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第１５０回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年１１月１０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）、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、岡村維摩、見目恭一、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：篠塚望、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。 

○ 14-066  歯科・口腔外科  依田 哲也 教授 

       ｢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｣ 

       →平成 26年 10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。 

○ 14-077  歯科・口腔外科  依田 哲也 教授 

      「顎関節症重症度評価スコアの提案と検証｣ 

       →平成 26年 10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。 

○ 14-071  リハビリテーション科  倉林 均 教授 

      「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｣ 

       →平成 26年 10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。 

○ 14-074   腎臓内科   岡田 浩一 教授 

       ｢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｣ 

→平成 26年 10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。 

○ 14-037   神経内科・脳卒中内科   荒木 信夫 教授 

       ｢薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討｣ 

→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。 

○ 14-012   小児科   大竹 明 教授 

       ｢川崎病に関連する遺伝子解析に関する多施設共同研究｣ 

→承認済課題。期間の延長申請があり修正された書類の提出があり承認された。 

 

 

 

申請書番号 １４－０８０ 

課題名 

新しいＸ線撮影装置（位相コントラストＸ線撮影 -Phase Contrast 

Radiography，略称ＰＣＲ法）を用いた関節、顔面・頭頚部疾患の早期診断と

関節破壊評価法に関する研究 

申請者 整形外科・脊椎外科   織田 弘美 教授 
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申請内容と 

その概要 

位相コントラストＸ線撮影法（以下ＰＣＲ法と略す）は、乳癌の精緻な撮影

方法としてすでに平成 17年から実用化されているが、このＰＣＲ法を用いれ

ば骨のみならず軟骨や関節周囲軟部組織を描出でいることが基礎実験で明ら

かにされている。ＰＣＲ法が臨床現場での各種診断や治療効果判定などに有

用かを検討する。 

 

１．申請者織田弘美教授（整形外科・脊椎外科）に代わり宮島剛准教授（整形外科・脊椎外科）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 申請書の課題名の誤字を訂正すること。 

        ② 実施者の名前を訂正すること。 

        ③ 患者さんに説明と同意をしっかり行い無償で行うこと。 

 

 

請書番号 １４－０８１ 

課題名 

新しいＸ線撮影装置（位相コントラストＸ線撮影 -Phase Contrast 

Radiography，略称ＰＣＲ法）を用いた関節、顔面・頭頚部疾患の早期診断と

関節破壊評価法に関する研究 

申請者 整形外科・脊椎外科   織田 弘美 教授 

申請内容と 

その概要 

位相コントラストＸ線撮影法（以下ＰＣＲ法と略す）は、乳癌の精緻な撮影

方法としてすでに平成 17年から実用化されているが、このＰＣＲ法を用いれ

ば骨のみならず軟骨や関節周囲軟部組織を描出でいることが基礎実験で明ら

かにされている。ＰＣＲ法が臨床現場での各種診断や治療効果判定などに有

用かを検証し、その有用性が見いだされたので、学会発表および論文作成を

行う。 

 

１．申請者織田弘美教授（整形外科・脊椎外科）に代わり宮島剛准教授（整形外科・脊椎外科）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。 

 

 

 

申請書番号 １４－０８２ 

課題名 運動器疾患に対する経皮的筋電気刺激法の臨床的効果に関する検討 

申請者 整形外科・脊椎外科   織田 弘美 教授 

申請内容と 

その概要 

骨関節疾患や神経筋疾患などの運動器疾患に対する経皮的筋電気刺激法は、

既に臨床現場で一般的に実施されている。しかし、その正しい適応や適切な

負荷量、施行頻度などに関する科学的データは現在まだ乏しく、科学的エビ

デンスは欠けているのが現状である。 

種々の運動器疾患について、どのような疾患に効果が高いか、それぞれに至 

適な負荷量や治療頻度などが明らかになれば、より効果的な治療法の選択に 
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有用となる。これは患者にとって有益であり、医療資源の有効利用や医療費 

の適切な配分にもつながる重要なデータとなる。運動器疾患に対して治療を 

開始する者に対する前向き研究より、今後これらを明らかにしたい。 

 

１．申請者織田弘美教授（整形外科・脊椎外科）に代わり宮島剛准教授（整形外科・脊椎外科）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 医療行為実施者と個人情報管理者を異なる人に訂正すること。 

