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第１５５回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日   時：平成２７年４月６日（月） １７：３０～２０:１５ 

場   所：本部棟２階・会議室 

出 席 者：石原理（委員長・産婦人科）、大竹明（副委員長・小児科）、篠塚望（消化器一般外科）、

倉持朗（皮膚科）、秋山雄次（リウマチ膠原病科）、井上郁夫（内分泌・糖尿病内科）、

中嶋正人（耳鼻咽喉科）、小久保より子（看護部）、斉藤喜博（医務部）、杉本修（薬剤

部）、見目恭一（保健医療学部）、岡村維摩（外部委員）、根岸正道（外部委員）、大野幸

栄（オブザーバー）、金澤實（病院長・オブザーバー） 

委任状出席：市岡滋（副委員長・形成外科美容外科）、児玉千春（外部委員） 

事 務 局：青木正人（医務部）、村田恵理香（医務部） 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 14-109  腎臓内科  岡田 浩一 教授 

       ｢慢性腎不全を伴う後期高齢者における透析導入後の予後因子の前向き研究｣ 

       →平成 27年 2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。 

○ 14-121  腎臓内科  岡田 浩一 教授 

       「慢性腎不全を伴う後期高齢者における透析導入後の予後因子の後ろ向き研究｣ 

       →平成 27年 2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。 

○ 14-057   脳神経外科   小林 正人 准教授 

       ｢経頭蓋磁気刺激を用いた神経障害後後遺症の改善｣ 

→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。 

○ 11-019   整形外科・脊椎外科   金 潤澤 教授 

       ｢人工股関節全置換術における表面酸化処理ジルコニウム合金（OXINIUM）の耐摩 

耗性に関する多施設共同研究｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（医療行為実施者の変更）があり修正さ

れた書類の提出があり承認された。 

○ 13-085   リウマチ膠原病科   三村 俊英 教授 

       ｢ベーチェット病とその他自己炎症性疾患および膠原病患者リンパ球・好中球に 

おけるヒストン修飾の解析｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（病院長名の変更）があり修正された書

類の提出があり承認された。 

○ 10-003   内分泌・糖尿病内科   粟田 卓也 教授 

       ｢インスリン非依存 GAD抗体陽性糖尿病におけるシダグリプチン（ジャヌビア） 

の有効性の検討｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（研究代表者・症例登録期間・共同研

究者）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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申請書番号 １５－００８ 

課題名 自己血血清点眼の使用 

申請者 眼科  加藤 直子 准教授 

申請内容と 

その概要 

重症ドライアイ、難治性眼表面疾患などに対する自己血清点眼の有用性につ

いては複数の論文発表が行われ、エビデンスが確立している。作成方法は、

患者の静脈血を採血し、遠心分離によって血球と血清に分け、血清を生理食

塩水で希釈し 20％血清とし、清潔な点眼瓶に保存する。開封後は冷蔵で 7日

まで、未開封の場合は冷凍で 3 ヶ月まで保管できる。使用方法は、状態に合

わせて 1日 4回～1時間ごとの頻回点眼とする。 

 

１．申請者加藤直子准教授（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 患者さんへの説明書に他の人に使用させないことを明記すること。 

        ② 同意書の宛名を病院長のみにすること。 

        ③ 患者さんへの説明書に説明した医師名を記載する項目を追加すること。 

 

 

 

請書番号 １５－００９ 

課題名 真菌性角膜炎に対するファンガード®点眼の使用 

申請者 眼科  加藤 直子 准教授 

申請内容と 

その概要 

眼科領域で使用される抗真菌薬には、ポリエン系、アゾール系、キャンディ

ン系、ピリミジン系の 4 つがある。これらのうち、眼局所用の医療用医薬品

として存在するのは、ポリエン系のピマリシン（点眼液・眼軟膏）のみであ

り、他はすべて自家調整の形で臨床に用いられる。これらの薬剤は、作用機

序、抗真菌スペクトル、副作用などが異なるため、起炎菌に応じて使い分け

る必要がある。ファンガード®（ミカファンギンナトリウム）はキャンディ

ン系抗真菌薬で、真菌の細胞壁の主要成分であるβ－グルカンの合成を選択

的に阻害し、殺真菌効果を発揮する。カンジタ属をはじめ、フザリウム属を

除く糸状菌にも広く効果を示す。 

 

１．申請者加藤直子准教授（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のみにすること。 

        ② 患者さんへの説明書に説明した医師名を記載する項目を追加すること。 

 

 

申請書番号 １５－０１０ 

課題名 アカントアメーバ角膜炎に対するクロルヘキシジン点眼の使用 
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申請者 眼科  加藤 直子 准教授 

