
2017 年 10 月治験審査委員会 

【会議の記録の概要】 
 

開 催 日 時 2017 年 10 月 24 日 10 時 00 分～11時 00 分 

開 催 場 所 大学院セミナー室 

出 席 委 員 名 
植田 真一郎、村山 貞之、高橋 健造、青木 陽一、中村 克徳、吉満 昭宏、西山 千絵、

大城 冝武、大城 澄子 

欠 席 委 員 名 近藤 毅、西巻 正、鈴木 幹男 

 

議題及び審議結果

を含む主な議論の

概要  

議題 1. 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

治験実施計画書の変更、治験薬概要書の変更、説明文書・同意文書「患者さんへ(アダリムマブの

治験について)」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 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（整理番号：平成

29 年度 10 号） 

治験機器概要書の変更、治験機器取扱説明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. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

治験薬概要書 英語版の変更、治験薬概要書 日本語版の変更、治験薬概要書 日本用補遺の変

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

 

議題 4. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテーテ

ル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

治験実施計画書の変更、説明同意文書の変更、治験実施計画書 別紙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. ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼による若年性特発性関節炎患者を対

象としたアバタセプトの国内第 3 相試験（整理番号：平成 29 年度 02 号） 

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 6. ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社の依頼による若年性特発性関節炎患者を対

象としたアバタセプトの国内第 3 相試験（整理番号：平成 29 年度 02 号） 

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 7. アッヴィ合同会社の依頼による日本人汎発型膿疱性乾癬患者を対象としたアダリムマブ

の多施設共同非盲検試験（整理番号：平成 29 年度 04 号） 

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 8. アッヴィ合同会社の依頼による日本人汎発型膿疱性乾癬患者を対象としたアダリムマブ

の多施設共同非盲検試験（整理番号：平成 29 年度 04 号） 

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 9. アッヴィ合同会社の依頼による日本人汎発型膿疱性乾癬患者を対象としたアダリムマブ

の多施設共同非盲検試験（整理番号：平成 29 年度 04 号） 

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 10. アッヴィ合同会社の依頼による日本人汎発型膿疱性乾癬患者を対象としたアダリムマブ

の多施設共同非盲検試験（整理番号：平成 29 年度 04 号） 

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 11. アッヴィ合同会社の依頼による日本人汎発型膿疱性乾癬患者を対象としたアダリムマブ

の多施設共同非盲検試験（整理番号：平成 29 年度 04 号） 

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（整理番号：平成 29 年度 05 号） 

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. 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（整理番号：平成 29 年度 05 号） 

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 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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. 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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 17. 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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 18. 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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 19. 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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 20. 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（整理番号：平成 29

年度 08 号） 

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 21. 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（整理番号：平成 29 年度 11 号） 

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. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 23. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 24. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 25. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 26. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 27. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 



・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 28. 小野薬品工業株式会社の依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験（整理番

号：平成 29 年度 12 号） 

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 

・青木 陽一委員は、当該治験に関与するため審議及び採決に不参加 

 

議題 29. 【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（整理番号：（医）平成 29年度 01 号） 

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 30. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテー

テル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

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 31. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテー

テル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

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 32. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテー

テル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

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 33. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテー

テル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

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 34. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテー

テル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

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 35. 【医師主導治験】岩淵 成志によるハイリスク症候性人工弁周囲逆流に対する経カテー

テル逆流閉鎖術の安全性及び有効性を検討する医師主導治験（整理番号：(医)平成 29 年度 02 号） 

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 36. 【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（整理番号：（医）平成 29年度 01 号） 

モニタリング報告書に基づき、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】 

【臨床試験迅速審査】 

以下の治験の迅速審査について報告された。 

 

①アース製薬株式会社依頼によるアタマジラミ症に対する新規シラミ駆除剤 ST2702 の安全性、有

効性に関する臨床研究 

・臨床試験実施計画書の変更(試験期間延長のため) 

・被験者募集用チラシの変更(試験期間延長のため) 

(2017年 9 月 26 日(火)：承認) 

 

【迅速審査】 

①杏林製薬株式会社依頼による KRP-AM1977Y 第Ⅲ相臨床試験（市中肺炎） 

・目標とする被験者数の変更(治験終了の為)   

(2017年 9 月 8 日(金)：承認) 

 

②杏林製薬株式会社依頼による KRP-AM1977Y 第Ⅲ相臨床試験（呼吸器感染症） 

・目標とする被験者数の変更(治験終了の為)      

(2017年 9 月 8 日(金)：承認) 

 

③株式会社 JIMRO 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(第 2.2 版：2017 年 8 月 21 日)への変更           



・治験実施計画書 別紙 2(第 2.1 版：2017 年 7 月 28 日)への変更 

・治験実施計画書 別紙 2(第 2.2 版：2017 年 8 月 21 日)への変更 

・治験実施計画書 別紙 3(第 2.2 版：2017 年 8 月 21 日)への変更 

 (2017 年 9 月 26 日(火)：承認) 

 

④小野薬品工業株式会社依頼による ONO-4538 の卵巣がんに対する第Ⅲ相試験 

・治験実施計画書 別冊 1(第 14.0 版：2017 年 8 月 3 日)への変更   

(2017年 9 月 29 日(金)：承認) 

 

⑤炎症反応の亢進した２型糖尿病合併冠動脈疾患患者を対象としたコルヒチン(DRC3633)の白血

球機能への効果を評価するプラセボ対照無作為化二重盲検比較試験 

・治験に係る被験者の健康被害の補償の概要 第 1.2.0 版への変更(前回変更の際に削除されてい

た文言追記のため) 

(2017年 9 月 28 日(木)：承認) 

 

【治験薬等継続承認】 

A PHASE II EVALUATION OF TEMSIROLIMUS (CCI-779) (NCI SUPPLIED AGENT: NSC# 

683864, IND# 61010) IN COMBINATION WITH CARBOPLATIN AND PACLITAXEL FOLLOWED 

BY TEMSIROLIMUS (CCI-779) CONSOLIDATION AS FIRST-LINE THERAPY IN THE 

TREATMENT OF STAGE III-IV CLEAR CELL CARCINOMA OF THE OVARYl 

(2017年 9 月 29 日(金)：承認) 

 

【終了報告】 

アッヴィ合同会社依頼による日本人汎発型膿疱性乾癬患者を対象としたアダリムマブの多施設共

同非盲検試験 

(2017年 9 月 8 日(金)：承認) 

 

杏林製薬株式会社依頼による KRP-AM1977Y 第Ⅲ相臨床試験（市中肺炎） 

(2017年 9 月 29 日(金)：承認) 

 

杏林製薬株式会社依頼による KRP-AM1977Y 第Ⅲ相臨床試験（呼吸器感染症） 

 (2017 年 9 月 29 日(金)：承認 

 


