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第１６５回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

日   時：平成２８年２月１日（月） １７：３０～２０:００ 

場   所：本館 12階・カンファレンスルーム 1 

出 席 者：14名 

委任状出席：3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。 

○ 15-117  救急科   上條 吉人 教授 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-126  救急科   上條 吉人 教授 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-118  救急科   中谷 宣章 講師 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-122  産婦人科   梶原 健 准教授 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-121  産婦人科   岡垣 竜吾 教授 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-123  内分泌内科・糖尿病内科   島田 朗 教授 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-128  消化器内科・肝臓内科   持田 智 教授 

       →平成 28年 1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。 

○ 15-060  小児科   山内 秀雄 教授 

       →平成 27年 8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。 

○ 15-026  小児科   山内 秀雄 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。 

○ 12-088  リウマチ膠原病科  三村 俊彦 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 13-071  リウマチ膠原病科  三村 俊彦 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 13-085  リウマチ膠原病科  三村 俊彦 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 13-106  リウマチ膠原病科  三村 俊彦 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 14-050  腎臓内科  岡田 浩一 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 14-037  神経・脳卒中内科  荒木 信夫 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 13-086  耳鼻咽喉科  池園 哲郎 教授 
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       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。 

○ 12-082  耳鼻咽喉科  池園 哲郎 教授 

       →承認済課題。プロトコールの一部変更申請があり、修正された書類の提出があ 

り承認された。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

申請書番号 １５－１３１ 

課題名 腹腔鏡補助下腹膜透析カテーテル位置修正術 

申請者 腎臓内科   杉山 圭 助教 

 ※ この申請課題については迅速審査依頼があり、平成 28年 1月 15日に病院 IRB委員長、平成 28

年 1月 16日に病院長が確認をしましたので承認とする（ただし、2月の委員会にて事後報告

をすること）。 

１．申請者杉山圭助教（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：承認。 

 

申請書番号 １５－１３２ 

課題名 群発頭痛患者におけるナラトリプタンの有効性の検討 

申請者 神経内科・脳卒中内科   伊藤 康男 講師 

１．申請者伊藤康男（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。 

２．審議結果：保留。 
 

申請書番号 １５－１３５ 

課題名 着床時に必要なヒト受精卵由来セリンプロテアーゼの探索と機能解析 

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：条件付承認。 
 

申請書番号 １５－１３３ 

課題名 中耳真珠腫進展度分類 2015案による中耳真珠腫全国登録研究 

申請者 耳鼻咽喉科   池園 哲郎 教授 

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：条件付承認。 
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申請書番号 １５－１３９ 

課題名 
ステロイド治療抵抗性特発性間質性肺炎症例に対するカルシニューリン阻害

剤（タクロリムス、シクロスポリン）およびステロイド併用療法 

申請者 呼吸器内科  仲村 秀俊 教授  

１．申請者仲村秀俊教授（呼吸器内科）に代わり杣知行准教授（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：承認。 
        

申請書番号 １５－１３６ 

課題名 
非 B 型非 C 型肝細胞癌の臨床的特徴、治療法、予後に関する後ろ向き多施設

共同コホート研究 

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）に代わり稲生実枝准教授（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。 
        

申請書番号 １５－１３８ 

課題名 新しいスウェプトソース光干渉断層計を用いた前眼部生体計測 

申請者 眼科   庄司 拓平 講師 

１．申請者庄司拓平講師（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：承認。 
 

申請書番号 １５－１３７ 

課題名 急性好酸球性肺炎の気管支肺胞洗浄液における好酸球活性化因子の検討 

申請者 呼吸器内科   中込 一之 講師 

１．申請者中込一之講師（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 １５－１４０ 

課題名 花粉症における咳嗽の検討-season4- 

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。 
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申請書番号 １５－１４１ 

課題名 進行悪性黒色腫に対するニボルマブの有効性評価に関する観察研究 

申請者 皮膚科   土田 哲也 教授  

１．申請者土田哲也教授（皮膚科）に代わり緒方大助教（皮膚科）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 １５－１３４ 

課題名 
Superb Microvascular Imaging(SMI)によるリウマチ性疾患関節滑膜炎の評価

－従来のパワードプラ法との比較－ 

申請者 リウマチ膠原病科   横田 和浩 講師 

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。 

２．審議結果：承認 
 

以上 


