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神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 会議の記録の概要 

 

１． 日時：平成 22 年 2 月 17 日（水）10：30～12：00 

２． 場所：臨床研究棟 4 階 第一会議室 

出席委員：松尾雅文、西村善博、山田秀人、黒坂昌弘、塩澤俊一、根木昭、大野良治、平井みどり、高橋京子、梶川敦子、 
     西部光弘、網野啓吾 

 

３． 治験・製造販売後臨床試験 

審議事項：治験実施の可否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090059 日本新薬（株）の依頼による NS-304 の第Ⅱ相試験 新規申請 承認  

050021 アスビオファーマ（株）の依頼によるアルツハイマー型

認知症患者を対象とした SUN Y7017 の第Ⅲ相試験 

継続申請 承認  

080002 株式会社ネクスト２１の依頼による３DB-01 の臨床試験 継続申請 承認  

 

審議事項：安全性に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

060025 ユーシービージャパン（株）の依頼によるてんかん患者

を対象とした L059 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

060043 大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とし

たアリピプラゾールの製造販売後臨床試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

070004 大正製薬（株）の依頼による骨粗鬆症患者を対象とした

Ro200-5450iv の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

新たな安全性情報 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

070005 バイエル薬品（株）の依頼による肝癌患者を対象とした

BAY43-9006 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

070024 医師主導による球脊髄性筋萎縮症患者を対象とした

TAP-144-SR（3M)の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

070031 ノバルティスファーマ（株）の依頼による FTY-720 の第

Ⅱ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

070032 ノバルティスファーマ（株）の依頼による FTY-720 の第

Ⅲ相継続試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

070033 （株）ベネシスの依頼による重症筋無力症患者を対象と

した GB-0998 の第Ⅲ相試験 

定期報告 承認  

070061 ノバルティスファーマ（株）の依頼による新規腎移植患

者を対象としたエベロリムスの第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

070068 アボットジャパンの依頼による強直性脊椎炎患者を対象

とした D2E7 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

080001 バイエル薬品（株）の依頼による第Ⅰ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

080002 株式会社ネクスト２１の依頼による３DB-01 の臨床試験 当該治験機器で発生した副作用 承認  

080010 グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による胃癌患者

を対象とした GW572016 の第Ⅲ相試験 

定期報告 承認  

080020 ファイザー（株）の依頼による第Ⅰ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  



平成 22 年 2 月 17 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

3

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080021 医師主導によるネフローゼ症候群患者を対象とした

IDEC-C2B8 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国研究報告 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

080022 医師主導によるネフローゼ症候群患者を対象とした

IDEC-C2B8 の第Ⅲ相薬物動態試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国研究報告 

承認  

080029 ノバルティスファーマ（株）の依頼による第Ⅰ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

080030 ソルベイ製薬（株）の膵外分泌機能不全患者を対象とし

た SA-001 の第Ⅲ相長期投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

080047 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験  

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

080048 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

080049 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

080050 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

080051 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

080070 ヤンセンファーマ（株）の依頼による慢性疼痛患者を対

象とした JNS020QD の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080072 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

080086 万有製薬（株）の依頼による中皮腫患者を対象とした

MK-0683 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

当院で発生した重篤な有害事象 

承認  

090002 日本イーライリリー（株）の依頼による第Ⅰ相試験 当該治験薬で発生した副作用 承認  

090003 ノバルティスファーマ（株）の依頼による新規腎移植患

者を対象としたエベロリムスの継続投与試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

090004 小野薬品工業（株）の依頼による２型糖尿病患者を対象

とした MK-0431/ONO-5435 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

取り下げ報告 

承認  

090010 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

090011 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相長期継続試験 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

090012 ノバルティスファーマ（株）の依頼による肺癌患者を対

象とした ASA404 の第Ⅲ相試験 

当院で発生した重篤な有害事象 承認  

090020 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

090021 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験(長

期投与試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090022 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験(長

