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第１５８回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

日   時：平成２７年 7月 6日（月） １７：３０～２０:１５ 

場   所：本部棟３階・会議室 

出 席 者：15名  

委任状出席：2名 

事 務 局：2名  

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 15-029  産婦人科  亀井 良政 教授 

       →平成 27年 6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。 

○ 15-027  小児科  徳山 研一 教授 

       →平成 27年 6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。 

○ 15-016   総合診療内科   今枝 博之 教授 

→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。 

○ 09-032   内分泌・糖尿病内科   井上 郁夫 准教授 

→承認済課題。プロトコールの変更申請がなされ承認された。 

○ 14-102   整形外科・脊椎外科   金 潤澤 教授 

→承認済課題。プロトコールの変更申請がなされ承認された。 

○ 14-083   産婦人科   梶原 健 准教授 

→承認済課題。プロトコールの変更申請がなされ承認された。 

 

申請書番号 １５－０４４ 

課題名 
アンチトリプシン発現動態の子宮内膜症の進展における意義と新規治療標的

としての有用性に関する検討 

申請者 産婦人科   梶原 健 准教授 

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：承認。 
 

申請書番号 １５－０４３ 

課題名 
母体血中ｃｗｌｌ－ｆｒｅｅ ＤＮＡを用いた無侵襲的出生前遺伝学的検査

の臨床研究 

申請者 産婦人科   難波 聡 講師 

１．申請者難波聡講師（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。 
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申請書番号 １５－０３３ 

課題名 急性脳症に対する脳低体温療法 

申請者 小児科   阿部 裕一 講師 

１．申請者阿部裕一講師（小児科）に代わり山内秀雄教授（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：条件付承認。 
 

申請書番号 １５－０３４ 

課題名 真菌性角膜炎に対するブイフェンド®点眼の使用 

申請者 眼科   加藤 直子 准教授 

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 
 

申請書番号 １５－０３５ 

課題名 サイトメガロウイルス角膜内皮炎・虹彩炎に対するデノシン®点眼薬の使用 

申請者 眼科   加藤 直子 准教授 

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 
 

申請書番号 １５－０３１ 

課題名 
C 型慢性肝疾患に対するアスナプレビル・ダクラタスビル併用療法における

アスナプレビル減量投与 

申請者 消化器内科・肝臓内科   持田 智 教授 

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり内田義人助教（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。 
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申請書番号 １５－０３２ 

課題名 

ゲノタイプ 2型の C 型慢性肝疾患におけるソフォスプビル・リバビリン併用

療法の有効性を規定する要因：C 型肝炎ウイルス（HCV）の NS3・NS5A・NS5B

領域の薬剤耐性変異の測定 

申請者 消化器内科・肝臓内科   持田 智 教授 

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり内田義人助教（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：承認。 
 

申請書番号 １５－０３８ 

課題名 小児アレルギー性鼻炎の診断基準作成に向けた実態調査 

申請者 耳鼻咽喉科   上條 篤 准教授 

１．申請者上條篤准教授（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 １５－０３９ 

課題名 
スギエキスを用いたぜ舌下免疫療法による発症予防についての検討－スギ花

粉感作未発症例を対象とした二重盲検比較試験 

申請者 耳鼻咽喉科   上條 篤 准教授 

１．申請者上條篤准教授（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。 
       

申請書番号 １５－０４０ 

課題名 
重症ミトコンドリア病患児に対する、ピルビン酸ナトリウムの治療的応用に

ついて 

申請者 小児科   大竹 明 教授 

１．申請者大竹明教授（小児科）に代わり荒尾正人助教（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。 
 

申請書番号 １５－０３０ 

課題名 下肢難治性潰瘍に対する遊離皮弁術の治療成績 

申請者 形成外科・美容外科   市岡 滋 教授 

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。 
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申請書番号 １５－０４２ 

課題名 難治性潰瘍の治療予後規定因子解析に関する研究 

申請者 形成外科・美容外科   市岡 滋 教授 

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。 
       

申請書番号 １５－０４１ 

課題名 
顔面神経麻痺による閉瞼機能障害に対する、ゴールドプレートインプラント

による治療 

申請者 形成外科・美容外科   簗 由一郎 助教 

１．申請者簗由一郎助教（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：承認。 
 

申請書番号 １５－０４５ 

課題名 在宅血液透析患者および施設血液透析患者におけるかゆみの調査 

申請者 腎臓内科   岡田 浩一 教授 

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。 
 

申請書番号 １５－０４９ 

課題名 
食物依存性運動誘発アナフィラキシー児に対する運動負荷試験の意義と原因

食物についての考察 

申請者 小児科   徳山 研一 教授 

１．申請者徳山研一教授（小児科）・盛田英司助教（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：保留。 
   

申請書番号 １５－０５０ 

課題名 皮膚掻痒症を合併した慢性肝疾患 QOL向上に関する研究 

申請者 消化器内科・肝臓内科   持田 智 教授 

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり中山伸朗准教授（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。 
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申請書番号 １５－０５１ 

課題名 
「ステロイド単独療法に対して治療抵抗性のびまん性肺同胞出血に対するシ

クロホスファミド或いはリツキシマブとステロイド併用療法」 

申請者 呼吸器内科   太田 洋充 講師 

１．申請者太田洋充講師（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。 
       

申請書番号 １５－０４７ 

課題名 臨床分離メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)株における PVL保有率の検討 

申請者 臨床検査医学科   森吉 美穂 講師 

１．申請者森吉美穂講師（臨床検査医学科）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 １５－０３６ 

課題名 皮下腫瘤の超音波検査所見の後方視的検討 

申請者 臨床検査   森吉 美穂 講師 

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。 
  

申請書番号 １５－０４６ 

課題名 
当院におけるＣｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ毒素陰性・抗原

陽性症例への検査部の対応について 

申請者 中央検査部   森吉 美穂 講師 

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。 
 

申請書番号 １５－０４８ 

課題名 播種性クリプトコックス症における菌学的解析と臨床的背景の検討 

申請者 感染症科・感染制御科   樽本 憲人 講師 

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。 
    

以上 


