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第１６２回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

日   時：平成２７年１１月２日（月） １７：３０～１８:４５ 

場   所：本館 12階・カンファレンスルーム 1 

出 席 者：13名  

委任状出席：4名 

事 務 局：1名 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 15-077  耳鼻咽喉科  池園 哲郎 教授 

       ｢聴覚障害者の聴覚的時間情報処理に関する研究｣ 

       →平成 27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。 

○ 15-087  歯科口腔外科  依田 哲也 教授 

       「脱水・熱中症の予防症対策用検査機器の開発のための脱水症における口腔粘膜

乾燥状態の検討｣ 

       →平成 27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。 

○ 15-089  中央検査部  森吉 美穂 講師 

       採血管遠心後、上清中のリンパ球、血小板の影響の検討｢｣ 

       →平成 27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。 

○ 15-069  リウマチ膠原病科  三村 俊英 教授 

       ｢日常診療における目標達成に向けた治療（Treat to Target,T2T）実践のアウト

カム測定のための HAQ調査｣ 

       →平成 27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。 

○ 15-061  眼科  加藤 直子 准教授 

       「眼表面悪性腫瘍に対してのマイトマイシン C点眼薬の使用｣ 

      →平成27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。 

 

 

 

申請書番号 １５－０９７ 

課題名 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法-1 

申請者 小児科   山﨑 太郎 講師 

申請内容と 

その概要 

乳幼児血管腫は出生後 1 カ月以内に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、乳幼児血管腫に対するプロプラ

ノール内服療法の有効性が多数報告され、その有効性と安全性から、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、平成 27 年 1 月より 4 カ月女児（ＩＲＢ申

請番号 14-113）に、また、平成 27 年 5 月より１歳 2 カ月の女児（ＩＲＢ申

請番号 15-021）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 2 カ月男児、左眼の下の血管腫である。そこで、御家族に使用

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。 
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１．申請者山﨑太郎講師（小児科）より、提出された課題についての説明が行われた。 

審議 
① 乳幼児血管腫に対するプロプラノロールの適応が、来年の春には保険収載される予定です。

ですから臨床研究という申請ではなく、１件１件の医療行為として３症例申請いたしました。 
② 病状詳記を添付して保険請求して病名は何をつけているのか？ 
  →血管腫の病名だけです。 
  →嘘はつかずに、その通りにつけた方がよい。ダメならば潔く引いて頂きたい。その時は病

院負担として欲しい。正当性のある治療法でならば、正性同等と請求して欲しい。 
 

２．審議結果：承認。 
 
３．費用負担：保険診療。 

 

 

 

申請書番号 １５－０９８ 

課題名 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法-2 

申請者 小児科   山﨑 太郎 講師 

申請内容と 

その概要 

乳幼児血管腫は出生後 1 カ月以内に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、乳幼児血管腫に対するプロプラ

ノール内服療法の有効性が多数報告され、その有効性と安全性から、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、平成 27 年 1 月より 4 カ月女児（ＩＲＢ申

請番号 14-113）に、また、平成 27 年 5 月より１歳 2 カ月の女児（ＩＲＢ申

請番号 15-021）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 3 カ月男児、左頬部の血管腫である。そこで、御家族に使用に

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。 

 

１．申請者山﨑太郎講師（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。 
         
３．費用負担：保険診療。 

申請書番号 １５－０９９ 

課題名 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法-3 

申請者 小児科   山﨑 太郎 講師 

申請内容と 

その概要 

乳幼児血管腫は出生後 1 カ月以内に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
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ど種々の治療方法が行われてきたが、近年、乳幼児血管腫に対するプロプラ

ノール内服療法の有効性が多数報告され、その有効性と安全性から、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、平成 27 年 1 月より 4 カ月女児（ＩＲＢ申

請番号 14-113）に、また、平成 27 年 5 月より１歳 2 カ月の女児（ＩＲＢ申

請番号 15-021）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 5 カ月女児、左側項部の血管腫である。そこで、御家族に使用

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。 

 

１．申請者山﨑太郎講師（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。 
 
３．費用負担：保険診療。 
 
 
 

