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第１５２回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録（案） 

 

 

 

日   時：平成２７年１月５日（月） １７：３０～１９：１０ 

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、見目恭一、根岸正道、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：岡村維摩 

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。 

○ 14-102  整形外科・脊椎外科  金 潤澤 教授 

        ｢人工股関節全置換術後の骨に対するデノスマブの効果｣ 

       →平成 26年 12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。 

○ 14-104  整形外科・脊椎外科  釘宮 典考 講師 

       「椎間関節における解剖学研究｣ 

       →平成 26年 12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。 

○ 14-083   産婦人科   梶原 健 准教授 

        ｢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｣ 

→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。 

○ 14-085   消化器内科・肝臓内科   今井 幸紀 准教授 

        ｢本邦における門脈血栓症の実態ー全国アンケート調査ー｣ 

→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。 

○ 14-073   小児科   徳山 研一 教授 

        ｢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｣ 

→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。 

○ 14-067   乳腺腫瘍科   大崎 昭彦 教授 

        ｢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｣ 

→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。 

○ 14-036   内分泌・糖尿病内科   栗原 進 准教授 

        ｢肥満 2型糖尿病におけるＳＧＬＴ2阻害剤の有用性の検討（食物頻度調査表と

食行動質問表を中心に）｣ 

→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。 

○ 14-089   呼吸器内科   永田 真 教授 

        ｢静脈血栓塞栓症前向き追跡研究｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請があり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（参加施設の追加）があり修正された書

類の提出があり承認された。 
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○ 13-094   内分泌・糖尿病内科   片山 茂裕 教授 

        ｢中等度もしくは重度腎機能障害のある２型糖尿病症例に対するシタグリプチ

ン投与の腎機能保持、保護効果および糖代謝への影響に関する DPP４阻害薬切

り替え試験｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（期間の延長）があり修正された書類の

提出があり承認された。 

○ 14-070   リウマチ膠原病科   秋山 雄次 准教授 

        ｢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)｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更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 １４－１０５ 

課題名 前庭神経炎と両側前庭機能障害に関する疫学研究 

申請者 耳鼻咽喉科   池園 哲郎 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究は、厚生労働省「難治性平衡機能障害に関する調査研究班」（研究者：

武田憲昭（徳島大学））に所属する施設（16 施設、以下参加施設とする）の

協力を得て実施するものであり、当院はその参加施設である。前庭神経炎は、

強い回転性めまい発作で発症し、一側の前庭機能が障害されるために体動時

あるいは歩行時のフラツキ感が長期に残存する原因不明の難治性前庭機能障

害疾患である。前庭神経炎、両側前庭機能障害の臨床的特徴は未だ不明な部

分も多く、治療法が十分には確定されていない。臨床的特徴を明らかにする

ことは、適切な治療法の構築にも重要である。本研究では、参加施設との連

携により、臨床情報の収集および分析を行い、疾患の原因の特定や効果的治

療法の開発などが行われ上記疾患に対する科学的エビデンスに基づいた医療

の普及を行うことを目的とする。当院では、耳鼻咽喉科・神経耳科を受診し

た前庭神経炎および両側前庭機能障害患者の臨床症状、検査所見、予後など

について、患者を識別コードで特定した後、徳島大学に登録する。その後、

徳島大学で、全参加施設の対象患者について疫学調査を行う。 

 

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。 

        ① ホームページへ公開すること。 

        ② 個人情報保護の管理に充分に配慮すること。 

 

 

請書番号 １４－１０６ 

課題名 メニエール病および遅発性内リンパ水腫に関する疫学研究 

申請者 耳鼻咽喉科   池園 哲郎 教授 
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申請内容と 

その概要 

本研究は、厚生労働省「難治性平衡機能障害に関する調査研究班」（研究者：

武田憲昭（徳島大学））に所属する施設（16 施設、以下参加施設とする）の

協力を得て実施するものであり、当院はその参加施設である。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、病態は内リンパ水腫である。遅発性内リンパ水腫は、先行す

る高度感音難聴の後、遅発性続発性に内リンパ水腫が生じ、回転性めまいを

繰り返す難治性前庭機能障害疾患である。メニエール病、遅発性内リンパ水

腫の臨床的特徴は未だ不明な部分も多く、治療法が十分には確定されていな

い。臨床的特徴を明らかにすることは、適切な治療法の構築にも重要である。

本件球では、参加施設との連携により、臨床情報の収集および分析を行い、

疾患の原因の特定や効果的治療法の開発などが行われ上記疾患に対する科学

的エビデンスに基づいた医療の普及を行うことを目的とする。当院では、耳

鼻咽喉科・神経耳科を受診したメニエール病および遅発性内リンパ水腫の臨

床状況、検査所見、予後などについて、患者を識別コードで特定した後、徳

島大学に登録する。その後、徳島大学で、全参加施設の対象患者について疫

学調査を行う。 

 

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。 

        ① ホームページに公開すること。 

        ② 個人情報保護の管理に充分に配慮すること。  

 

 

