
（案）第１７９回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 

 

日   時：平成２９年４月３日（月） １７：３０～１９:３０ 

場   所：本館１２階・カンファレンスルーム２ 

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）、大竹明（副委員

長・小児科）、井上郁夫（内分泌・糖尿病内科）、上條吉人（救急科）、緒方大（皮膚科）、

杉本修（薬剤部）、内野夏江（医務部）、大野幸栄（臨床研究管理センター）、宮本裕一

（外部委員・保健医療学部）、根岸正道（外部委員）、児玉千春（外部委員）、織田弘美

（病院長・オブザーバー） 

欠 席 者：中嶋正人（耳鼻咽喉科）、篠塚望（消化器一般外科）、小久保より子（看護部）、岡村維摩

（外部委員）、 

事務局・記録：大城浩一（医務部）、瀧澤真唯（医務部）                順不同 

 

議事 

○ 前回の議事録の確認がなされ承認された。 

 

前回までの条件付承認及び変更申請 

○ 16-102 産婦人科 梶原 健 教授 

     「着床不全症例に対するヘパリン投与に対する基礎的検討」 

      →平成 29年 3月委員会条件付承認。 

○ 16-108 消化器内科肝臓内科 持田 智 教授 

     「糖尿病外来における肝細胞癌発生の実態把握」 

      →平成 29年 3月委員会条件付承認。 

 

▲上記の課題について事前に病院ＩＲＢ委員長及び事務局が、当該条件が解除された事を確認し 

た後、委員会において委員長の補足説明と共に資料を回覧し内容について異議が無い事を確認

して一括承認となった。 

 

○ 13-072 皮膚科 中村 晃一郎 教授 

      「炎症性皮膚疾患の免疫異常の解析に関する研究」 

       →平成 25年 11月委員会承認済。（変更申請） 

○  15-123 内分泌糖尿病内科 島田 朗 教授 

      「糖尿病患者に対するインスリン投与前後の抗原特異的 T細胞反応性の検討」 

       →平成 28年 2月委員会承認済。（変更申請） 

○  06-122 産婦人科 亀井 良政 教授 

       「産科 DICによる低フィブリノーゲン血症に対する凝固性タンパク質（乾燥ヒトフィブ  

リノーゲン：フィブリノゲン HT ）の投与」 

       →平成 19年 3月委員会承認済。（変更申請） 

 

▲上記の課題について事前に病院ＩＲＢ委員長及び事務局が、内容に問題が無い事を確認した 

 後、再審議を必要としない届出事項とし、委員会において委員長の補足説明と共に資料を回 

覧し内容について異議が無い事を確認して一括承認となった。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



課題審議事項 

申請書番号 １６－１１４（新規）迅速審査済み 

課題名 膿胸に対するウロキナーゼ胸腔内注入療法の検討 

申請者 総合診療内科 小林 威仁 講師 

１．申請者 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。 

２．審議結果：承認 

 

申請書番号 １７－００１（新規） 

課題名 
フレイルが呼吸器疾患患者における入院後の機能的、社会的帰結に及ぼす影

響 

申請者 リハビリテーション科 間嶋 満 教授 

１．申請者 間嶋 満 教授（リハビリ科）より提出された課題について、高山 絵里 理学療法士

より説明が行われた。 

２．審議結果：条件付承認 

 

申請書番号 １７－００２（新規） 

課題名 緊急開腹術後患者の運動機能・栄養状態と退院時の歩行・ADL能力との関連 

申請者 リハビリテーション科 間嶋 満 教授 

１．申請者 間嶋 満 教授（リハビリ科）より提出された課題について、三浦 早織 理学療法士

より説明が行われた。 

２．審議結果：保留 

 

申請書番号 １７－００５（新規） 

課題名 
未治療多発性骨髄腫に対する VRD （ Bortezomib, Lenalidomide, 

Dexamethasone）療法＋自家末梢血幹細胞移植の有効性の検討 

申請者 血液内科 中村 裕一 教授 

１．申請者 中村 裕一 教授（血液内科）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 １７－０１０（新規） 

課題名 フェムトセカンドレーザーを用いた角膜移植の検討 

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：非該当 

 

 



申請書番号 １６－１０３（保留）再審査 

課題名 眼科疾患における DNA、RNA、タンパク質、細胞の網羅的解析 

申請者 眼科 篠田 啓 教授 

１．申請者 篠田 啓 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 １７－０１４（新規） 

課題名 光干渉断層計アンギオグラフィーによる視神経乳頭、網膜の血管異常の検討 

申請者 眼科  篠田 啓 教授 

１．申請者 篠田 啓 教授（眼科）より提出された課題について、吉川 祐司 助教より説明が

行われた。 

２．審議結果：承認 

 

申請書番号 １７－００９（新規） 

課題名 シリコンオイル注入眼患者のオイル抜去前後による網膜及び角膜評価の検討 

申請者 眼科  篠田 啓 教授 

１．申請者 篠田 啓 教授（眼科）より提出された課題について、石川 聖 助教より説明が行

われた。 

２．審議結果：承認 

 

申請書番号 １７－０１１（新規） 

課題名 グラナテック点眼による充血と眼圧下降効果の相関及び角膜への影響の検討 

申請者 眼科 木村 至 准教授 

１．申請者 木村 至 准教授（眼科）に代わり石川 聖 助教より、提出された課題についての

説明が行われた。 

２．審議結果：申請不可 

 

申請書番号 １７－００３（新規） 

課題名 皮膚 T細胞リンパ腫における T細胞レパトアの解析に関する前向き観察研究 

申請者 皮膚科 緒方 大 講師 

１．申請者 緒方 大 講師（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：承認 

 

 



申請書番号 １６－１０５（新規） 

課題名 感染人工股関節に対する独自の抗生物質入りセメントスペーサー治療の成績 

申請者 整形外科 門野 夕峰 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 １７－００６（新規） 

課題名 可溶性インターロイキン-2レセプター試薬の検討 

申請者 中央検査部 池淵 研二 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：非該当 

 

申請書番号 １７－００７（新規） 

課題名 扁平上皮癌関連抗原（SCC 抗原）試薬の検討 

申請者 中央検査部 池淵 研二 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：非該当 

 

申請書番号 １７－００８（新規） 

課題名 抗 dsDNA 抗体試薬の検討 

申請者 中央検査部 池淵 研二 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：非該当 

 

申請書番号 １７－０１２（新規） 

課題名 喫煙のみがリスクファクターと考えられた脳梗塞の臨床的特徴 

申請者 神経内科 福岡 卓也 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 １７－０１３（新規） 

課題名 腹膜炎手術における術後創部感染のリスク因子 

申請者 消化器一般外科 淺野 博 准教授 

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 

 

その他 

１．人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の一部改正について 

 ○平成２９年５月３０日から個人情報保護法に改正に伴い、人を対象とする医学系研究に関する 

倫理指針の改正も施行される。現在事務局では、新指針に適合させるためチェックリスト等の 

作成をし、各診療部長へ対象課題の洗い出しを行っている。今後当委員会においても新指針に 

合せて審議を行っていくのでご協力願いたい。 

 

 

次回開催予定 

平成２９年５月８日（月）本館１２階会議室 

開場 １７：００ 

開始 １７：３０                               以  上 


