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第１５６回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日   時：平成２７年５月 11日（月） １７：３０～１９:１５ 

場   所：本部棟３階・会議室 

出 席 者：石原理（委員長・産婦人科）、市岡滋（副委員長・形成外科美容外科）、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）、根岸正道（外部委員）、児玉千春（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：大竹明（副委員長・小児科）、篠塚望（消化器一般外科）、岡村維摩（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。 

○ 15-008  眼科  加藤 直子 准教授 

       「自己血血清点眼の使用｣ 

       →平成 27年 4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。 

○ 15-009  眼科  加藤 直子 准教授 

       「真菌性角膜炎に対するファンガード®点眼の使用｣ 

       →平成 27年 4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。 

○ 15-010   眼科   加藤 直子 准教授 

       ｢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｣ 

→平成 27年 4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。 

○ 15-013   呼吸器内科   杣 知行 講師 

       ｢アナフィラキシー治療症例の多施設集積研究｣ 

→平成 27年 4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。 

○ 15-011   形成外科・美容外科   市岡 滋 教授 

       ｢慢性創傷における抗 MRSA薬の有効性及び安全性の検討｣ 

→平成 27年 4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。 

○ 14-122   呼吸器内科   永田 真 教授 

       ｢好中球性気道炎症患者における抗原特異的 Th2/17応答の解析｣ 

→平成 27年 3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。 

○ 14-125   感染症・感染制御科   樽本 憲人 講師 

       ｢ガンジタ属と一般細菌との共感染症例における臨床的検討｣ 

→平成 27年 3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｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（除外基準・補償制度・監査委託業者）

があり修正された書類の提出があり承認された。 

○ 14-098   眼科   板谷 正紀 教授 

       ｢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｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（医療行為実施者）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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○ 12-074   内分泌・糖尿病内科   井上 郁夫 准教授 

       ｢糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンによる

LDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究｣ 

→承認済課題。プロトコールの変更申請（医療行為実施者）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 １５－０１４ 

課題名 後天性血友病Ａに対するシクロホスファミド療法 

申請者 総合診療内科  宮川 義隆 教授 

申請内容と 

その概要 

後天性血友病は、血液凝固第Ⅷ因子に対する自己抗体が原因で発生する血液

疾患である。国内患者数は約 100 名（推定）と超稀少疾患である。本症の一

部は脳出血など致死的な出血を合併し、死亡率は約 1 割とされる。このため

止血を目的に活性化型血液第Ⅶ因子製剤（ノボセブン）などを投与する。病

気の本態は自己免疫疾患であり、標準的な治療はプレドニゾロンによる免疫

抑制療法である。同療法が無効で自己抗体の力価が高く、凝固異常症の合併、

脳出血などを合併する危険性が高い場合、セカンドラインの免疫抑制療法と

してシクロホスファミドとリツキシマブが本邦の診療ガイドライン（日本血

栓止血学会）で推奨されている。 

 

１．申請者宮川義隆教授（総合診療内科）に代わり小林威仁講師（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。 

  ※ 本申請については迅速審査依頼があり、平成 27年 4月 10日、金澤病院長・石原委員長の決

済にて事前承認済。 

 

２．審議結果：承認。 

 

 

請書番号 １５－０１６ 

課題名 非特異性多発性小腸潰瘍症の内視鏡像検討とアトラス作成 

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、回腸中～下部に浅い多発性の潰瘍と潰瘍瘢痕

の混在した病変を認め、潜在性あるいは顕性出血による高度な貧血を特徴と

する小腸潰瘍症で原因は不明である。非特異性多発性小腸潰瘍症の内視鏡像

は、一部の専門医にしか知られておらず、その詳細も不明な点が多い。そこ

で本研究は、厚生労働省科学研究委託事業難治性疾患等克服研究事業（難治

性疾患等実用化研究事業）「難治性小腸潰瘍の診断法確立と病態解明に基づ

いた治療法探索」によって行う多施設共同研究で、非特異性多発性小腸潰瘍

症の内視鏡像の特徴を解析するとともに、アトラスを作成し、広く啓蒙する

ことを目的とする。 

 

１．申請者今枝博之教授（総合診療内科）に代わり大庫秀樹講師（総合診療内科）より、提出された
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課題についての説明が行われた。 

 

２．審議結果：保留。 

        ① 岩手医科大学の承認証明書を提出すること。 

        ② 後方視的なのかどうかを確認すること。 

        ③ 連結可能匿名化についても再考すること。 

 

 