        ② データベース登録に登録を行い、番号を報告すること。 

 

 

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肝 

臓の線維化を認め、肝硬変ＬＣ、最終的には肝細胞癌ＨＣＣまで進行するこ 

とが知られている。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。脂肪肝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、脂肪肝・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。 

 

１．申請者稲生実枝准教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり菅原通子講師（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：条件付承認。 

        ① 院外に出される情報がどのようなものなのかというシートを添付すること。 

        ② 医療行為実施者と個人情報管理者を異なる人に訂正すること。 

 

 

申請書番号 １４－０８５ 

課題名 本邦における門脈血栓症の実態－全国アンケート調査－ 

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 

門脈血栓症は種々の疾患を背景として生じるが、急速に門脈本幹が閉塞すれ

ば重篤となるため、速やかな診断と治療が必要である。しかし、比較的まれ

な疾患であるため、詳細については不明な点も多く、多数例でのまとまった
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報告はないのが現状である。そこで、本症を多く扱う医師が多く所属してい

る日本門脈圧亢進症学会の学術委員会でアンケート調査を実施することが提

案され、他施設共同研究を行うことが決定された。当院で 2004年 1月 1日か

ら 2013年 12月 31日までに門脈血栓症と診断された症例について、診療記録

をもとに後方視的に調査を行う。 

 

１．申請者今井幸紀准教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり菅原通子講師（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：条件付承認。 

① 医療行為実施者と個人情報管理者を異なる人に訂正すること。 

② ホームページに公開すること。 

③ 院外に患者ＩＤは提供できないので削除すること。 

④ 東海大学の倫理委員会の承認を得ること。 

 

 

申請書番号 １４－０８４ 

課題名 血栓性微小血管障害症の遺伝的背景に関する研究 

申請者 総合診療内科   宮川 義隆 教授 

申請内容と 

その概要 

血栓性微小血管障害症のうち、血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）と非典型容

血性尿毒症症候群（aHUS）は血液難病であり、平成 27年１月から施行される

難病新法により医療費の公的補助を受ける予定である。国内の患者数は各々

約 400 名、約 200 名と少ない。希少疾病であるため、医療情報が少なく、正

しい診断と治療を提供するために、精密検査が必要である。TTPｎ診断には、

血液中の ADAMTS13酵素活性の測定が重要であり、診断基準でも推奨されてい

る。また aHUSの約半数に補体調節因子の遺伝子異常があり、治療方針の決定

に有用である。いずれの検査も国内では保険適応外であり、より高度な診療

を行うために、同疾病について国内で中心的な役割を担う研究施設と共同研

究を行う。 

 

１．申請者宮川義隆教授（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：条件付承認。 

        ① 大学倫理委員会にも提出すること。 

        ② プロトコールをもう少し詳細に記載すること。 

 

 

申請書番号 １４－０９１ 

課題名 
拡酸アナログ耐性を有する B 型肝炎ウイルス株の遺伝子組み換え実験による

検証 

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 

埼玉医科大学で診察している B 型慢性肝炎患者の中にも、核酸アナログ製剤

による抗ウイルス療法に対して効果不良な症例が存在する。これらの症例の

HBV 株をダイレクトシークエンス法で全長塩基配列を解析した結果、当該薬
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物に対する既知の耐性変異が見られないにも拘らず、その抗ウイルス効果が

不良の症例が 3例存在することを見出した。未報告の変異として H55R、M129L 

F221Y、S223A、1224V、A301T、N306H、P325Q、N337H、A329Tが認められ、こ

れらが多剤耐性を誘導する新規変異の可能性がある。核酸アナログ製剤に対

して薬物耐性を有する患者の HBV 株を用いて、多剤耐性を誘導する可能性が

あるポリメラーゼ領域の変異部分に関する組替え実験を行い、in vitroの系

薬物耐性との関連を検証することが、本研究の目的である。 

 

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり中尾将光助教（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 １４－０８６ 