申請書番号 １５－１０１ 

課題名 全身性無汗症のＱＯＬ調査と健康状態の評価 

申請者 神経内科・脳卒中内科   中里 良彦 講師 

申請内容と 

その概要 

ＩＲＢ申請を行い、共同研究施設承諾書を取得してから本調査を開始する予

定である。当院を受診し全身性無汗症と診断された患者に対して、外来診察

時に説明書と調査票を渡し、診察後に記入して頂き提出して頂く。外来受診

の予定のない場合は、自宅本人宛「親展」にて説明書と調査票、返信用封筒

を送付する。被験者は自己判断で決定できる状態にする。調査に同意頂ける

場合は、調査票に記入し提出して頂く。調査に同意頂けない場合は提出しな

くてもよいこととし、調査票の提出をもって同意して頂いたとものとみなす。

診察券番号（患者ＩＤ）が記載された調査票を回収した後、無汗症重症度基

準などの項目を医師が記載する。その後、アンケート用紙の患者ＩＤが記載

された部分を切り取って、東京医科歯科大学皮膚科に送付して集計を行う。

集計時には連結不可能匿名化となっている。この疾患の年齢分布は若年から

中高年まで及ぶが、調査の対象は調査票の内容を理解してもらえる中学生以

上の患者で行うこととする。小学生以下は対象から除外する。 

 

１．申請中里良彦講師（神経内科・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。 

審議 
  ① 原因不明の難病という話しだが、本当に全くわからないのか？ 
    →我々は汗腺にあるレセプターの機能異常だと考えています。それを解明するための１つと

してアンケート調査を行います。 
② 主な症状としてはどうようなものか？ 
  →夏場に運動した時や暑い時など熱中症になってしまいます。汗をかくような環境下では体

中に蕁麻疹がでてきます。非常に痛くて、日常生活の QOL がかなり制限されます。 
 

２．審議結果：承認。 
        
３．費用負担：患者負担無し。 
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申請書番号 １５－１０４ 

課題名 高齢入院患者の栄養状態と運動機能・社会的帰結との関連 

申請者 リハビリテーション科   松本 幸大 理学療法士 

申請内容と 

その概要 

高齢者では低栄養素状態にあるものの割合が高いことが知られており、入院

中の高齢者では約 40％、訪問治療を行う高齢者では約 30％、外来通院中の高

齢者では約 10％が低栄養素状態と推測されている。低栄養素状態では筋萎縮、

筋力低下が進行し、このことが転倒や骨折、その結果歩行・ＡＤＬ能力低下

の原因となることから、近年「栄養なくしてリハなし」「栄養はリハビリテー

ションのバイタルサインである」と言われるようになった。栄養状態の評価

には、簡易栄養状態評価表や血清アルブミン値などを指標とした報告は多い

が、近年は Gnozalezらが提唱した CONUT値が注目されているが、この CONUT

値を用いて栄養状態を評価し、理学療法、作業療法施行による運動機能や社

会的帰結との関連について研究した報告は少ない。以上から本研究の目的は、

当科入院中の高齢患者を対象とし、入院中での CONUT 値を用いて評価したが

栄養状態が運動機能・社会的帰結にどのように関連するかを明らかにするこ

とである。 

 

１．申請者松本幸大理学療法士（リハビリテーション科）より、提出された課題についての説明が行

われた。 

審議 
①  実際に何を行うのかわかりづらい。CONUT値とは何なのか？ 

→CONUT 値とは、採血中のアルブミンと総コレステロールと末梢血リンパ球の 3 つの採血

データをスコア化したものです。それを軽状群、軽度異常、中等度異常、重度異常の４

群にわけて栄養状態を評価するものです。採血は保険診療内で元々行うものです。その

ため申請書には記載していません。 

→侵襲有りになるので、介入有りにして臨床研究として登録をして頂きたい。 
   ② 患者さんの説明書にアンケートと記載があるが添付されてないが？ 
     →診断基準をつけるロコモ 25 というアンケートがあり、それを使用するつもりです。従

来から使用されているものです。 
   ③ 栄養状態を把握する時の血中の何を測定するのかを、きちんと記載しておかないとわから

なくなる可能性があると思われる。 
     →研究計画書を書き直して頂きたい。 
   ④ 申請書を講師以上の別の方にして欲しい。 
  
２．審議結果：条件付承認。 
        ① 侵襲有り、介入有りにして臨床研究として登録をすること。 
        ② アンケートと記載があるが添付してないので提出すること。 
        ③ 研究計画書を書き直すこと。 
        ④ 申請書を講師以上の別の方にすること。 
 