申請書番号 １５－０１７ 

課題名 パーキンソン病における網膜イメージングの有用性に関する研究 

申請者 神経・脳卒中内科  高橋 一司 教授 

申請内容と 

その概要 

本研究の目的は、パーキンソン病（PD）患者さんの診療にいて、最新の網膜

イメージング検査（スペクトラルドメイン光干渉断層計：SD-OCT）の診断的

画像バイオマーカーとしての意義を確立することである。 

 

１．申請者高橋一司教授（神経・脳卒中内科）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「介入を伴わない」を「介入伴う」に訂正すること。 

        ② UMIN 等のデータベースに登録すること。 

      ③ 当院の単独臨床研究なので匿名化をする必要はなく、個人情報管理者も不要な

ので削除すること。 

 

 

申請書番号 １５－０１８ 

課題名 健常成人脳 MRI拡散強調画像に基づく基礎データ分析 

申請者 放射線科  新津 守 教授 

申請内容と 

その概要 

非侵襲的脳画像診断技術のひとつ、MRイメージング法において、水分子の拡

散への影響を強調するデータ取得および画像計算処理法が開発され、神経や

グリアなどの細胞膜や細胞質内器官の化学組成や構造情報を推定し得る可能

性が示されている。同拡散強調画像シークエンスの有効性は、実験動物（1）、

および、ヒト（2）で報告されてきた。同方法の脳内の質および構造情報の確

定は、将来、小児脳発達診断に適用できる可能性がある。そこで、小児脳適

用に発展させる前に成人健常ボランティア脳データを取得し、年齢や認知・

記憶機能などの依存性に関するデータ分析を行うことで、同技術情報の基礎

的知見を把握し準備する必要がある。 

 

１．申請者新津守教授（放射線科）に代わり青木孝子助教（放射線科）、小柴満美子客員准教授（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：非該当。 

        ① 病院 IRB 委員会ではなく大学倫理委員会へ申請すること。 
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申請書番号 １５－０１９ 

課題名 

EGFR遺伝子変異を有する非小細胞肺癌に対する一次治療としてのベバシズマ

ブ＋エルロチニブ併用療法とエルロチニブ単剤療法を比較する非盲検無作為

化比較第Ⅲ相臨床試験 

申請者 呼吸器内科   小宮山 謙一郎 講師 

申請内容と 

その概要 

EGFR 遺伝子変異を陽性の進行非小細胞肺癌に対する標準治療の一つに EGFR

チロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）単剤治療が行われている。EGFR-TKI単

剤治療は細胞障害性抗悪性腫瘍薬と比較し、無増悪生存期間（PFS）の延長効

果が優れているか、治癒には至らず、1 年前後で病勢の増悪に至る。したが

って依然として治療成績の更なる向上が求められている。EGFR-TKIの一つで

あるエルロチニブと VEGF モノクローナル IgGI 抗体ベバシズマブ併用療法を

検討する国内第Ⅱ相試験（JO25567）試験が実施され、PFSの延長（16.0ヵ月 

vs 9.7ヵ月）が示され、明らかな忍容性低下を認めなかった。以上のことか

ら、エルロチニブとバシズマブ併用療法が標準治療となりえる治療であり、

第Ⅲ相比較試験の計画となった。 

 

１．申請者小宮山謙一郎講師（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 申請書の研究期間の終了を平成 27 年 10 月 30 日から平成 30 年 10 月 30 日へ

と訂正すること。 

 

 

申請書番号 １５－０２１ 

課題名 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法 

申請者 小児科   山崎 太郎 講師 

申請内容と 

その概要 

乳児血管腫は出生後 1 カ月以内出現する血管内皮細胞の増殖した腫瘍病変で

ある。多くは自然退縮するが、中には腫瘍の増大により機能障害を生じたり、

瘢痕が整容的問題となる。これまでステロイド治療やレーザー治療など種々

の治療方法が行われてきたが、近年、乳児血管腫に対するプロプラノロール

内服療法の有効性が多数報告され、その有用性と安全性から、欧米では既に

第一選択薬となりつつある。当院でも平成 26年 10月より 7カ月の女児（IRB

申請番号 14-056）に、また平成 27年 1月より 4カ月の女児（IRB申請番号

14-113）に投与したが経過は良好で血管腫の消退傾向を確認している。今回

の症例は 1 歳 2 カ月女児、右腋窩～上腕にかけての血管腫である。そこでご

家族に使用に際しての想定される利益とリスクにつき十分説明を行い、承諾

を頂ければ使用させて頂きたくここに申請する。また、1 例目の承認より 1

年も経過しないうちに 3 例目投与になることを考えると、今後、大凡年間 3

～5 例程度の症例にプロプラノロール投与を検討することが考えられる。医

療行為期間を承認日より 5年間とし目標症例数を 25例（年間 5例前後）に設

定し、順次 5年ごとに包括的に承認して頂きたく申請する。 

 