課題名 
スギ舌下免疫療法（SLIT:sublingual immunotherapy）の服薬アドヒアランス

研究 

申請者 耳鼻咽喉科   上条 篤 准教授 

申請内容と 

その概要 

スギ花粉症に対する新たな治療法として舌免疫療法が開始された。従来本邦

で施行されてきた皮下免疫療法は一定の割合で重篤なアナフィラキシー反応

が発生するため、本邦で十分な普及に至っていないが、本邦の安全性は高く、

その有効性に期待が集まっている。 

しかし、自宅で患者自らが施行する治療法であり、海外からはその治療アド 

ヒアランスが低いことが報告されている。今回の研究の目的は治療アドヒア 

ランスに影響を与える因子を解析し、その向上のためのストラテジーを見出 

すことにある。 

 

１．申請者上条篤准教授（耳鼻咽喉科科）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 １４－０８７ 

課題名 
高血圧症合併 CKD 患者に対するオルメサルタンおよびアジサルタンの CKD 重

症化マーカーおよび動脈硬化マーカーへの影響 

申請者 腎臓内科   岡田 浩一 教授 

申請内容と 

その概要 

近年、CKD患者は 1,330万人いると言われており、CKDは末期腎不全・心血管

イベントのリスク因子であり、CKD 発症の危険因子である高血圧とレニンア

ンジオテンシン系のコントロールはイベント発症抑制の面からも重要であ

る。そこで、持続的な降圧効果、腎保護効果、抗動脈硬化作用が報告されて

いるアンジテンシンⅡ受容体拮抗薬であるオルメサルタンとアジルサルタン

の血圧、CKD 重症化マーカーおよび動脈硬化マーカーに及ぼす影響をクロス

オーバーで検討する。 
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１．申請者岡田浩一教授（腎臓内科）に代わり井上勉准教授（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：条件付承認。 

         ① デ－タベ－スへの登録番号を報告すること。 

         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 １４－０８８ 

課題名 PDOPPS:Peritoneal Dialysis Outcome and Practice Pattern Study 

申請者 腎臓内科   友利 浩司 講師 

申請内容と 

その概要 

本邦において腹膜透析患者数は 1 万人前後を推移しており、透析療法の一つ

の選択肢、かつ主要な在宅医療として確立している。しかしながら、この腹

膜透析状況を他国と直接比較した研究はこれまでに存在しない。一方、血液

透析においては、日本、北米、ヨーロッパ、オーストラリア・ニュージーラ

ンドの患者を直接比較する Dialysis Outcomes and Practice Pattern 

Study(DOPPS)が行われ、これまで多くのエビデンスが提示されている。この

度、国際腹膜透析医学会とDOPPS研究をオーガナイズしているArbor Research  

Collaborative for Healthの共同研究として腹膜透析に関する DOPPS研究が

計画されている(PDOPPS)。この研究では日本、北米、ヨーロッパでの腹膜透

析患者を登録対象とし、3 年間にわたってデータを集積・エビデンスを構築

することを目的としている。本研究に参加することにより、本邦と各国との

腹膜透析患者状況の比較が行われ、その結果として腹膜透析療法のさらなる

発展と患者予後の改善に繋がるものと考えられる。 

 

１．申請者友利浩司講師（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 同意書内の中元医師の名前を削除すること。 

         ② 患者さんへの説明書に、どのような項目がデータとして提出されるのか、具

体的に記載すること。 

 

 

申請書番号 １４－０８９ 

課題名 静脈血栓塞栓症前向き追跡研究 

申請者 呼吸器内科   永田 真 教授 

申請内容と 

その概要 

近年、静脈血栓塞栓症(VTE)に対する抗凝固薬が続々と開発され、我が国でも

Xa阻害注射薬であるフォンダパリヌクスが未分画ヘパリンの代替薬として使

用可能となった。また、ワルファリンに代わる新規経口抗凝固薬の開発も進

んでいる。最近、中村らは後ろ向き研究である JAVA研究でフォンダパリヌク

スが使用可能となる前の VTE 治療の状況や再発率、予後を明らかにした。今

後は、フォンダパリヌクスが臨床応用された後の VTE の予後、治療の効果、
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出血性有害事象の発症頻度を検討し、今後開発される経口薬剤を含めた新規

抗凝固薬の有用性の検証が必要と考えている。 

 

１．申請者永田真教授（呼吸器内科）に代わり仲村秀俊准教授（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 １４－０９０ 