３．費用負担：保険診療。 
 



5 
 

 
 

申請書番号 １５－１０５ 

課題名 
潰瘍性大腸炎（ＵＣ）患者における腸内細菌叢パターン解析による新たな診

断分類の確立 

申請者 総合診療内科   今枝 博之 教授 

申請内容と 

その概要 

これまで腸内細菌が炎症性腸疾患の病態に大きく関与することが知られ、近

年、潰瘍性大腸炎（UC）の新たな治療法として腸内細菌叢をターゲットとし

た二つの治療法が注目されている。その一つが腸内細菌叢のバランスを改善

させ宿主に有利に作用する細菌、いわゆるプロバイオティクスで、活動性 UC

に対する緩解導入効果や UC 術後の回腸襄炎の緩解維持効果が報告されてい

る。もう一つは UC患者に健常者の便を移入する糞便移植である。この様に腸

内細菌叢は IBDの環境因子として重要なものとして考えられているが、UCに

おいて発症の鍵となる菌の同定には至っていない。最近の IBD の腸内細菌叢

に関する研究では、大腸菌に代表されるプロテオバクテリア門の増加とファ

ーミテクス門のクロストリジウムの減少の報告に留まっている。今回、われ

われはこの問題を解決すべく T-RELP 法を用いて腸内細菌叢の多様性を評価

し、その解析には高次元データの中に存在する傾向や相関関係の発見に有用

な解析手法である自己組織化マップを用いることとした。 

 

１．申請者今枝博之教授（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。 

審議 
① これは、まだ未治療で新規に診断された方なのか？ 

    →治療している方も入ってきます。治療中で安定している方も組み入れます。なお、当院で   

は健常者はエントリーいたしません。 
② 便の採取は誰が行うのか？ 
  →患者さんに容器を渡して取ってきて頂きます。 

 

２．審議結果：承認。 
            
３．費用負担：保険診療。 
 
 
 

申請書番号 １５－０８１ 

課題名 非代償性肝硬変における肝性胸水に対する胸膜癒着術 

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 

胸膜癒着術に使用されている薬剤は化学的に刺激し胸膜炎を起こし繊維化固

定するもの、それ自体が役目をするものに大別される。前述のものにはタル

ク、免疫賦活剤ピシバニール（OK432）、抗癌剤プレオマイシン・シスプラチ

ン、抗生物質テトラサイクリン系があり、後述には自己血、フィブリン糊、

50％ブドウ糖液がある。癌性胸膜炎のみでなく、繰り返す自然気胸の良性疾

患にも行われており、合併症である膿胸、呼吸不全、発熱、疼痛、消化器症

状に注意しながら、施行していくようにする。使用薬剤はテトラサイクリン

系抗生剤（ミノサイクリン塩酸塩）を用いることとする。気胸に対しては胸
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腔ドレナージ術単独よりもミノサイクリン併用による胸膜癒着術のほうが再

発抑制効果が高く、注入時の胸膜痛に対してはキシロカイン注入を直前に行

うなどの工夫を行い、また、胸水しっかり排液した後に薬剤を注入し、薬液

が希釈されないようにしていく。巨大化する多発汗襄胞でも襄胞穿刺排液の

みでは再発率が高く、襄胞のコントロールは困難であり、これにもテトラサ

イクリン系抗生剤、エタノールの注入による硬化療法が行われており、発熱、

腹痛の合併症に留意し使用されている。多発腎襄胞に対する癒着術の際にも

同薬剤が使用されることが多い。 

 

１．申請者持田智教授（消化器内科・肝臓内科）に代わり稲生実枝准教授（消化器内科・肝臓内科）

より、前回指摘された事項につき修正した書類の提出がなされ、課題についての説明が行われた。 

※ 前回指摘事項 

   ① 癌の診断名がなければピシシバニールは癒着薬としても一般薬としても使用できる。だか 
らピシバニールとわざわざ記載しなくてもテトラサイクリンのみの記載で大丈夫だと考え 
られるので、「テトラサイクリンを数回使用して癒着が成功しない場合、研究費負担でタル 
クを使用する。」などと変更すること。 