１．申請者山崎太郎講師（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：承認。 
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申請書番号 １５－０２２ 

課題名 
難治性高安動脈炎に対する抗 IL-6受容体抗体製剤（トシリズマブ）の治療効

果 

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 

症例は 21歳の女性。2010年 2月に炎症反応高値に加え、CT・MRIにて大動脈

弓部とその主要分枝の狭窄・壁肥厚を認め高安動脈炎の診断に至った。

0.8mg/kg のプレドニゾロン(PSL)と 6mg/week のメソトレキサート（MTX）で

初期治療を行ったが効果不十分で、ステロイドハーフパルス行い炎症反応が

陰転化した。同年 8月 PSL：25mgまで減量された時点で再燃し、PSL：32.5mg

＋MTX:10mg/week でも改善せず再入院。ステロイドパルスを行い炎症鎮静化

し、PSL：30mg＋MTX：10.5mg/week＋シクロスポリン A（CyA：250mg）。発熱・

炎症反応上昇に加え、今度は腹腔動脈起始部の狭窄を認めた。PSL：1mg/kg

に増量し、タクロリムス（TAC）併用とした。TACは関節リウマチや難治性ル

ープス腎炎で用いられる 3mg/dayとした。これで一時改善認めていたが PSL：

15mgまで減量された。2014年 10月に CRP陽性化するようになった。造影 MRI

でも腹部大動脈の壁に軽度ながら造影効果を認め再燃が疑われている。PSL：

20mgとして現在外来フォロー中であるが CRPは陰性化していない。高用量ス

テロイドで改善はするも減量にて再燃を繰り返し併用療法の選択に難渋する

症例である。既存の免疫抑制薬併用とは異なったアプローチとして生物学的

製剤に注目し投与を検討している。 

 

１．申請者三村俊英教授（リウマチ膠原病科）に代わり吉田佳弘助教（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 費用に関して本人負担が可能かどうか再考すること。 

 

 

申請書番号 １５－０１５ 

課題名 肺非結核性抗酸菌症と肺アスペルギルス症の共感染における臨床的検討 

申請者 感染症科・感染制御科   樽本 憲人 講師 

申請内容と 

その概要 

肺非結核性抗酸菌症（肺 NTM 症）は難治性感染症の一つであり、肺構造が経

年的に破壊され、呼吸不全に至る疾患である。破壊された肺には、糸状菌で

あるアスペルギルスが付着し、腐生性に、慢性的に増悪を示すことが知られ

ているが、肺 NTM 症と慢性肺アスペルギルス症の共感染に関する病態につい

ては、あまり知られていない。今回私達は、当院において呼吸器検体より非

結核性抗酸菌とアスペルギルスが検出された症例について慢性肺アスペルギ

ルス症発症の指標である沈降抗体も含めた検査や画像所見、予後や危険因子

などについて後方視的に検討し、解析する。 

 

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。 
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２．審議結果：保留。 

       ① 診療に関しては患者さんの担当は呼吸器内科であるため、呼吸器医科に許可をと

り申請書の 3.「研究または医療行為実施者氏名」の項目に呼吸器内科の医師を加

えること。 

 

 

申請書番号 １５－０２０ 

課題名 脂肪肝に併発した肝障害に対するビタミン Eの有用性 

申請者 消化器内科・肝臓内科   塩川 慶典 助教 

申請内容と 

その概要 

当院での脂肪肝を有する肝機能異常症例に対し、ビタミン E を投与し、副作

用が少なく、肝機能改善、発癌発生抑制が出来、脂肪肝を有する NAFLD や他

の肝疾患の有効な治療薬の一つになりうるかを検討する。 

 

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：条件付承認。 

        ① 申請者の役職が助教なので講師以上の人に変更すること。 

 

 

申請書番号 １５－０２３ 

課題名 気腫合併肺線維症（CPFE）における臨床的検討 

申請者 呼吸器内科   永田 真 教授 

申請内容と 

その概要 

電子カルテの閲覧によって、対象患者の臨床経過、血液検査値、生理学的検

査値（心エコー、肺機能検査など）、X線画像検査結果などを参照する。CPFE

群と肺気腫のない、もしくは乏しい特発性肺線維症（IPF）群の 2群間で臨床

的パラメーターを比較し、CPFE群に特徴的な臨床所見を見出す。また、CPFE

群に関する予後因子について統計解析を行う。 

 

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 