期投与試験） 

当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

090028 小野薬品工業（株）の依頼による抗悪性腫瘍剤投与に伴

う悪心・嘔吐の予防に対する ONO-7847 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

090029 小野薬品工業（株）の依頼による抗悪性腫瘍剤投与に伴

う悪心・嘔吐の予防に対する ONO-7847 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

承認  

090033 持田製薬（株）の依頼による肺動脈性肺高血圧症患者を

対象とした MD-0701 の第Ⅱ/Ⅲ相試 

当該治験薬で発生した副作用 

 

承認  

090040 フレゼニウス カービ ジャパン（株）の依頼による整

形外科手術患者を対象とした 6%HES130/0.4 の第Ⅲ相試

験 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

090050 帝人ファーマ（株）の依頼による先端巨大症、下垂体性

巨人症を対象とした ITM-014 の第Ⅲ相試験 

当該治験薬で発生した副作用 承認  

090051 大鵬薬品（株）の依頼による第Ⅰ/Ⅱ相試験 当該治験薬で発生した副作用 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

 

審議事項：一部変更の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

060025 ユーシービージャパン（株）の依頼によるてんかん患者

を対象とした L059 の第Ⅲ相試験 

治験実施計画書別紙改訂 

業務委託に関する覚書   

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

070031 ノバルティスファーマ（株）の依頼による FTY-720 の第

Ⅱ相試験 

治験実施計画書改訂 

症例報告書改訂           

同意説明文書別冊 

承認  

070040 エーザイ（株）の依頼による E2020 の第Ⅱ相長期投与試

験 

同意説明文書改訂 

介護者へのお願い・治験参加カード 

改訂               

治験責任医師変更          

治験分担医師削除   

承認  

080020 ファイザー（株）の依頼による第Ⅰ相試験 国内治験実施体制改訂        

契約期間延長 

承認  

080047 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

治験薬概要書改訂          

治験実施計画書の改訂 

承認  

080048 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

治験薬概要書改訂          

治験実施計画書の改訂 

承認  

0800049 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

治験薬概要書改訂          

治験実施計画書の改訂 

承認  

080050 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 治験実施計画書改訂         

同意説明文書改訂  

承認  

080051 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 治験実施計画書改訂         

同意説明文書改訂  

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080070 ヤンセンファーマ（株）の依頼による慢性疼痛患者を対

象とした JNS020QD の第Ⅲ相試験 

治験実施計画書改訂        

同意説明文書の改訂         

別紙 8～11 改訂          

別紙 12 追加            

治験薬のしおり改訂         

治験分担医師追加 

治験分担医師削除 

承認  

080072 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

治験薬概要書改訂          

同意説明文書改訂          

症例報告書改訂 

治験責任医師変更          

治験分担医師削除 

承認  

090010 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相試験 

治験薬概要書改訂 承認  

090011 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相長期継続試験 

治験薬概要書改訂 承認  

090033 持田製薬（株）の依頼による肺動脈性肺高血圧症患者を

対象とした MD-0701 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

治験分担医師追加 承認  

090022 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験（長

期投与試験） 

治験実施計画書改訂         

別紙１改訂             

同意説明文書の改訂  

承認  



平成 22 年 2 月 17 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

8

 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080072 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

同意説明文書改訂 

治験実施計画書改訂 

承認  

090010 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相試験 

治験分担医師追加 承認  

090011 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相長期継続試験 

治験分担医師追加 承認  

090020 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

同意説明文書改訂 

治験実施計画書改訂 

承認  

090051 大鵬薬品（株）の依頼による第Ⅰ/Ⅱ相試験 同意説明文書改訂、 

治験実施計画書別紙改訂 

承認  

090001 医師主導による MELAS 患者を対象とした L-アルギニン

の第Ⅲ相試験 

治験実施計画書別紙改訂 

治験薬の提供に関する手順書改訂 

添付文書改訂 

承認  

090004 小野薬品工業（株）の依頼による２型糖尿病患者を対象

とした MK-0431/ONO-5435 の第Ⅲ相試験 

同意説明文書改訂 

治験責任医師変更 

治験分担医師削除 

治験契約書変更 

承認  

090021 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験(長

期投与試験） 

同意説明文書改訂 

治験分担医師削除 

承認  

090022 

 

中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験(長

期投与試験） 

同意説明文書改訂 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090023 医師主導による急性期 MELAS 患者を対象とした L-アル

