膚科）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 大学倫理委員会の承認証明書を提出すること。 

 

 

申請書番号 １４－０７３ 

課題名 
乳幼児急性呼吸障害に対する Biphasic Cuirass Ventilationの介入による検

討：標準治療を対照とした多施設共同ランダム化比較試験 

申請者 小児科   徳山 研一 教授 

申請内容と 

その概要 

当科では、2006年度から小児の急性呼吸障害に対し BCVを積極的に使用し、

呼吸窮迫症状が改善した例を多く経験している。中には従来であれば気管挿

管を行っていたと考えられる重症の呼吸障害症例が 1-2 時間の BCV 装着で改

善傾向がみられ、結果的に気管挿管を行わずに退院できた例も経験した。2006

年度から 2012年度までに BCVで人工呼吸管理を開始した 91例において、BCV

で改善せず NPPVに移行した症例は 6例、CMVに移行した症例は 2例であった。

83 例の平均 BCV 持続装着時間は 60 時間であり、これは BCV 導入以前の CMV

と比較し人工呼吸管理時間と入院日数を有意に減少させることができた。ま

た BCV の挿管回避率は 91.2％で、過去の文献で報告されている NPPV のそれ

より明らかに高かった。以上より、BCV は非侵襲的であり短時間で効果発現

を認め、かつ呼吸窮迫症状の重症化を抑制する効果の高い人工呼吸管理であ

ると考えられるが、海外文献を含めほとんどが症例報告のみである。平成 24

年 2月に当科から提出したプロトコール（承認番号 11-071、課題名：細気管

支炎羅患児に対する非侵襲的人工呼吸の有用性の検討）では、人工呼吸管理

を必要とする RSウイルス細気管支炎羅患児に対して NPPV と BCVを無作為に

割付し、双方の治療法を比較するものである。今回の対象は呼吸窮迫症状を

呈しているが他施設では人工呼吸管理を必要としない程度の乳幼児とし、一

般的に行われている酸素投与や喀痰吸引、気管支拡張薬やステロイドなどの

薬剤投与、理学療法を中心とした標準治療に対して BCV の介入による治療効

果を検討するため本研究を立案した。 

 

１．申請者徳山研一教授（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 多施設行共同研究の主任研究施設であるため、データベース登録を行い、番号

を報告すること。 

② 研究途中に、明らかに CTXが有効等の結果が出た場合のため、安全委員会等の 

外部評価機構の設置を検討すること。 

③ 同意書の代諾者の欄を削除すること。 

④ 当院のみでなく、参加各施設の IRB委員会での承認を得ること。 
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申請書番号 １４－０７８ 

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 

ステロイドおよび既存の免疫抑制薬による治療に反応の乏しい難治性ネフロ

ーゼ症候群およびステロイド治療からの解脱困難であるステロイド依存性ネ

フローゼ症候群の患者は長期ステロイド投与の副作用（骨粗鬆症、大腿骨頭

壊死、糖尿病など）により QOL が低下していることが多く、また併用される

免疫抑制やくにより性腺抑制や発ガンのリスクにさらされている。そこで寛

解（無再発期間）を維持し、ステロイド薬投与量を減量することが出来る。

既存の免疫抑制薬に替わる新しい治療薬が患者と医師に熱望されている。リ

ツキマブは小児期発症の難治性ネフローゼ症候群に対して有用性が報告され

ており、成人においても新しい治療薬として期待され、今回、保険適応とな

った（平成 26年 8月 29日付）。免疫抑制効果による日和見感染のリスクは既

存治療と同様であり、また異種蛋白部分を含む免疫グロブリンのためにアレ

ルギー反応を惹起する危険性はあるが、他の免疫抑制薬に比較して性腺抑制

や発ガンのリスクは低い。既に厚生労働省進行性腎障害調査研究班・日本腎

臓学会によるネフローゼ症候群ガイドラインにおいても、難治性やステロイ

ド依存性の症例に有効な可能性があり考慮してもよいとされているため、倫

理的問題は少ないと考えられる。 

 

