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.第１７０回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

 

 

日   時：平成２８年７月１１日（月） １７：３０～２１:００ 

場   所：本館１２階・カンファレンスルーム２ 

出 席 者：14名 

委任状出席： 3名  

事 務 局： 3名 

 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認があり、承認された。 

○ 病院 IRB 事務局担当者の交代があった。後任者の紹介がなされた。 
○ 16-024  放射線科   山崎 富雄 技師長代行 

       →平成 28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。 

○ 16-023  腎臓内科   岡田 浩一 教授 

       →平成 28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。 

○ 16-021  小児科   大竹 明 教授 

       →平成 28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。 

○ 13-084  皮膚科   中村 晃一郎 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。 

○ 12-019  小児科   德山 研一 准教授 

       →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 １６－０３８ 

課題名 重症感染性角膜潰瘍に対する角膜クロスリンキング 

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 １６－０４２ 

課題名 2015/16シーズンにおける医療従事者のインフルエンザの臨床的特徴 

申請者 感染症科・感染制御科   樽本 憲人  講師 

１．申請者樽本憲人講師（感染症科・感染制御科）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 １６－０２６ 

課題名 
核酸アナログ製剤投与中の B 型慢性肝疾患患者におけるペグインターフェロ

ン Add-on療法の有効性の検討 

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：条件付承認。 
 

申請書番号 １６－０２７ 

課題名 Voxel-Based morphometryによる歯科心身症患者の脳形態変化の検討 

申請者 歯科・口腔外科   依田 哲也 教授 

１．申請者依田哲教授（歯科・口腔外科）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。 
 

申請書番号 １５－１４９ 

課題名 腸管不全合併肝障害（IFALD）患児に対するω3系脂肪酸（Omegaven）の投与 

申請者 小児外科   古村 眞 教授 

１．申請者古村眞教授（小児外科）に代わり寺脇幹講師（小児外科）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。 
 

申請書番号 １６－０４１ 

課題名 
極低出生体重児における 3歳児の発達評価と発達支援に向けて 

― 親の困りごとや親から見た児の行動の特徴 ― 

申請者 新生児科   國方 徹也 教授 

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。 
 

申請書番号 １６－０３０ 

課題名 
睡眠時無呼吸症候群に対する CPAP 療法の効果と継続性を規定する諸因子の

検討 

申請者 呼吸器内科   仲村 秀俊 教授 

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。 
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申請書番号 １６－０２５ 

課題名 
当科における従来の腹腔鏡下腎部分切除術と腹腔鏡下無阻血腎部分切除術の

比較検討 

申請者 泌尿器科   矢内原 仁 教授 

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：非該当 
 

申請書番号 １６－０３２ 

課題名 自閉症とペルオキシソームの機能異常に関する遺伝子解析 

申請者 小児科   山内 秀雄 教授 

１．申請者山内秀雄教授（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 １６－０３４ 

課題名 ヒト子宮内膜における NSBP1の着床メカニズムへの関与についての検討 

申請者 産婦人科   木村 真智子 講師 

１．申請者木村真智子講師（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。 
 

申請書番号 １６－０４０ 

課題名 
難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 

急性肝不全の全国調査（平成 28年～30年度） 

申請者 消化器内科・肝臓内科   持田 智 教授 

１．申請持田智教授者（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 
 

申請書番号 １６－０３９ 

課題名 
細菌性眼内炎に対するバンコマイシン・セフタジジムの硝子体内注射、硝子

体手術中の眼内灌流、結膜下注射、点眼の使用 

申請者 眼科   木村 至 准教授 

１．申請者木村至准教授（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。 
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申請書番号 １６－０３７ 

課題名 抗ヒトＰＤ-１抗体投与後に発症する１型糖尿病に関する調査 

申請者 内分泌・糖尿病内科 島田 朗 教授 

１．申請者島田朗教授（内分泌・糖尿病内科）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 １６－０３１ 

課題名 

膠芽腫（GBM）長期生存例の検討：他施設共同研究 III 

(Cliinicopathological analisis of 5-year survivors of 

glioblastoma-Multiinstitutional retorospective study-) 

申請者 神経内科   藤巻 高光 教授 

１．申請者藤巻高光教授（脳神経外科）に代わり、脇谷講師（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：非該当。 
 

申請書番号 １３－０３５ 

課題名 
終末期医療を行っている児の点滴本体へのカテコラミン混合注射について 
(Mixed injection catecholamines with for a child treated in terminal care.) 

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）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 １６－０３６ 

課題名 

喘息キャンプ参加がステロイド吸入を行っている喘息児と保護者のセルフエ

フィカシーに与える効果についての他施設共同研究(Multiple research on 

the effect of joining to Asthma Camp on self-efficacy of asthmatic 

children using ICS and their guardians.) 

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）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：条件付き承認。 
 

申請書番号 １６－０２８・１６－０２９ 

課題名 
乳児血管腫に対するプロプラノール内服療法 

(Treatment of infantile hemangioma with oral propranolol) 

申請者 小児科   山崎 太郎 講師 

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 １６－０４３ 

課題名 小児における麻覚醒時間と術中のバイタルサインの関係 

申請者 麻酔科   星島 宏 講師 

１．後方視的観察研究ではあるが、共同研究者に帝京大学の医師が含まれているため、多施設共同研

究のため、申請された。 
２．審議結果：保留。 
 

申請書番号 １６－０３３ 

課題名 

持効型溶解インスリンと経口血糖降下薬の併用療法（BOT 療法）中の 2 型糖

尿病患者を対象としたインスリングラルギン U-300(ランタス XR)への切替え

による有効性・安全性に関する検討とデバイスアンケート調査 

申請者 内分泌・糖尿病内科   井内 卓次郎 助教 

１．申請者井内卓次郎助教（内分泌・糖尿病内科）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。 
 

以上 


