


















倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２４年１０月 ９日（火）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・HTLV-1 母子感染予防に関する研究：HTLV-1 抗体陽性妊婦からの

出生児のコホート研究

・HTLV-1 検査で判定保留例となった妊婦における Western Blot 法再検討

ならびに PCR 法による感染の有無とウイルス量の定量に関する研究

（申請者） 産婦人科 医師 川上 浩介 「受付番号 ９６ ,９７」

４．研究概要 HTLV-1 母子感染の主要な感染経路は母乳であることが知られている

が、これまで報告されてきた短期母乳や凍結・解凍母乳(冷凍母乳)の母

子感染予防効果は、検討された対象数が少なく科学的根拠は不十分であ

る。本研究班は、確認検査で陽性あるいは判定保留となった妊婦から出

生した児に対して、各種乳汁栄養法別の児の感染率および母子関係や健

康状態などを総合的に評価し、推奨可能な栄養法を明らかにすることを

主な目的とする。その目的の達成のために可能な限り全国から多数例を

集積する必要があり研究を行うものである。

また、HTLV-1 抗体検査が陽性となった場合、確認検査である Western

blot 法を行わない陽性であった場合を HTLV-1 キャリアと診断するが、10

～ 20%の割合で判定保留となる症例が存在し、母乳哺育法の選択に苦慮

している。現在のところ PCR 法は保険適用されておらず、判定保留者

に対する確認検査として標準化された PCR 法の確立が必要とされる。

また、判定保留を減少させる抗体検査法や WB 法の改良も必要となる。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究として、主たる研究者である昭和大学における倫理委員会において承認を

受けた計画であり、分担、共同研究機関として実施するための申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事

項は認められないため、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２４年１０月１９日（金）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・病態別の患者の実態把握のための調査及び肝炎患者の病態した相談に

対応できる相談員育成のための研修プログラム策定に関する研究(医

師に対する肝炎検査説明に関する意識調査)

（申請者） 肝臓病センター 部長 佐藤 丈顕「受付番号 ９８」

４．研究概要 厚生労働科学研究費補助金病態別の患者の実態把握のための調査およ

び肝炎患者の病態に即した相談に対応できる相談員育成のための研修プ

ログラム策定に関する研究班では、医師を対象として、肝疾患以外の患

者に対する肝炎検査の説明に関する意識調査を実施することとした。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究として、主たる研究者である国立病院機構長崎医療センターにおける倫理

委員会において承認を受けた計画である。また、分担・共同研究機関として実施する

ための申請に対する承認も平成 24 年 2 月 23 日付けで当院倫理委員会承認済みであ

り、本申請は、医師アンケートについての申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事

項は認められないため、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２４年１０月１９日（金）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・切除不能な肝細胞癌に対するソラフェニブの安全性・有効性の検討

（申請者） 肝臓病センター 部長 佐藤 丈顕「受付番号 ９９」

４．研究概要 本研究は、全身抗癌剤治療の対象と考えられ、日常の診療下でソラフ

ェニブ治療が選択された切除不能な肝細胞癌について使用実態を調査し

、ソラフェニブの効果と安全性を評価することを目的とする多施設共同、

前向き、観察研究である。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究として、主たる研究者である九州大学病院における倫理委員会において承

認を受けた計画であり、分担・共同研究機関として実施するための申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２４年１０月２２日（月）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・再発リスクを有する子宮頸がんに対する術後補助療法に関する

調査研究

（申請者） 産婦人科 医師 藤吉 直樹 「受付番号 １００」

４．研究概要 再発リスクを有する子宮頸がんⅠＢ -ⅡＢ期に対する術後補助療法に

関する後方視的調査研究を行い、非扁平上皮癌に対する術後補助療法の

現状を把握するとともに、術後補助法の治療効果を扁平上皮癌と比較検

討する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮頸がん委員会

において主たる研究代表者である鳥取大学医学部、島田宗昭助教授が倫理委員会にお

いて承認を受けた計画であり、分担・共同研究機関として実施するための申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２４年１０月２４日（水）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術後の合併症・後遺症に関する調書

（申請者） 成育医療センター部長 大蔵 尚文 「受付番号 １０２」

４．研究概要 子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術に関係する術後合併症や後遺症に

関して全国的な後方視的疫学調査を行い、今後子宮頸がんに対して、広

汎子宮全摘術を行うことの是非や適切な対象症例の選択が可能かどうか

を検討する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮頸がん委員会

において主たる研究代表者である奈良県立奈良病院、喜多恒和部長が倫理委員会にお

いて承認を受けた計画であり、分担・共同研究機関として実施するための申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会として承認した。