申請内容と 

その概要 

現在、アカントアメーバ角膜炎は、角膜感染症の中でも視機能に影響を及ぼ

すことの多い重篤な感染症の一つである。アカントアメーバ角膜炎に対して

は、単剤で有効な抗生物質はなく、日本眼科学会のガイドラインには抗真菌

薬、抗生物質の点眼にクロルヘキシジン（ステリクロン®）などの消毒薬の

点眼を併用することが奨励されている。 

 

１．申請者加藤直子准教授（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のみにすること。 

        ② 患者さんへの説明書に説明した医師名を記載する項目を追加すること。 

 

 

申請書番号 １５－００１ 

課題名 
消化管穿孔患者における低ガンマグロブリン血症に対する IVIG 補充療法の

有用性 

申請者 消化器一般外科  浅野 博 准教授 

申請内容と 

その概要 

下部消化管穿孔は糞便が漏出するため容易に敗血症を発症し予後不良な疾患

の一つとされ、予後改善に向けて様々な取り組みがされている。その一つと

してガンマグロブリン製剤の投与が行われているが予後の改善はみられてい

ない。その一方で、欧米からの報告では敗血症患者において血清 IgG 値が低

地を示している症例の予後は不良であり、ガンマグロブリン製剤を投与し血

清 IgG 値を維持することによって予後の改善が期待されるとの報告もある。

しかしこれらの報告は敗血症全般を対象としており消化器領域に限定した報

告ではなく、また、本邦では敗血症患者においては 5ｇ×3 日間の計 15ｇ投

与しか適応となっていないが欧米では約 5 倍量の投与が可能であり本邦とは

投与量が異なっている。そこで今回我々は本邦では敗血症患者に対しては計

15ｇしか投与できないものの、低ガンマグロブリン血症の患者においては 1

回に 200～600㎎/㎏（75㎏の体重で 15～45ｇ）の投与が可能であることから、

下部消化管穿孔患者で低ガンマグロブリン血症を呈する症例に限定し、これ

まで 5ｇ×3 日間の計 15ｇ投与に対して 1 回 15ｇ×1 日を投与し、血清 IgG

値を推移、敗血症の早期離脱および予後の改善効果について検討を行いたい。 

 

１．申請者浅野博准教授（消化器一般外科）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：保留。 

         ① 低ガンマグロブリン血症に対して保険診療で行うということなら、病院 IRB

委員会の審査対象に該当はしない。適応外投与として行うのであれば、再度

申請し直すこと。 

 

 

申請書番号 １５－００２ 

課題名 難治性聴覚障害に関する調査研究 



4 

 

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、自己免疫性難聴、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、突発性難聴、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）を対象に、All Japan

の研究体制で調査研究を行うことにより、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・及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。  

  ※14-107の申請にて保留。 

   指摘事項 

   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。 

 

２．審議結果：承認。 

       ① 注意書きに、後方視的のみ審査したと記載すること。 

 

 

申請書番号 １５－００３ 

課題名 劇症肝炎に対する集中治療室での人工肝補助療法(On-line HDF） 

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 

2012年に施行した「急性肝不全に対する人工肝補助療法の現状に関するアン

ケート調査報告」によると、急性肝不全に対する人工肝補助療法として、全

国の 80％以上の施設で血漿交換と血漿濾過透析（HDF）が施行されており、

HDF では持続血液濾過透析（CHDF）・HDF（従来法）が多く、high flow CHDF

や on-line HCFが施行されたのは 23施設であった。しかし、人工肝補助療法

施行例全体での覚醒率 70－90％と非常に高率であり、同治療は昏睡型急性肝

不全に有用と考える。 

 

１．申請者持田智教授（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：非該当。 

          ① 感染には注意をすること。 

 

 

申請書番号 １５－００４ 

課題名 
睡眠時無呼吸患者における持続的陽圧呼吸のコンプライアンスについての検

討－音響鼻腔計測法による鼻腔開存性を比較して－ 
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申請者 耳鼻咽喉科   加瀬 康弘 教授 

申請内容と 

その概要 

睡眠時無呼吸（OSAS）の治療として持続陽圧呼吸（CPAP）が導入される患者

について、音響鼻腔計測法（AR）を用いて鼻腔開存性を測定し、座位と仰臥

位の検査所見と比較検討することで、CPAPのコンプライアンスを予測する。 

 

１．申請者加瀬康弘教授（耳鼻咽喉科）に代わり中島正己助教（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：条件付承認。 

         ① 患者さんへの説明書の「研究責任者 中島正己」を「実施者 中島正己」に 

訂正するか、「研究責任者 加瀬康弘」に訂正すること。 

 

 

申請書番号 １５－００５ 

課題名 
脳卒中急性期医療の地域格差の可視化と縮小に関する研究におけるデータ登

録 

申請者 脳神経外科   藤巻 高光 教授 

申請内容と 

その概要 

本邦の脳卒中診療の中核施設における包括的脳卒中センターとしての施設要

件および診療の質的評価と治療成績、予後との関連を調査し、地域格差を考

慮した適性な配置について提言を行う。 

 