申請書番号 １４－１０７ 

課題名 難治性聴覚障害に関する調査研究 

申請者 耳鼻咽喉科   池園 哲郎 教授 

申請内容と 

その概要 

難聴は音声言語コミュニケーションの際に大きな障害となるため、日常生活 

や社会生活の質（QOL）の低下を引き起こし、長期に渡って生活面に支障を来 

たすため、診断法・治療法の開発が期待されている重要な疾患のひとつであ 

る。しかしながら、①聴覚障害という同一の臨床症状を示す疾患の中に原因 

の異なる多くの疾患が混在しており、②各疾患ごとの患者数が少なく希少で 

あるため、効果的な診断法および治療法は未だ確立されていない状況である。 

本研究では、急性高度感音難聴（突発性難聴、急性低音障害型感音難聴、外 

リンパ廔、自己免疫難聴、ムンプス難聴、騒音生難聴、音響外傷、薬剤性難 

聴）および慢性高度難聴（遺伝性難聴、特発性難聴、症候群性難聴、外耳・ 

中耳・内耳奇形、耳硬化症、サイトメガロ難聴）を対象、All Japanの研究 

体制で調査研究を行う事により、疾患の臨床実態および治療効果の把握を効 

率的に実施する計画である。特に、研究分担施設との連携により全国統一の 

症例登録レジストリ（患者データベース）を構築し、臨床情報の収集および 

分析を行い、診断基準・重症度分類・および科学的エビデンスに基づいた診 

療ガイドライン等の確立・普及および改正等を行うことを目的とする。 

 

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。 
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２．審議結果：保留。 

        ① 前方・後方視的研究が一課題で混在しているため、それぞれ別の議題として、

申請すること。 

        ② 未成年のアセントをとるための同意書を、新指針に沿った形式で作成すること。 

          また主任研究施設である信州大学へもお知らせすること。 

 

 

申請書番号 １４－１０９ 

課題名 慢性腎不全を伴う後期高齢者の透析導入後の予後因子の解明 

申請者 腎臓内科   岡田 浩一 教授 

申請内容と 

その概要 

今や超高齢化は避けて通れない現象であり、今後急速に 75歳以上（後期高齢 

者）の人口増加が予想される。高齢社会の到来は、腎不全の絶対的な増加を 

もたらす。そして病変の進行に伴い、腎機能が低下し透析導入へと移行して 

いく例が多い。慢性腎不全を伴う後期高齢者の透析導入例は増加しているが、 

必ずしもその生命予後は良好ではなく、特に心機能低下例では、導入例と非 

導入例で生命予後に有意差はみられていない。ただし、その他の予後因子は 

明らかではなく、慢性腎不全を伴う後期高齢者の透析導入時に、その可否の 

判断は大変困難な現状がみられる。特に近年、高齢者の健康寿命を妨げる「フ 

レイルティ（Frailty）」について、大きな社会的関心が集まっている。「フ 

レイルティ（Frailty）」とは、老化に伴う種々の機能低下（予備能力の低下） 

を基盤とし、様々な健康障害に対する脆弱性が増加している状態、すなわち 

健康障害（ADL障害、要介護状態、疾病発症、入院や生命予後など）に陥り 

やすい状態を指し、慢性腎不全もその一因である。フレイルティは後期高齢 

者の生命予後に大きく影響するものと考えられるが、透析導入後との関連性 

を明らかとした研究はみられていない。そこで本研究では、保存期慢性腎不 

全の後期高齢者の透析導入後の生命予後の予測因子を明らかにすることを目 

的とする。予後因子としては、関連する先行研究からの候補（血清アルブミ 

ン、尿蛋白、心機能、BMI、体重減少）を検討目的とする。 

 

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：保留。 

        ① エントリー基準を明確にすること。 

        ② 介入を伴わない研究に変更すること。 

        ③ 単独施設での研究のため、「匿名化しない」へ変更すること。 

        ④ 同意書を作成すること。 

        ⑤ 前方・後方視的研究が一課題で混在しているため、それぞれ別の議題として、

申請すること。 

 

 

申請書番号 １４－１１０ 

課題名 
小児スギ・ヒノキ花粉症における咳の実態調査（副題：小児花粉症に伴う咳

嗽に咳喘息様病態は関与するか？） 

申請者 耳鼻咽喉科   上條 篤 准教授 
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申請内容と 

その概要 

スギ花粉症は鼻漏、鼻閉、くしゃみ、目のかゆみなどを主症状とする疾患で

あるが、花粉症の時期に咳を訴える 40-60％程度にのぼることが報告されて

いる。我々は成人において花粉症の季節に合併する咳の一部は咳喘息様病態

（季節性咳喘息）であることを報告している。今回、小児スギ花粉症に伴う

咳嗽の実態とその機序に咳喘息様病態が関与するかについて明らかにする。 

 

１．申請者上條篤准教授（耳鼻咽科）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 未成年のアセントをとるための同意書を、新指針に沿った形式で作成すること。 

 

 

申請書番号 １４－１０８ 

課題名 ＣＴ値により骨盤内の血腫と脳腫は鑑別できるか？ 

申請者 産婦人科   梶原 健 准教授 

申請内容と 

その概要 

骨盤内付属器領域の急性腹症の鑑別診断として挙げられる血腫と腫瘍は画像

診断上、特に超音波断層検査法のみでは鑑別困難である。急性腹症の診断の

際には CT検査が頻繁に用いられているが、本邦において多くの場合放射線科

専門医の読影は夜間帯には行われていないので、産婦人科医もしくは救急医

自身が読影をしなければならない事が度々ある。そこで酸婦人科医が測定し

た CT値により、骨盤内血腫と腫瘍が鑑別できるか否か後方視的に検討した。

検討方法は当院において、術前に CTを撮影し、術中所見により血腫または腫

瘍と確認された症例の CT 検査を用いて行う。PACS ブラウザシステム上で診

断名が伏せられた状態で 2人の酸婦人科により CT値の測定を行った。 

 

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：承認。 

       ① ホームページに公開すること。 

 

 

 

以上 


