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第１５１回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日 時：平成２６年１２月１日（月） １６：３０～１７：４５ 

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（副委員長）、倉持朗、篠塚望、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、児玉千春、

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：根岸正道 

事 務 局：青木正人 

 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 今月より新委員として児玉千春委員、根岸正道委員が加わった。根岸正道委員は今月欠席だった

ため、児玉千春委員が紹介された。 

○ 14-080  整形外科・脊椎外科  織田 弘美 教授 

       ｢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｣ 

       →平成 26年 11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。 

○ 14-082  整形外科・脊椎外科  織田 弘美 教授 

      「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｣ 

       →平成 26年 11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。 

○ 14-064  消化器内科・肝臓内科  稲生 実枝 准教授 

       「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｣ 

       →平成 26年 11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。 

○ 14-084   総合診療内科   宮川 義隆 教授 

       ｢血栓性微小血管障害症の遺伝的背景に関する研究｣ 

→平成 26年 11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。 

○ 14-087   腎臓内科   岡田 浩一 教授 

       ｢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｣ 

→平成 26年 11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。 

○ 14-088   腎臓内科   友利 浩司 講師 

       ｢PDOPPS:Peritoneal Dialysis Outcome and Practice Pattern Study｣ 

→平成 26年 11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。 

○ 14-069   リウマチ膠原病科   三村 俊英 教授 

       ｢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｣ 

→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。 

○ 14-072   皮膚科   倉持 朗 教授 

       ｢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｣ 

→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。 
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申請書番号 １４－０９７ 

課題名 日常診療下における心臓 CTの被爆線量に関する調査研究 

申請者 放射線科   新津 守 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究は愛媛大学を中心とする約 50 施設と実施する後ろ向き多施設共同研

究である。本研究では、日常診療下で 2013年 1月 1日から 12月 31日の間に

造影剤を使用した心臓 CT 検査が実施された患者 3,000 例を対象とし、心臓

CT検査による被曝線量を調査し、その実態を明らかにするとともに、被曝線

量の大小（ばらつき）に影響する患者および撮影因子を検査目的別に検討す

る研究である。 

 

１．申請者新津守教授（放射線科）に代わり井上快児助教（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。 

        ① ホームページに公開すること。 

 

 

請書番号 １４－０９９ 

課題名 病原性のある細菌および真菌の保存 

申請者 感染症科・感染制御科   前﨑 繁文 教授 

申請内容と 

その概要 

難治性または重症感染症の診断および治療のため、感染症の原因菌の解析は

重要である。比較的分離頻度の低い菌株が原因菌である場合、より新しい知

見を元に解析をすることもあり、菌株自体を保存しておく必要がある。これ

までも、必要と考えられた臨床検体からの分離株は保存してきたが、今後も

保存していくことについて申請する。対象となる菌種は、臨床的に分離され

た菌株のうち、薬剤耐性緑膿菌、薬剤耐性腸内細菌、バンコマイシン耐性腸

球菌、血液培養検出菌、および全検体から検出された真菌（深在性真菌症の

原因となるものに限る）などの、必要と考えられたものに限る。 

 

１．申請者前﨑繁文教授（感染症科・感染制御科）に代わり樽本憲人講師（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：非該当。 

 

 

申請書番号 １４－１０１ 

課題名 脳炎、無菌性髄膜炎、熱性痙攣等の原因として考えられるウイルスの解析 

申請者 小児科   大竹 明 教授 

申請内容と 

その概要 

小児の熱性痙攣の中にはウイルス感染症に起因するものがある。主に脳炎・ 

髄膜炎の主な原因は不明例が多く、原因となるウイルスの検出は臨床症状か 
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らの推定は未だ困難であり、サンプルから検出されたウイルスの同定をもっ 

て行われることが多い。エンテロウイルスや他ウイルスを検出することによ 

り、その臨床症状との関連性を明らかにすることの意義は大きい。また、近 

年、日本で流行するウイルスは海外由来株も多く、検出されたウイルスの塩 

基配列を決定し検出株の由来や変異を解析し検討することはワクチン開発等 

の情報に寄与する。 

 

１．申請者大竹明教授（小児）に代わり町田早苗助教（医学研究センター）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 １４－１０２ 

課題名 人工股関節全置換術後の骨に対するデノスマブの効果 

申請者 整形外科・脊椎外科   金 潤澤 教授 

申請内容と 

その概要 

65歳以上の片側人工股関節全置換術後の女性患者を対象とし、デノスマブに 

よる半年間の骨量変化を明らかにすることを目的としている。この変化には 

、骨代謝状態に加えて、カルシウムやビタミン Dの摂取量や日常活動性が関 

与する可能性があり、これらの摂取量調査による栄養評価や歩数調査による 

活動性評価も実施する。通常の保険診療の血液調査項目に加えて、詳細な骨 

代謝状態の評価（血清骨代謝マーカー測定）とビタミン Dの充足状態の評価 

（血清 25（OH）ビタミン D測定）も実施する。 

 

１．申請者金潤澤教授（整形外科・脊椎外科）に代わり渡會恵介助教（整形外科・脊椎外科）より、 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 除外基準に抜歯予定者を加えること。 

         ② 患者さんへの説明書にデスノマブにした場合、費用が高くなることを記載す

ること。 

 

 