１．申請者藤巻高光教授（脳神経外科）に代わり小林正人准教授（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：保留。 

        ① 個人情報管理者が小林先生になっているので、申請書 3.「医療行為実施者」に

記載されている人外の人にすること。 

        ② 個人情報の匿名化、連結の方法について確認すること。 

 

 

申請書番号 １５－００６ 

課題名 自動角膜撮影装置（GonioScope）の評価 

申請者 眼科   板谷 正紀 教授 

申請内容と 

その概要 

隅角検査は緑内障診療において主要な検査の 1つである。隅角検査は保護剤 

を介して角膜に接触する隅角鏡を用いて行うが、これまで隅角を撮影し記録 

することは 8方向に分けて撮影する必要があるため時間がかかり容易ではな 

かったため、大勢の患者に対してルーティーンに行える検査ではなかった。 

株式会社ニデック社の GonioScope®はこの問題を解決するために開発された 

自動隅角撮影装置である。1回の撮影で 360度の隅角を自動撮影することが 

出来るため、検査は短時間で容易に行えることが可能になり、ルーティーン 

検査となることが期待できる。緑内障と関係が深い隅角の所見を多くの患者 

で記録することが可能になれば緑内障診診療の客観化が高まり診療向上に貢 

献できると期待される。本研究は、この自動隅角撮影装置をさまざまな病型 
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の緑内障および緑内障を引き起こす眼疾患を有する眼に施行し、撮影の成功 

率、再現性、医師の隅角検査所見との一致率などを解析し、自動隅角撮影装 

置の有用性と問題点を明らかにすることを目的とする。 

 

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 申請書の臨床研究期間が「2015 年 3 月 31 日まで」と過去の日になっているの

で 2016 年に訂正すること。 

        ② 同意書に説明した医師の氏名記載欄を追加すること。 

        ③ 申請書の個人情報管理者は加藤准教授になっているので研究計画書 5/5 の板谷

教授を加藤准教授に訂正すること。 

        ④ 患者さんへの説明書に、この方法を受けない場合はどのような方法があるのか

の説明を追加すること。 

 

 

申請書番号 １５－０１１ 

課題名 慢性創傷における抗 MRSA薬の有効性及び安全性の検討 

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 

本研究の目的は慢性創傷患者において基礎疾患、血液、画像等の検査データ、 

創部の細菌学的所見などから抗 MRSA薬の有効性、安全性を評価することであ 

る。慢性創傷の細菌学的検査では MRSAの出現率は高く、抗 MRSA薬の使用頻 

度は高い。一方で抗 MRA薬は低感受性等の問題も出現している。2011年に新 

規抗 MRSA薬として daptomycinが本邦でも使用可能となった。慢性創傷への 

抗 MRSA薬に対する有効性や安全性に対する文献は稀である。 

 

１．申請者市岡滋教授（形成外科・美容外科）に代わり寺部雄太助教（形成外科・美容外科）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 プロトコールにインフォームドコンセントの方法についてはホームページにて

周知する項目を追加記載すること。     

  

 

申請書番号 １５－０１３ 

課題名 アナフィラキシー治療症例の多施設集積研究 

申請者 呼吸器内科   杣 知行 講師 

申請内容と 

その概要 

アナフィラキシーは「重篤で致死的な広範あるいは全身性の過敏反応」およ 

び「急速に起こり、死に至る可能性がある重篤なアレルギー反応」であり、 

時には死に至る重篤な疾患である。しかし、日本でのアナフィラキシー患者 

の全国的な疫学調査は行われておらず、その原因や臨床像について詳細な情 

報を得られていない。さらにアナフィラキシーを起こした患者のエピペン所 
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持率や症状出現時のエピペン使用率についても報告はない。日本のアナフィ 

ラキシー症例の発生状況と臨床経過を把握し、アナフィラキシー対策・治療 

の問題点を明らかにする。 

 

１．申請者杣知行講師（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 申請書の個人情報管理者の粟田教授を他の人に変更すること。 

 

 

申請書番号 １５－００７ 

課題名 腰部脊柱管狭窄症の画像評価についての検討 

申請者 整形外科・脊椎外科   釘宮 典孝 講師 

申請内容と 

その概要 

当科を受診し腰部脊柱管狭窄症の診断で検査入院および手術を行った症例に

ついて、単純レントゲン、MRI、脊髄造営検査、CT、ミエログラムで腰部脊柱

管狭窄症に特徴的な画像所見を比較検討する。具体的には、MRI での脊柱管

狭窄と脊髄造営での脊柱管狭窄の程度の比較、MRI と脊髄造営で見られる術

前後の Redundant nerve roots(RNR)の変化、画像所見と臨床症状、術後症状

の変化の比較などを行う。この結果が得られることにより、必要な画像撮影

の選択を適切に行うことができる。また、治療方針の決定にも有効である。 

 

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。 

 

 

 

 

以上 