ギニンの第Ⅲ相試験 

治験実施計画書別紙改訂、 

治験薬の管理に関する手順書改訂、 

治験薬の提供に関する手順書改訂 

承認  

 

審議事項：緊急回避のため逸脱に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

 なし    

 

審議事項：モニタリング・監査結果報告に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080021 医師主導によるネフローゼ症候群患者を対象とした

IDEC-C2B8 の第Ⅲ相試験 

平成 21 年 12 月 9 日分 

平成 21 年 12 月 16 日分 

平成 21 年 12 月 25 日分 

承認  

080022 医師主導によるネフローゼ症候群患者を対象とした

IDEC-C2B8 の第Ⅲ相薬物動態試験 

平成 21 年 12 月 16 日分 

平成 21 年 12 月 25 日分 

承認  

 

審議事項：実施状況報告に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

050021 アスビオファーマ（株）の依頼によるアルツハイマー型

認知症患者を対象とした SUN Y7017 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

060025 ユーシービージャパン（株）の依頼によるてんかん患者

を対象とした L059 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

060043 大塚製薬（株）の依頼による統合失調症患者を対象とし

たｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙの製造販売後臨床試験 

継続審査 承認  

 

070004 大正製薬（株）の依頼による骨粗鬆症患者を対象とした

Ro200-5450iv の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

070031 ノバルティスファーマ（株）の依頼による FTY-720 の第

Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

070032 ノバルティスファーマ（株）の依頼による FTY-720 の第

Ⅲ相継続試験 

継続審査 承認  

070033 （株）ベネシスの依頼による重症筋無力症患者を対象と

した GB-0998 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

070039 エーザイ（株）の依頼による E2020 の第Ⅱ相試験 継続審査 承認  

070040 エーザイ（株）の依頼による E2020 の第Ⅱ相長期投与試

験 

継続審査 承認  

070061 ノバルティスファーマ（株）の依頼による新規腎移植患

者を対象としたエベロリムスの第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

070068 アボットジャパン（株）の依頼による強直性脊椎炎患者

を対象とした D2E7 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080002 株式会社ネクスト２１の依頼による３DB-01 の臨床試験 継続審査 承認  

080010 グラクソ・スミスクライン（株）の依頼による胃癌患者

を対象とした GW572016 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080013 化学及血清療法研究所の依頼による GGS の後期第Ⅱ相

試験 

継続審査 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080020 ファイザー（株）の依頼による第Ⅰ相試験 継続審査 承認  

080021 医師主導によるネフローゼ症候群患者を対象とした

IDEC-C2B8 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080022 医師主導によるネフローゼ症候群患者を対象とした

IDEC-C2B8 の第Ⅲ相薬物動態試験 

継続審査 承認  

080048 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080049 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080050 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 継続審査 承認  

080051 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 継続審査 承認  

080070 ヤンセンファーマ（株）の依頼による慢性疼痛患者を対

象とした JNS020QD の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080072 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

080086 万有製薬（株）の依頼による中皮腫患者を対象とした

MK-0683 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090001 医師主導による MELAS 患者を対象とした L-アルギニン

の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090002 日本イーライリリー（株）の依頼による第Ⅰ相試験 継続審査 承認  

090003 ノバルティスファーマ（株）の依頼による新規腎移植患

者を対象としたエベロリムスの継続投与試験 

継続審査 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090010 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090011 バイエル薬品（株）の依頼による肺高血圧患者を対象と

した BAY63-2521 の第Ⅲ相長期継続試験 

継続審査 承認  

090012 ノバルティスファーマ（株）の依頼による肺癌患者を対

象とした ASA404 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090020 ワイス（株）の依頼によるアルツハイマー型認知症患者

を対象とした AAB-001 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090022 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験（長

期投与試験） 

継続審査 承認  

090023 医師主導による急性期 MELAS 患者を対象とした L-アル

ギニンの第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090030 化学及血清療法研究所の依頼による GGS の後期第Ⅱ相