倫理審査委員会議事録倫理審査委員会議事録倫理審査委員会議事録倫理審査委員会議事録

１．日 時 平成２４年１０月２９日（月）１７時３０分～１８時１５分

２．場 所 研修棟 小研修室

３．外部委員 中野昌治、三隅佳子

４．内部委員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、大藏臨床研究部長、鈴木医局幹事長

上村薬剤科長(欠)

（実施責任者）日高呼吸器内科医長

（庶 務） 塩塚専門職

５．議 題

先天性低ハプトグロビン血症を合併した百日咳感染後の患者に対する

加療について 「受付番号 １０１」

（申請者） 日高呼吸器内科医長

【議事録】【議事録】【議事録】【議事録】

澄井委員長 今回の申請の症例は 17 歳の男の子で、血液の中のハプトグロビンが生まれ

つき少なく、百日咳感染後も咳がずっと続いており治療において、その足

りないハプトグロビンを補ってやればよくなるのではないかというもので

す。資料の説明をもう少し詳しく日高先生よりお願いします。

日高医長 今回の申請の患者は 17 歳で、約 8 ヶ月百日咳感染後の遷延性の咳のため休

学を余儀なくされてる患者さんで種々の加療を行うも効果なく、百日咳毒

素に対する中和抗体が含まれる免疫グロブリン製剤の投与と、またそれが

無効であった場合にハプトグロビン製剤の投与の希望があり倫理委員会に

申請致したものです。

日高医長 症例は 17 歳の男性です。

平成 24 年 2 月 13 日に難治性の咳症状のため当科受診。

咳は、ほぼ 24 時間持続しまして、当初は嘔吐を伴う百日咳特有の咳であっ

た。前医にてジスロマック、クラビット、鎮咳薬を処方されたが効果がな

かったため当院への紹介となった。百日咳抗体測定、マイコプラズマ抗体

も検査されてるが有意な所見はなかったようです。

当科受診後、胸部 CT で両側肺野の粒状陰影があり、細気管支炎として

経口ステロイドを開始する効果なく、その後ステロイド吸入、気管支拡張

薬の吸入・貼付薬、抗アレルギー剤でも改善はみられなかった。そのため

心療内科を受診し、抗精神病薬や一般の抗生剤、漢方薬も処方されたが、

咳症状は落ち着かず改善もみられなかった。

セカンドオピニオンとして産業医科大学の呼吸器内科を受診して頂き、

気管支鏡検査も行われ(別紙資料)、気道の炎症のみで診断確定はできず、

精神科受診を勧められ当院精神科を受診して頂きましたが、精神疾患を疑

う所見はないとのことでした。

患者さんは、生後 3 ヶ月で難治性の咳のため約 1 年間加療した経緯があ

り、小学 5 年時には髄膜炎。H23 年 12 月に細菌性腸炎に罹患してあります。

免疫不全の有無確認のため、各種自己抗体ならびに補体、蛋白分画、細胞

性免疫として末梢性リンパ球サブセット解析等を行った結果、蛋白分画に

てα２分画の減少と C4 の低下を認められました。

以上のことから、α２グロブリン分画には、その多くがハプトグロビンと

いう溶血にかかわる血清蛋白であるが、ハプトグロビンを測定したところ

測定感度以下であり、当院でも外注の検査でも同じであった。



このため、ハプトグロビン異常症ということで久留米大学にお願いしまし

て、遺伝子欠損の可能性があるということで遺伝子検査を行い、別紙の結

果のとおりハプトグロビン欠失アリルを認めております。

ヘテロ接合ということで無ハプトグロビン症ではありませんが、低ハプト

グロビン症と診断されております。その際の測定値が正常の 1/1000 ～ 1/400
であります。この免疫異常と百日咳後の編遠征の咳につきましては、現在

も文献等を調べておりますけれども、明らかな所見はありません。

百日咳とハプトグロビンの結合能力があることが示唆されています。

ただ、ハプトグロビンが少ないことで炎症が低減するかどうかの結果がで

ておりません。現在のところハプトグロビンが多様な作用を持つことが報

告されていて気管支の喘息症状を遷延させることや、炎症を抑制する作用

があることも認められています。

本症例では、ご家族としてはどんな薬も全く効かないということで、ガン

マグロブリン製剤の使用か、またはハプトグロビン製剤の使用を希望され

ています。

ガンマグロブリン製剤に関しては、百日咳毒素に対する中和抗体が含まれ

てるということなんですが、いろんな毒素があり、そのいろんな毒素に対

する抗体がこれだけじゃないかもしれないということで、どっちを使うか

まだ決めかねているところですが、通常私たちが使い慣れてるこういう患

者さん感染後のいろんな状況が、体にとって不利な状況になってる場合に

使い慣れてるのは、ガンマグロブリン製剤で、全く適用外になるのが

ハプトグロビン製剤です。この方のようにハプトグロビンが身体で造られ

ないというのはほとんどありませんが４万人にひとりぐらいの割合でいる。

時々、輸血後のショックを引き起こして発見されます。

低ハプトグロビンに対する製剤が日本にありまして、ハプトグロビン製剤

(ベネシス)です。これはどういうふうに使うかと申しますと、実際には溶

