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第１９０回 埼玉医科大学病院ＩＲＢ委員会議事録 
 

日   時：平成 30年 3月 5日（月）17：10～19:30 

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）、上條吉人（救急

科）、井上郁夫（内分泌内科・糖尿病内科）、中嶋正人（耳鼻咽喉科）、矢内原仁（泌尿

器科・医療安全対策室）、小宮山謙一郎（呼吸器内科）、山口次子（看護部）、岸野亨（薬

剤部）、杉本修（薬剤部）、内野夏江（医務部）、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）、吉澤優（外部委員）、織田弘美（病院長・

オブザーバー）、大野幸栄（臨床研究センター・オブザーバー兼事務局サポート） 

欠 席 者：大竹明（副委員長・小児科）、篠塚望（消化器一般外科）、岡村維摩（外部委員） 

事務局・記録：古木一成（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 

○ 17-121 リハビリテーション科 倉林 均 教授 

     「嚥下障害者の画像同期嚥下圧測定検査について」 

      →平成 30年 2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

して承認となった。 

 

○ 15-086 内分泌内科・糖尿病内科 井上 郁夫 教授 

     「ＰＩＯＮＥＥＲ研究 2」 

      →平成 27年 9月委員会承認済。（変更申請） 

○ 15-128 消化器内科・肝臓内科 持田 智 教授 

     「免疫抑制療法による B型肝炎ウイルス再活性化のスクリーニング検査としての HBs抗原 

測定法の有用性」 

      →平成 28年 2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承認となった。 

 

 

 

新規課題審議事項 

申請書番号 １７－１４８（ 新規 ） 

課題名 過換気症候群による低リン血症、高乳酸血症について 

申請者 救急科  上條 吉人 

１．申請者 上條 吉人 教授（救急科）に代わり北元 健 助教より提出された課題について説明
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が行われた。（救急科：上條委員審議不参加） 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１４９（ 新規 ） 

課題名 医療機関における職業実態調査 

申請者 消化器内科・肝臓内科  持田 智 

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 准教授より提出された

課題について説明が行われた。 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１６０（ 新規 ） 

課題名 急性肝不全におけるオートタキシン測定の有用性の検討 

申請者 消化器内科・肝臓内科  持田 智 

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 准教授より提出された

課題について説明が行われた。 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１６３（新規） 

課題名 抗真菌薬（アムビゾーム）の結膜下注射・眼内潅流・眼内注射・点眼 

申請者 眼科  加藤 直子 

１． 申請者 加藤 直子 准教授（眼科）に代わり熊谷 知幸 助教より提出された課題について説

明が行われた。 

２． 審議結果：承認 

 

申請書番号 １７－１５１（ 新規 ） 

課題名 メルケル細胞癌における免疫学的因子の解析と予後との相関に関する研究 

申請者 皮膚科  緒方 大 

１． 申請者 緒方 大 講師（皮膚科）に代わり柳澤 宏人 助教より提出された課題について説明

が行われた。 

２．審議結果：審議結果：承認 

 

申請書番号 １７－１５２（ 新規 ） 

課題名 ヒト胎盤における多能性マーカーの役割の解析 



3 
 

申請者 産婦人科  梶原 健 

１．申請者 梶原 健 教授（産婦人科）に代わり水野 由美 客員講師より提出された課題につい

て説明が行われた。（産婦人科：石原委員長審議不参加） 

２．審議結果：条件付承認 
 

申請書番号 １７－１５３（ 新規 ） 

課題名 リウマチ性疾患におけるエクソソーム内在マイクロ RNAの解析 

申請者 リウマチ膠原病科  三村 俊英 

１．申請者 三村 俊英 教授（リウマチ膠原病科）に代わり和田 琢 助教より提出された課題に

ついて説明が行われた。 

２．審議結果：条件付承認 
 

申請書番号 １７－１５８（ 新規 ） 

課題名 子宮収縮抑制剤の新生児への影響調査・検討 

申請者 産婦人科  亀井 良政 

１．申請者 亀井 良政 教授（産婦人科）に代わり國方 徹也 助教（新生児科）より提出された 

課題について説明が行われた。（産婦人科：石原委員長審議不参加） 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１５０（ 新規 ） 

課題名 喘息患者の気道における自己抗体の探索 

申請者 呼吸器内科  中込 一之 

１．申請者 中込 一之 教授（呼吸器内科）より提出された課題について説明が行われた。（呼吸器

内科：小宮山委員審議不参加） 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１６１（ 新規 ） 

課題名 難治性腎性尿崩症に対してのインドメタシン内服 

申請者 腎臓内科  岡田 浩一 

１．申請者 岡田 浩一 教授（腎臓内科）に代わり深谷 大地 助教より提出された課題について 

説明が行われた。 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１６２（ 新規 ） 
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課題名 

小児特発性血小板減少性紫斑病 (ITP; Idiopathic Thrombocytopenic 

Purpura)に対するセファランチン内服薬のステロイド剤の代替または減量、

離脱を目的とする治療 

申請者 小児科  山崎 太郎 

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説明が行われた。 

２．審議結果：承認 

 

申請書番号 １７－１５９（ 新規 ） 

課題名 
遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の患者層別化と個別化医療基盤の

確立 

申請者 リウマチ膠原病科  三村 俊英 

１．申請者 三村 俊英 教授（リウマチ膠原病科）に代わり梶山 浩 講師より提出された課題に

ついて説明が行われた。 

２．審議結果：承認 
 

申請書番号 １７－１５４（ 新規 ） 

課題名 
緑内障・網膜・ブドウ膜・視神経疾患・屈折異常眼における網膜電図・視覚

誘発電位およびヘッドマウント式視野計による網膜・視神経機能の検討 

申請者 眼科  篠田 啓 

１．申請者 当院単独の後方視的観察研究であるため、書面審査のみとした。 

２．審議結果：承認  
 

申請書番号 １７－１５５（ 新規 ） 

課題名 高齢者の鼓膜穿孔に対する皮下組織鼓室内詰込みによる鼓膜形成術の検討 

申請者 耳鼻咽喉科  中嶋 正人 

１．申請者 当院単独の後方視的観察研究であるため、書面審査のみとした。（耳鼻咽喉科：中嶋委員

審議不参加） 

２．審議結果：承認  
 

申請書番号 １７－１５６（ 新規 ） 

課題名 小児の鼓膜穿孔に対する皮下組織鼓室内詰込みによる鼓膜形成術の検討 

申請者 耳鼻咽喉科  中嶋 正人 

１．申請者 当院単独の後方視的観察研究であるため、書面審査のみとした。（耳鼻咽喉科：中嶋委員

審議不参加） 

２．審議結果：承認  
 

申請書番号 １７－１５７（ 新規 ） 
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課題名 
中心性鼓膜穿孔に対する皮下組織鼓室内詰込みによる鼓膜形成術についての

皮下組織の性状（特に連続性）についての検討 

申請者 耳鼻咽喉科  中嶋 正人 

１．申請者 当院単独の後方視的観察研究であるため、書面審査のみとした。（耳鼻咽喉科：中嶋委員

審議不参加） 

２．審議結果：承認  
 
 
 

● その他 

① 17：10より DVD研修が行われた。 

 

次回開催予定 

平成 30年 4月 2日（月） 本館 12階 会議室にて開催 

開場 17：00～ 

開始 17：30～  

 
 以  上 