試験（継続投与試験） 

継続審査 承認  

090033 持田製薬（株）の依頼による肺動脈性肺高血圧症患者を

対象とした MD-0701 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090039 バイエル薬品（株）の依頼による BAY94-9172 の第Ⅱ相

試験 

継続審査 承認  

090040 フレゼニウス カービ ジャパン（株）の依頼による整

形外科手術患者を対象とした 6%HES130/0.4 の第Ⅲ相試

験 

継続審査 承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090050 帝人ファーマ（株）の依頼による先端巨大症、下垂体性

巨人症を対象とした ITM-014 の第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

090051 大鵬薬品（株）の依頼による第Ⅰ/Ⅱ相試験 継続審査 承認  

 

報告事項：迅速審査結果 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

080086 万有製薬（株）の依頼による中皮腫患者を対象とした

MK-0683 の第Ⅲ相試験 

予定症例数追加 承認  

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 試験課題名 内容 

080030 ソルベイ製薬（株）の膵外分泌機能不全患者を対象とし

た SA-001 の第Ⅲ相長期投与試験 

終了報告 

080047 田辺三菱製薬（株）の依頼による関節リウマチ患者を対

象とした CNTO148 の第Ⅱ/Ⅲ相試験 

終了報告 

090021 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅲ相試験(長

期投与試験） 

終了報告 
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４． 臨床研究 

審議事項：試験の実施の適否 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

210027 転移再発癌に対する UGT1A1（ホモ群）のイリノテカ

ン塩酸塩用量設定試験 

新規申請 承認  

210028 オキサリプラチン、ベバシズマブ既治療進行再発大腸

癌に対する 2 次治療ベバシズマブ併用 FOLFIRI 療法に

おけるベバシズマブ至適用量の第Ⅲ相ランダム化比較

試験 

新規申請 承認  

210029 習慣流産に対する免疫グロブリン療法の有効性につい

ての前方視的研究 

新規申請 承認  

 

審議事項：一部変更の適否 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

180028 JCOG0508 粘膜下層侵潤臨床病期第Ⅰ期（T1N0M0）食道

癌に対する内視鏡的粘膜切除術（EMR）と化学療法併用

治療の有効性に関する第Ⅱ相試験 

実施計画書改訂           

同意説明文書改訂          

分担医師（削除 

承認  

190002 下部尿路症状を有する前立腺肥大症患者に対するｼﾛﾄﾞｼﾝ

の有効性（自覚症状）に関するﾅﾌﾄｼﾞﾙとの比較検討 

実施期間延長            

実施計画書変更改訂         

同意説明文書改訂          

分担医師削除 

承認  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

090013 膵がん切除後の補助化学療法における塩酸ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ療法

と S-1 療法の第Ⅲ相比較試験（JASPAC01） 

登録期間延長            

実施予定期間延長          

分担医師削除    

承認  

 

審議事項：実施状況報告に関わる継続の適否 

整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

 なし    

 

報告事項：迅速審査結果 

整理番号 臨床研究課題名 内容 審議結果 指示事項等 

 なし    

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

170018 造血幹細胞移植後の類洞閉塞症候群に対するデフィブ

ロタイドの安全性・有効性の検討 

終了報告 

180010 MTX 効果不十分例を対象とした日本人におけるエタ

ネルセプト療法に関する有効性および安全性の検討 

中止報告 

190030 高度進行胃癌に対する、術前 TXL＋COOP 併用療法＋

外科切除の第Ⅱ相臨床試験 

中止報告 
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整理番号 臨床研究課題名 内容 

200001 TS-1 投与脱落胃癌術後症例に対する UFT の投与完遂

性の検討 

中止報告 

200016 胃癌術後の成分栄養法による補助的経腸栄養管理の有

用性の検討 

中止報告 

 

５． その他 

・ 使用成績調査・特定使用成績調査の実施の可否、一部変更、終了（中止）報告について 

・ 開発の中止等に関する報告書：6件 

・ 医薬品の副作用・感染症報告：2件 

・ CRC 実施状況 

・ 臨床研究に係る利益相反マネジメント自己申告書の審査結果について 

など 

 

 

質疑・応答の内容については、知的財産権を侵害する内容が含まれる可能性がありますので記載しておりません。 

 

 

以上 