血と言いまして、血液が何らかの体の異状によって自発的に壊れていく、

その血球が壊れていく際にそれをハプトグロビンが捕まえて、体の不都合

がないようにする働きをするのがハプトグロビンであるが、それが足りな

くなると肝臓・腎臓がやられてしまう。低ハプトグロビン症の溶血の症状

には有効であるとされるが、こういうハプトグロビンが造られにくい患者

に使って良いかというと適応外となる。

それも、ご家族には話をして、まして血液製剤なので未知の感染が起こり

うることもあり得ますので、この若さでの使用については倫理委員会に申

請して承認を得てからと思いました。

澄井委員長 非常に難しい症例で医学的にどうして良いか分からないところもあるかと

思いますが、皆さん方から何かご質問ありますでしょうか。とりあえず問

題なのは、全然適応がない薬であるという事で百日咳による感染とは関係

ない製剤であるということです。何かご意見ありましたら、お願いします。

大蔵先生 １回使うのではなく、この患者さんにはずっと使うんですか。

日高先生 輸血さえしなければ、そのまま過ごしてあるみたいですけれども、たまた

ま百日咳の毒素とくっつくという事を考えると何か作用があるんだろうと

思うんですけど。

大蔵先生 もしかすると１回やるだけで一過性で良くなるかもしれないですね。

ハプトグロビンの有害事象は何が？

日高先生 ハプトグロビンの欠損症があると過敏反応を起こすらしいです。

この方は、欠損ではなく少しあるから、輸血と同じような形でできると思

います。

山下統括部長 結果報告にもありますよね。無ハプトグロビン血症ではなく、低ハプト

グロビン血症だから。それらを考慮しても大丈夫だろうと。

中野委員 文献的に、こうでないかというものは無いんでしょうか。



日高先生 ないんです。

中野委員 資料ではグロブリン療法が有効な療法になり得るのではないかと…この

先生はそうみてるという事ですが。

日高先生 グロブリン小児科療法も時々使います。

中野委員 グロブリン療法は、ある程度こういった文献もあるから、それを使う事

は問題ないかもしれませんが、ハプトグロブリンについてはなくて、血液

製剤ですから、C 型肝炎問題みたいな事がないとは言えないですね。

日高先生 ハプトグロビンの異常を診察する遺伝子検査をして頂いた先生とかをお

願いするんですけど百日咳との関係があまり報告がなくて、単に低ハプト

グロビンだけならば血液内科の先生ですとか専門はおられるんですけど、

どうしても血液関係だけになってしまって、百日咳ってことになるとちょ

っとないんです。

澄井委員長 文献的には、先生が資料で付けてるのしか出てこないんですね。

日高先生 一番多くこのハプトグロビンについて書いてあるのは国立感染のワクチ

ンを開発された佐藤先生の文献は、ハプトグロビンがこの百日咳毒素と結

合して毒素を解離させるというような実験的データをだしてあります。た

だ、その文献も 1983 年とだいぶ前で現在は、退官後どうしてあるのかも分

からなくて…。

山下統括部長 専門と言うか感染症の専門でワクチンとかを扱ってるのは、福岡病院の

岡田先生ですね。

日高先生 電話で連絡させて頂いて免疫異常について話をさせて頂いたんですが、

抗体が上がってるなら免疫はあるんじゃないかってことだったので、ハプ

トグロビンを遺伝的にみた結果はその後帰ってきてるんですけど岡田先生

の発表されてる内容にハプトグロビンという内容のものはない。

今回の例はレアで、たまたま合併しただけで、もう治療の選択肢もなく

なったんであと、どこかに行くところがあれば、患者さんの家族も行きた

いとは言っている。

山下統括部長 もう、選べないという結果があったほうがいいのかも、後からこういう

治療法があったのにと出てきたら、やり方があったのにと期待する。現時

点では、…希望してあるんですか？

日高先生 就学のことも含めて、やっぱり、もう原因は二の次で良いみたいな所も

あって、やれる治療をやって欲しいということなんですけれども。

澄井委員長 ただいまの意見だと考えられるのは、この治療をするには、もう少し情

報をあつめる。どこか施設、医療機関をあたるというような意見もありま

すけれどもどうでしょうか。

日高先生 国立感染症には百日咳班というのがあって非常に高度な事をやってるん

でワクチンについてもチェックしてたりするみたいなので、そこに書いた

んですけれどもそれに対するコメントはなかったんですよね。

山下統括部長 後は、患者さんが期待する効果と言うのがでるかどうかですよね。

日高先生 ちなみに先生方は、ガンマグロブリンを使われるのは？

大蔵先生 ガンマグロブリンは川崎病…抗原抗体反応を中和させるという作用…。



中野委員 抗体はあるってことですからね。

日高先生 百日咳は抗体はあっても、毒素が気管支に残る。気管支の裏に入り込み神

経毒みたいになり咳を遷延性にする。

中野委員 一応、理屈としては可能性があると説明は付くから、あとは危険を説明し