申請書番号 １４－１０４ 

課題名 椎間関節における解剖学研究 

申請者 整形外科・脊椎外科  釘宮 典考 講師 

申請内容と 

その概要 

平成 22年度厚生労働省 国民生活基盤調査によると、腰痛の羅病率は男性で

は第一位、女性では第二位と羅病率が高い疾患である。このように腰痛を訴

える患者数は多いが、その 80％は非特異的腰痛とされ、原因がはっきりしな

い。腰痛の原因としては、筋肉筋膜、椎間板、椎間関節、仙腸関節、神経な

ど様々な部位が関係していると考えられている。椎間関節においては、軟骨

変性から生じる骨の変形、骨棘や、menisci とよばれる軟部組織の変性など

が生じていると推測されるが、現在のところ詳細な検討は少ない。今回の研

究の目的は、腰痛の原因となる可能性のある変形性腰椎椎間関節症における



4 

 

椎間関節の組織学的検討を行い、その原因となるものを探索することである 

。材料は、脊椎手術において神経を除圧するために切除し、破棄している椎

間関節を用いる。これを組織学的に検討する。この組織学的検討結果と臨床

症状、CT画像で判断する椎間関節の変形の重症度の関連を検討する。CTは、

本研究と関係なく術前に撮影しているものを使用する。 

 

１．申請者釘宮典考講師（整形外科・脊椎外科）より、提出された課題についての、申請者釘宮講師

が手術中のため書面審査で審議が行われた・ 

 

２．審議結果：条件付承認。 

         ① 申請書（4）介入を伴う研究かどうかの有無の項目を「介入なし」に変更す

ること。 

         ② 匿名なしなので、申請書の（6）項目の内容を削除すること。 

 

 

申請書番号 １４－０９８ 

課題名 光干渉断層計アンギオグラフィーによる眼底病変の血管異常の検討 

申請者 眼科   板谷 正紀 教授 

申請内容と 

その概要 

光干渉断層計（optical coherence tomography,OCT）は組織の光反射強度を

画像化することで網膜の断層画像を抽出する技術である。近年、OCT の技術

革新が進み網膜硝子体や緑内障の診療に不可欠な診断機器となった。眼底か

らの反射光には、このは反射強度情報だけで無く、ドップラー信号を含む。

ドップラー信号は血流のように高速で動くものに対して起こる現象であり、

この信号を発する部位を画像化することにより網膜血管を抽出可能となっ

た。この新しい技術は OCT アンギオグラフィーと呼ばれ、造影剤を用いない

非侵襲な検査である。我々は、株式会社ニデックと共同で同時に取得される

強度画像の網膜層構造セグメンテーションアルゴリズムを応用して、網膜の

4 層の毛細血管をそれぞれ抽出し解析するソフトウェアを試作した。本研究

の目的は、①本アルゴリズムが病理眼におけても有効に働くように高度化を

図ること、②上記した網膜の微小循環障害が関与する眼底疾患、緑内障にお

いて OCTアンギオグラフィーの有用性を検討すること、である。 

 

１．申請者板谷正紀教授（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 同意書の宛名を病院長に変更すること。 

         ② ㈱ニデックとの契約は病院長名で行うこと。 

 ③ ㈱ニデックにどのようなデータが送られるのかを記載すること（CRF のよう

な書類を提出すること）。 

         ④ 申請書 5.の診療部長は米谷教授ではなく坂谷教授に変更すること。 

 

 

申請書番号 １４－０９６ 

課題名 質量分析装置（Biotyper）を用いた抗酸菌同定について 
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申請者 中央検査部   森吉 美穂 講師 

申請内容と 

その概要 

近年、細菌同定に質量分析を利用した検査法が確立され、欧州を中心に臨床

検査の現場で普及し、本邦においても 2012年ころより臨床細菌検査で用いら

れるようになり、当院でも 2014年 4月に導入された。現状、抗酸菌の同定は、

PCR 法で結核菌と MAC の同定を、その他の菌腫については DDH 法により実施

している。質量分析法による非結核性抗酸菌の同定について、検査が終了し

た残余菌株約 100 例を用い、PCR 法および DDH 法と比較し検査性能を評価す

る。各検査にて不一致を見た症例については、カルテ閲覧し後方視的に検索

する場合がある。 

 

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 １４－１００ 

課題名 難治性創傷における創傷治癒阻害因子の検討 

申請者 形成外科・美容外科   市岡 滋 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究の目的は患者の基礎疾患、血液、画像等の検査データ、創部の組織学

的所見などから創傷治癒阻害因子となる要素を抽出することである。難治性

創傷の再建手術は創離開、感染など合併症が多いことが問題である。また保

存的治療を選択したとしても治癒が進まず治療に難渋することが少なくな

い。この要因として患者の基礎疾患、栄養状態、再建する創傷部における組

織の脆弱性などが考えられるが、具体的な難治化の危険因子は明らかになっ

ていない。難治性創傷の治癒阻害因子が明らかになることで、術後合併症が

減る。治療期間が短縮するなど、治療成績を向上する上で有効なデータとな

る。また入院や治療期間の短縮など医療経済的な効果も期待できる。 

 

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 １４－１０３ 

課題名 当院での自己輸血血の現状と有効性の解析 

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 

2011年 11月～2014年 10月迄の過去 3年間に実施された自己血採取とその使

用状況を輸血検査室の自己血管理記録から集め、自己血採取され使用された

症例、自己血採取されたが使用されなかった症例、自己血の他に同種血が使

用された症例に分類し、各診療科における現状を解析する。次に、最も自己

血採取件数が多い整形外科の股関節置換術と産科に絞り、電子カルテから手
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術での出血量や術前後でのヘモグロビン値を集め、自己血の準備量の適否や

有効性に付いて検討する。 

 

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 


