
2019 年 6 月治験審査委員会 

【会議の記録の概要】 

 

開 催 日 時 2019 年 06 月 18 日 10 時 00 分～11 時 00 分 

開 催 場 所 小会議室 

出 席 委 員 名 
植田 真一郎、村山 貞之、近藤 毅、高橋 健造、中西 浩一、中村 克徳、吉満 昭宏、西

山 千絵、大城 冝武、宜保 亜希 

欠 席 委 員 名 鈴木 幹男、青木 陽一 

 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題 1. MSD 株式会社の依頼による進行又は再発の子宮体癌患者を対象としたペムブロリズマブ

（MK-3475）とレンバチニブ（E7080/MK-7902）の併用療法と化学療法を比較する第Ⅲ相無作為

化多施設共同非盲検試験（LEAP-001） 

治験分担医師より新規治験に関する概要が説明され、治験実施の適否について審議した。 

 審査結果：修正の上で承認 

 

議題 2. 株式会社 JIMRO の依頼による高血圧疾患に対する PRDS-001 検証試験 

治験実施計画書の変更に伴い、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 3. 協和発酵キリン株式会社の依頼によるヒト T 細胞白血病ウイルス関連脊髄症患者を対象

とした KW-0761 第Ⅲ相臨床試験 

治験実施計画書（別冊）、Investigator's Brochure、治験薬概要書（邦訳）、治験薬概要書 追加

情報資料の変更に伴い、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 4. アッヴィ合同会社の依頼による壊疽性膿皮症による活動性潰瘍を有する日本人被験者を

対象としてアダリムマブの有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相、多施設共同、非盲検、単群試験 

Protocol Administrative change 3、治験実施計画書 事務的な変更 3、治験実施計画書 分冊の変

更に伴い、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 5. 日本イーライリリー株式会社の依頼による乾癬患者を対象とした LY3074828 の第Ⅲ相試

験 

Inestigator's Brochure、治験薬概要書、同意説明文書の変更に伴い、引き続き治験を実施すること

の妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 6. 第一三共株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 

Administrative Change Document、Administrative Change Document （参考邦訳）、 

 



  
Address List、連絡先一覧、治験管理組織（別添）の変更に伴い、引き続き治験を実施することの

妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

・高橋 健造委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 7. 日本イーライリリー株式会社の依頼による LY3074828 の第Ⅲ相試験 

Inbestigator's Brochure、治験薬概要書、同意・説明文書の変更に伴い、引き続き治験を実施する

ことの妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 8. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-1101 後期第Ⅱ相/第Ⅲ相試験 

敗血症に伴う頻脈性不整脈に対する無治療を対照とした多施設共同非盲検無作為化並行群間比較

試験 

治験実施計画書、治験薬概要書の変更に伴い、引き続き治験を実施することの妥当性について審議

した。 

 審査結果：承認 

 

議題 9. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

治験薬概要書の変更に伴い、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 10. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

MEMO1-Clarification on PRO schedule set up differently than CSP SoA、説明文書・同意文書（本

体）、遺伝子研究および探索的バイオマーカー研究に関する説明文書・同意文書の変更に伴い、引

き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 11. 日本新薬株式会社の依頼による慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者を対象としたNS-304（セ

レキシパグ）の第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

 



 議題 12. 日本新薬株式会社の依頼による慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者を対象とした NS-304（セ

レキシパグ）の第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について 

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 13. アッヴィ合同会社の依頼による中等症から重症の日本人化膿性汗腺炎患者を対象にアダ

リムマブの安全性及び有効性を評価する第Ⅲ相多施設共同非盲検単一用量試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

・高橋 健造委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 14. アッヴィ合同会社の依頼による中等症から重症の日本人化膿性汗腺炎患者を対象にアダ

リムマブの安全性及び有効性を評価する第Ⅲ相多施設共同非盲検単一用量試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

・高橋 健造委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 15. アッヴィ合同会社の依頼による中等症から重症の日本人化膿性汗腺炎患者を対象にアダ

リムマブの安全性及び有効性を評価する第Ⅲ相多施設共同非盲検単一用量試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

・高橋 健造委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 16. 協和発酵キリン株式会社の依頼によるヒト T 細胞白血病ウイルス関連脊髄症患者を対象

とした KW-0761 第Ⅲ相臨床試験 

当院で発生した重篤な有害事象について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議し

た。 

 審査結果：承認 

 

議題 17. 協和発酵キリン株式会社の依頼によるヒト T 細胞白血病ウイルス関連脊髄症患者を対象

とした KW-0761 第Ⅲ相臨床試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

 



 

議題 18. アッヴィ合同会社の依頼による壊疽性膿皮症による活動性潰瘍を有する日本人被験者を

対象としてアダリムマブの有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相、多施設共同、非盲検、単群試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 19. アッヴィ合同会社の依頼による壊疽性膿皮症による活動性潰瘍を有する日本人被験者を

対象としてアダリムマブの有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相、多施設共同、非盲検、単群試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 20. アッヴィ合同会社の依頼による壊疽性膿皮症による活動性潰瘍を有する日本人被験者を

対象としてアダリムマブの有効性及び安全性を検討する第Ⅲ相、多施設共同、非盲検、単群試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 21. 日本イーライリリー株式会社の依頼による乾癬患者を対象とした LY3074828 の第Ⅲ相

試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 22. 日本イーライリリー株式会社の依頼による乾癬患者を対象とした LY3074828 の第Ⅲ相

試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 23. 第一三共株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