１．申請者渡辺裕輔講師（腎臓内科）に代わり岡田浩一教授（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 １４－０７４ 

課題名 
新型 PMMA 膜 NF-H シリーズの維持血液透析患者における栄養状態の改善効果

の検討 

申請者 腎臓内科   岡田 浩一 教授 

申請内容と 

その概要 

透析を必要とする患者では尿毒素の蓄積による食欲不振や水分、塩分、カリ

ウム、リンといった物質に制限を受け、食物摂取量が不足し、栄養状態が悪

くなる傾向にある。特に高齢者では栄養状態が悪化することが多くなること

が多く、高齢透析患者における栄養状態の維持は患者生命予後を良いものと

するための重要な要素の一つである。ポリメチルメタクリレート膜（以下 PMMA

膜）はアミノ酸漏出が少ない事や炎症物質除去の吸着特性をもつことから、

透析患者の栄養状態の改善効果が報告されている。今回、新型 PMMA膜による

透析患者の栄養状態に対する効果を検討する。 

 

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：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。 
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申請書番号 １４－０７５ 

課題名 デスフルランを用いた全身麻酔緩徐導入法の有用性の検討 

申請者 麻酔科   西澤 秀哉 講師 

申請内容と 

その概要 

成人患者の全身麻酔導入では、通常は静脈麻酔薬を用いて患者の意識消失を

図る。しかしそれに伴い血圧低下や徐脈をきたし昇圧剤などの薬剤を用いな

ければならない場合が多々あり、特にショック状態のように全身状態不良な

患者ではそれが顕著である。デスフルラン吸入による全身麻酔の導入は、本

邦では添付文書の記載上には用法には含まれていない。しかし、海外の添付

文書には用法として「成人の麻酔導入」が明記されている。デスフルラン自

体が交流神経刺激作用を有し、通常の全身麻酔導入時の血圧低下や徐脈とい

った有害事象を抑制できる可能性がある。本研究ではデスフルランを全身麻

酔導緩徐導入に使用し、その有用性と効果を検討する。 

 

１．申請者西澤秀哉講師（麻酔科）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 １４－０７９ 

課題名 輸血・血漿分画製剤・自己輸血についての説明と同意書の改訂 

申請者 輸血・細胞移植部   岡田 義昭 部長 

申請内容と 

その概要 

現在使用されている輸血・血漿分画製剤輸注・自己血輸血の説明文と同意書

は作成後時間が経ったために改訂作業が実施され IRB 委員会の承認を得た

が、輸血後感染症検査の保険適応が不明確だったために使用間で至らなかっ

た。今回、輸血後感染症検査を導入するために上記説明書と同意書の改訂が

必要となった。また、当院では加熱人血漿タンパク製剤が削除されており今

回削除することにした。さらに輸血関連の副作用として輸血関連急性肺障害

と輸血関連循環負荷も追加することにした。また、輸血製剤と血漿分画製剤

のリスクが一緒に記載されているために誤解しやすいので輸血製剤と血漿分

画製剤を分けて記載することで理解することで理解し易いように改善した。 

 

１．申請者岡田義昭部長（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：承認。 

 

 

申請書番号 １４－０７６ 

課題名 肝硬変患者に対する各種分枝鎖アミノ酸製剤の有用性の検討 

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 

現在、肝硬変患者の栄養改善を目的とする薬剤は BCAA顆粒製剤と肝不全用経

口栄養剤が上市されている。しかし、臨床現場においては両製剤の使い分け
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は明確にされていない。特に BCAA製剤の使用上の注意には 2ヶ月以上の投与

によっても低アルブミン値の改善がみられない場合には他の治療に切り替え

る等記載されているが投与が継続されていることも見られる。今回、BCAA製

剤を 2 ヶ月以上使用されているにも関わらずアルブミン値の改善がみられず

に肝不全用経口栄養剤への切り替えた患者を対象に、後方的にアルブミンを

はじめとする栄養状態の改善を検討する。 

 

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 