   ② 呼吸器内科の医師にも相談すること。 

審議 
① 呼吸器内科の誰に相談したのか？ 
  →前の時は小宮山先生に相談致しました。今回も何回か電話をしてみましたが、連絡が出来

ず相談できませんでした。 
  →呼吸器内科を代表して答えて頂き、文書で提出して欲しい。 

 

２．審議結果：条件付承認。 
        ① 呼吸器内科の医師にも相談し、回答を文書で提出すること。 

       
３．費用負担：保険診療。 
 
 
 

申請書番号 １５－０９６ 

課題名 
慢性創傷の集学的管理に寄与する栄養ならびに酸化ストレス関連因子を用いた

評価指標の検索 

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 

治癒抵抗性の慢性創傷では、標準的な治療・処置に対する効果に個人差が大きい。

治療への応答性に見られる個人差や治癒遅延には患者の栄養状態を含めた全身

状態の相違が大きく関与するものと推察されるが、現在のところ慢性創傷治療に

特化した栄養療法や全身状態に対する客観的指標は定められていない。当該疾患

治療の質的向上には、適切な栄養介入と患者の全身状態や治療効果を的確に把握

するための客観的な新規診断ツールの策定が必須である。栄養（特にビタミンや

無機質などの微量栄養素）ならびに生体酸化ストレス因子が全身状態を反映する

指標になるもとと推察され、本研究を計画した。 

 

１．申請者市岡滋教授（形成外科・美容外科）に代わり栗原健助教（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。 

  審議 
  ① 特殊検査と記載されてあるが、研究計画書に具体的に何を調べるのかの記載がない。 
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→女子栄養大学からは「微量栄養素や生体酸化ストレスにかかわる関連因子」としか着てい

ません。 

→具体的に何を調べるのか記載して欲しい。 

  ② 「残血をまわす」という設定は止めた方がよいのでは。研究のために採血量を増やすなどと

した記載の仕方がよいと思う。明確にして同意を取得した方がよい。 

 

２．審議結果：条件付承認。 

        ① 「微量栄養素や生体酸化ストレスにかかわる関連因子」ではなく、具体的に何 

を調べるのか記載すること。 

        ② 「残血をまわす」という記載ではなく、「研究のために採血量を増やす」などと

した記載にすること。 

 
３．費用負担：患者負担無し。 
 
 
 

申請書番号 １５－１０３ 

課題名 温式自己抗体保有患者への輸血対応 

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 

赤血球に対する温式自己抗体を保有する患者で、赤血球製剤が輸血された症

例について、血液製剤選択その輸血効果、副作用の有無について解析をする。 

 

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。 

審議 
① カルテ調査による、既に終了した期間に対する研究であり IRB委員会での審査は対象外であ

り非該当となるが、審議の結果、倫理的に問題のないことを確認した。 

 

２．審議結果：承認。 
       ① ホームページに公開すること。 
 
３．費用負担：患者負担なし。 
 
 
 

申請書番号 １５－１０２ 

課題名 成人急性リンパ芽球性白血病におけるトランスクリプトーム解析 

申請者 国際医療センター・造血器腫瘍科   前田 智也 講師 

申請内容と 

その概要 

埼玉医科大学国際医療センター造血器腫瘍科は 2003 年の埼玉医科大学内科

学血液内科部門への改組から 2006年に血液内科と改称後、2007年の当院（国

際医療センター）の開設に伴って、それまでの血液内科病床の 2/3（約 40）

が移動し、主として白血球、悪性リンパ腫の診察を担うためにつくられた。

本研究は既存試料の一部に2002年に埼玉医科大学病院血液内科で施設IRB承

認の下で開始された JALSG ALL2002-O 試験の病理検体を用いて行う観察研究
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どおり、当院の病院 IRB への申請と共に病理検体が保存されている埼玉医科

大学病院への申請を同時に行うものである。 

 

１．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。 

審議 
① カルテ調査による、既に終了した期間に対する研究であり IRB委員会での審査は対象外であ

り非該当となるが、審議の結果、倫理的に問題のないことを確認した。 

 

２．審議結果：承認。 
       ① ホームページに公開すること。 
 
３．費用負担：患者負担なし。 
 
 

以上 