課題名 造営 MRI検査によるメニール病患者の内リンパ水腫の画像評価 

申請者 耳鼻咽喉科   池園 哲郎 教授 

申請内容と 

その概要 

メニエール病は、耳鳴、難聴を伴う回転性めまい発作を反復する原因不明の

難治性前庭機能障害疾患で、病態は内耳の内リンパ水腫である。今までは内

リンパ水腫を直接、証明することが不可能であったため、薬物により内リン

パ水腫を軽減させた際の聴覚および平衡覚の機能改善により、内リンパ水腫

を推定してきた。内リンパ水腫推定検査として、グリセロールテストやフロ

セミドテストが広く行われている。1975年にスタートした厚生省特定疾患メ

ニエール病調査研究班により、メニエール病診断基準が策定され、主に自覚

症状からメニエール病の診断を行ってきた。その後、厚生省特定疾患前庭機

能異常調査研究班、厚生労働省難治性疾患克服事業前庭機能異常調査研究班

により、メニエール病の診断基準の改訂、メニエール病診断ガイドラインの

策定などが行われてきた。しかし、内リンパ水腫推定検査はメニエール病診

断における補助診断の位置付けのままであった。 

最近、名古屋大学放射線科の長縄慎二により造影 MRI 検査により内耳の MRI

画像から内リンパ水腫を画像評価する技術が報告された。初期には、造影剤

であるガドリニウムを鼓室に注入したり、二倍量のガドリニウムを静注する

必要があったが、技術の進歩により、通常の臨床検査で使われる量のガドリ

ニウム静注により、内リンパ水腫の画像評価が行えるようになってきた。そ

こで、厚生省難治性疾患政策研究事業難治性平衡機能障害に関する調査研究

班では、全国多施設共同研究として、造影 MRI 検査によるメニエール病患者

の内リンパ水腫の画像評価を行うことになった。 

本研究では、埼玉医科大学病院耳鼻咽喉科・神経耳科を受診したメニエール

病患者のうち、聴神経腫瘍の否定などの目的で造影 MRI 検査を行う患者を対

象に、メニエール病の病態である内リンパ水腫を内耳の MRI画像から評価し、

診断における有用性を検討する。 

 

１．申請者池園哲郎教授（耳鼻咽喉科）に代わり松田帆助教（耳鼻咽喉科）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 １４－０８３ 

課題名 子宮腺筋症を伴う月経困難症に対するヤーズ配合錠投与の効果の検討 



8 

 

申請者 産婦人科   梶原 健 准教授 

申請内容と 

その概要 

ヤーズ配合錠は、第 4 世代の黄体ホルモンであるドロスピレノンと合成卵胞

ホルモンであるエチニルストラジオールの配合剤であり、欧米の諸外国では

経口避妊薬としての適応が承認されている。一方で本剤は、機能性月経困難

症の症状を軽減させることが、日本人を対象とした第Ⅲ相臨床試験で明らか

にされており、本邦では機能性月経困難症に対する薬剤として承認され使用

されている。さらに本臨床試験では、機能性月経困難症に加えて、少数の子

宮腺筋症を含む器質性月経困難症患者への有用性が示されている。そのため

に、ヤーズ配合錠は子宮腺筋症治療薬としての効果も期待されているが、海

外での適応症は経口避妊薬のみであるため、その臨床データは得られてはい

ない。本臨床研究は、子宮腺筋症を伴う月経困難症の患者を対象として、そ

の有用性の有無を明らかとすることを目的とする。 

 

１．申請者梶原健准教授（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。 

 

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。  

② 説明書に VASの問診表を追加すること。 

③ 検査項目に、血中 TGを追加すること。 

 

 