・高橋 健造委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 24. 第一三共株式会社の依頼による第Ⅰ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

  



 

 

審査結果：承認 

・高橋 健造委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 25. 千寿製薬株式会社の依頼による加齢黄斑変性症を対象とした SJP-0133 の第Ⅲ相試験 

当院で発生した重篤な有害事象について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議し

た。 

 審査結果：承認 

 

議題 26. 千寿製薬株式会社の依頼による加齢黄斑変性症を対象とした SJP-0133 の第Ⅲ相試験 

当院で発生した重篤な有害事象について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議し

た。 

 審査結果：承認 

 

議題 27. 千寿製薬株式会社の依頼による加齢黄斑変性症を対象とした SJP-0133 の第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 28. 日本イーライリリー株式会社の依頼による LY3074828 の第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 29. 日本イーライリリー株式会社の依頼による LY3074828 の第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 30. アッヴィ合同会社の依頼による中等度から重度の成人及び青少年アトピー性皮膚炎患者

を対象としてリサンキズマブを評価する第Ⅱ相多施設共同無作為化プラセボ対照二重盲検試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 31. アッヴィ合同会社の依頼による中等度から重度の成人及び青少年アトピー性皮膚炎患者

を対象としてリサンキズマブを評価する第Ⅱ相多施設共同無作為化プラセボ対照二重盲検試験 

 



 

 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 32. アッヴィ合同会社の依頼による中等度から重度の成人及び青少年アトピー性皮膚炎患者

を対象としてリサンキズマブを評価する第Ⅱ相多施設共同無作為化プラセボ対照二重盲検試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 33. MSD 株式会社の依頼による治療抵抗性、再発又は転移性子宮頸癌の未治療患者を対象

とした MK-3475 及び化学療法併用投与とプラセボ及び化学療法併用投与を比較する二重盲検、プ

ラセボ対照、無作為化、第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 34. MSD 株式会社の依頼による BRCA 変異陰性の進行上皮性卵巣癌の未治療患者を対象と

したペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ及びオラパリ

ブの併用投与群とペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ

単独投与群を化学療法投与群と比較する二重盲検、無作為化、第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

 

議題 35. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 36. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性について

審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 



 

議題 37. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 38. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 39. アストラゼネカ株式会社の依頼による局所進行子宮頸癌患者を対象としたデュルバルマ

ブの第Ⅲ相試験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

・中村 克徳委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 40. 【医師主導治験】崎間 洋邦による HAM 患者を対象としたステロイド第Ⅱb 相臨床試

験 

安全性情報について治験責任医師の見解に基づき、引き続き治験を実施することの妥当性につい

て審議した。 

 審査結果：承認 

 

 

【報告事項】 

【迅速審査】 

① 株式会社 JIMRO の依頼による高血圧疾患に対する PRDS-001 検証試験 

 ・治験実施計画書 別紙 1 の変更 

 ・治験実施計画書 別紙 2 の変更 

（2019 年 5 月 30 日（木）：承認） 

 

② 千寿製薬株式会社の依頼による加齢黄斑変性症を対象とした SJP-0133 の第Ⅲ相試験 

 ・治験実施計画書 別紙 治験実施体制の変更 

（2019 年 5 月 7 日（火）：承認） 

 

③ 株式会社ミノファーゲン製薬の依頼による ATL 患者を対象とした BSC-1 第Ⅱ相臨床試験 

  



 

 

・治験実施計画書 別紙 1 の変更 

・治験実施計画書 別紙 2 の変更 

（2019 年 5 月 7 日(火）：承認） 

 

④ MSD 株式会社の依頼による BRCA 変異陰性の進行上皮性卵巣癌の未治療患者を対象としたペ

ムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ及びオラパリブの併

用投与群とペムブロリズマブ及び化学療法併用投与後に維持療法としてペムブロリズマブ単独投

与群を化学療法投与群と比較する二重盲検、無作為化、第Ⅲ相試験 

 ・別紙 2 の変更 

（2019 年 5 月 30 日（木）：承認） 

 

【開発の中止報告】 

① ヘキストジャパン株式会社の依頼による BI51.017（乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ/パスツリ

ゼーション）の純粋重症妊娠中毒症に対する後期第Ⅱ相試験（至適用量探索試験） 

・治験期間：1991 年 7 月 17 日～1993 年 1 月 4 日 

（2019 年 5 月 15 日（水）：承認） 

 

② ヘキストジャパン株式会社の依頼による BI51.017（乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ/パスツリ

ゼーション）の純粋重症妊娠中毒症に対する第Ⅲ相試験（二重盲検比較試験） 

・治験期間：1993 年 9 月 21 日～1995 年 8 月 29 日 

（2019 年 5 月 15 日（水）：承認） 

 

③ 大鵬薬品工業株式会社の依頼による PHASE Ⅲ STUDY OF S-1 + CISPLATIN COMPARED 

WITH SINGLE-AGENT CISPLATIN IN STAGE IVB, RECURRENT OR PERSISTENT CARCINOMA 

OF THE CERVIX 

・治験期間：2008 年 8 月 14 日～2016 年 3 月 31 日 

（2019 年 5 月 30 日（木）：承認） 

特記事項 

【その他】 

【報告事項】 

中外製薬株式会社の依頼による加齢黄斑変性患者を対象とした Faricimab の第Ⅲ相試験 

5 月治験審査委員会での委員からの質問に対して、GCP 上の「公正な立会人」と「代諾者」の定

義が説明された。 

 