て患者家族が了解されてからになりますが、危険はありますよね。こういう

状況になったら。

澄井委員長 じゃあ、例えば 2 つのうちどっちを先に使ったら良いか悩むところがあり

ますが、一先ずガンマグロブリンの方から先に使ってみるのが良いかも知れ

ないですね。

中野委員 この方法は、文献的にちゃんとありますからね。

澄井委員長 それが駄目だったら、ハプトグロビンを使う。使っても良いかという意見

もあったですね。そこら辺になるのではないかと気がします。

他に意見はありませんか？どうでしょうか。ガンマグロブリン治療をして

る間にどこか情報を集めてみる、ハプトグロビン製剤が可能性があるという

のも含めて。

日高先生 どうしましょう。ガンマグロブリンを投与して治らなかった場合は、もう

一度申請？

澄井委員長 いや、それはもうせず、その時は使っても良いんじゃないでしょうか。

それで宜しいですか。何とかしてあげないと可哀そうな気がします。非常に

難しい症例で何とも説明が付きかねるんで、判断しようがないと思われます

が。一応、そういったことを家族に説明して投与してもらうという事が当倫

理委員会では認められたという事でさせて頂きたい。宜しいでしょうか。

全 委 員 異議なし。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２４年１２月 ３日（月）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

１．課 題 ・日本人肥満患者における糖代謝および血圧に及ぼすエプレレノン

の影響

（申請者） 循環器内科 部長 鈴木 哲 「受付番号 １１５」

４．研究概要 高血圧治療中の肥満患者のうち、降圧が不十分な患者に対して、アル

ドステロン拮抗薬であるエプレレノンとサイアザイド系利尿薬のいずれ

かを追加投与して有効性と糖代謝等への影響の差異について検討する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、主たる久留米大学医学部において、安達 寿

教授が倫理委員会において承認を受けた計画であり、分担・共同研究機関として実施

するための申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会として承認した。



１．日 時 平成２４年１２月１８日（火）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・硝子体手術におけるＢＢＧ(Brilliant Blue G)の使用について

（申請者） 眼科 医長 川原 周平 「受付番号 １１６」

４．研究概要 硝子体手術に際しては、内境界膜を剥離することが重要な手法である。

確実かつ安全に行う目的で染色剤を手術補助剤として用いるが、より安

全性の高いＢＢＧを院内調製し、手術時に使用したい。

５．判 定 承 認

【議事録】

本件は、眼科の硝子体手術における染色剤の使用にかかる申請である。

現在使用しているＩＣＧよりも網膜に対する毒性については、より安全性がある。九

州大学病院眼科でも既に 8 年の使用実績があり、使用に関しても問題ない。

当院薬局でも調薬できることも確認できている。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会として承認した。



倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録倫理委員会 議事録

１．日 時 平成２５年 １月１５日（火）

２．委 員 澄井副院長、山下統括診療部長、久永事務部長、

橋本看護部長、上村薬剤科長、鈴木医局幹事長

３．課 題 ・日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会

婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究

（申請者） 成育医療センター部長 大蔵 尚文 「受付番号 １１７」

４．研究概要 臨床診断、切除標本や生検により病理診断された子宮頸がん、子宮体

癌、卵巣悪性腫瘍、卵巣境界悪性腫瘍の症例を収集登録し、それらデー

タを患者や社会が利用しやすい情報として提供する方法等について解析

・公表し婦人科癌患者の医療・福祉に貢献する。

５．判 定 承 認

【議事録】

共同研究としての案件である本件は、日本産科婦人科学会において疫学研究審査を

承認された事業である。主たる研究者である日本産科婦人科学会の当事業登録参加施

設である当院でも、分担・共同研究機関として実施するための申請である。

倫理委員会規程第１０条第２項第４号に規定する迅速審査の対象として持ち回り審

査とした。

研究の目的、実施計画の内容、倫理上の配慮において、特に問題となる事項は認め

られないため、倫理委員会として承認した。
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