申請書番号 １４－０９２ 

課題名 在宅血液透析施行患者における治療手技の確認 

申請者 腎臓内科   岡田 浩一 教授 

申請内容と 

その概要 

在宅血液透析は、患者のライフスタイルに合わせた透析治療を行える上に、

頻回長時間透析が可能であり、2010 年 10 月には保険点数の見直しがされる

など、今後は患者数の増加が期待される治療法である。当院では指導マニュ

アルに沿って手技、知識、危機管理などの訓練を週 3 日の透析時に行ってい

る。訓練期間は平均 3 ヶ月となり、自立が可能と判断された後、患者自宅に

装置を搬入し自宅での透析治療が開始する。その後は月 1 回の外来定期通院

とスタッフによる 3ヶ月に 1回、メーカーによる 6ヶ月に 1回の自宅訪問を

行い、5 年毎の装置入替の際に手技確認を行っている。しかし、患者自身の

長期間の自己管理は、緊急時の対応やマニュアルに沿った手技の正確性が低

下する懸念がある。 

そこで今回、安全な在宅血液透析施行のため、適切な手技の確認方法とその

頻度を明らかにするため、当院腎センター透析室にて在宅血液透析患者手技

評価を行う。 

 

１．申請者岡田浩一教授（腎臓内科）に代わり高根裕史講師（腎臓内科）・田中陽平技師（ME サービ

ス部）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。 
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申請書番号 １４－０９４ 

課題名 非特異性多発性小腸潰瘍症に関する遺伝子変異の検索 

申請者 総合診療内科   今枝 博之 教授 

申請内容と 

その概要 

非特異性多発性小腸潰瘍症は、主に幼・若年時、10歳代に発症し、小腸に特

徴的な形態の潰瘍を多発する稀な疾患である。小腸潰瘍からの長い年月にわ

たる持続的潜出血と、これに起因する高度の貧血・低蛋白症を主徴とする。

疾患の原因は不明であるが、詳細な家族歴の聴取により発症者の両親に血族

結婚が多いこと、同胞発症はみられるものの親、子、その他の血縁者には発

症がみられないことがわかり、常染色体劣性遺伝病であることが示唆された。

一方、近年次世代シーケンサーによる大量のゲノムシークエンスが比較的短

期間かつ低コストで行えるようになり、単一遺伝子病の原因遺伝子検索に活

用されている。中でも、全ゲノム配列の 1％強でありながら、メンデル遺伝

病の原因の約 85％が存在していると考えられる遺伝子領域のみにターゲット

を絞った、いわゆる Exome 解析が検出力やコストの面で注目されている。本

研究では常染色体劣性遺伝により発症したことが示唆される非特異性多発性

小腸潰瘍症患者を対象に次世代シーケンサーを用いた Exome 解析を同定する

ことを目的とする。また遺伝子型と病態との関連についても懐石を行う。 

 

１．申請者今枝博之教授（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：条件付承認。 

        ① データのやり取りは当院で匿名化を行ったうえで行うこと。 

② 遺伝カウンセリングは当院で行うこと。 

 

 

 

申請書番号 １４－０９５ 

課題名 手術不能外陰部乳房外パジェット病患者の治療に関する実態調査 

申請者 皮膚科   土田 哲也 教授 

申請内容と 

その概要 

外陰部乳房外パジェット病は有病率が 1 人/10 万人程度と推定される稀な腫

瘍である。手術療法が第一選択の治療法であるが、高齢者に多いことから合

併症や社会的な事情により手術療法が困難な患者が少なからず存在する。そ

れらの患者には放射線や外用剤、冷凍凝固治療などが行われるが、患者数が

少ないため有効率や有害事象を検討した報告は少ない。本研究では様々な理

由で手術が不可能な患者に対する治療の現状を調査し、その有効性や有害事

象に関するデータを集積することを目的としている。今後の治療ガイドライ

ン作成の際の参考資料として有意義な情報提供が可能であると思われる。 

 

１．申請者土田哲也教授（皮膚科）に代わり緒方大講師（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：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 １４－０９３ 

課題名 
新規抗てんかん薬ラミクタール及びイーケプラの投薬状況と治療効果につい

ての検討 

申請者 小児科   阿部 裕一 講師 

申請内容と 

その概要 

2009年 7月 1日以降に埼玉医科大学病院小児科外来患者に対して新規抗てん

かん薬であるラミクタール®及びイーケプラ®の投薬状況と治療効果につい

て検討することを目的とする。単一施設におけるカルテ情報を元にした後方

視的調査で、年齢、性別、診断名、ラミクタール®又はイーケプラ®を含む投

薬されたすべての抗てんかん薬名、治療効果、薬剤血中濃度の項目について

の集計をおこなう。最終的に個人が特定不可能な状態での集計と解析をおこ

なう。 

 

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 


