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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 3 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、平井みどり、油井清光、梶川敦子、井波禮子、戸津川宣久、

西部光弘、網野啓吾、滝澤功治 
 

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 

100001 協和発酵キリン（株）の依頼によるパーキンソン病患者

を対象とした KW-6500 の第 III 相試験 

新規申請 承認  

100002 協和発酵キリン（株）の依頼によるパーキンソン病患者

を対象とした KW-6500 の第 III 相試験（延長投与試験） 

 

新規申請 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 

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 

当該治験薬で発生した副作用 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 

 

当該治験薬で発生した副作用 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 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

承認  

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  

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  

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 承認  

070039 

 

エーザイ（株）の依頼による E2020 の第Ⅱ相試験 

 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

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 

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  

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 

当該治験薬で発生した副作用 

使用上の注意改訂 

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 

当該治験薬で発生した副作用 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  

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  
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整理番号 試験課題名 内容 審議結果 指示事項等 

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 

当該治験薬に関連する研究報告 

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 

当該治験薬に関連する研究報告 

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） 

当該治験薬に関係する外国措置報告 

当該治験薬に関連する研究報告 

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 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 

当該治験薬で発生した副作用 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 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 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  

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  
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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 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

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 

定期報告 

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 

当該治験薬で発生した副作用 

定期報告 

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 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 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 

海外からの安全性情報 

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 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 

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 

治験薬概要書改訂      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 

治験実施計画書改訂                        

治験実施計画書別紙改訂 

効果安全性委員会の審議に関する手

順書改訂 

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 

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 

治験実施計画書改訂                        

治験実施計画書別紙改訂 

効果安全性委員会の審議に関する手

順書改訂 

承認  

080050 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 治験責任医師変更          

治験分担医師削除            

治験薬概要書改訂                        

同意説明文書の改訂 

承認  

080051 中外製薬（株）の依頼による RO4964913 の第Ⅱ相試験 治験薬概要書改訂  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） 

治験薬概要書改訂                            

症例報告書改訂 

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 

治験実施計画書改訂                        

治験薬概要書改訂                          

同意説明文書改訂    

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 

治験実施期間延長 

治験実施計画書改訂                        

治験薬概要書改訂                         

同意説明文書改訂   

承認  

090002 日本イーライリリー（株）の依頼による第Ⅰ相試験 治験実施計画書改訂                         

治験実施計画書別紙改訂                     

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 

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 

治験実施計画書改訂                          

同意説明文書改訂         

治験薬概要書追補改訂 

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 

治験分担医師削除 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 

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 

平成 21 年 11 月 17 日分 

平成 22 年 1 月 26 日分 

平成 22 年 1 月 25 日分 

平成 22 年 3 月 2 日分 

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 

平成 21 年 12 月 25 日分 

平成 22 年 1 月 25 日分 

平成 22 年 1 月 25 日分 

平成 22 年 1 月 27 日分 

平成 22 年 2 月 3 日分 

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 

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 22 年 1 月 25 日分 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 

平成 21 年 10 月 23 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 

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 

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 

090004 日本イーライリリー（株）の依頼による第Ⅰ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 

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 

終了報告 

070039 エーザイ（株）の依頼による E2020 の第Ⅱ相試験 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 

220001 気管支喘息長期管理における増悪予防効果の検討 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 

150007  低線量 CT の臨床応用に関する検討 臨床研究実施期間延長  

臨床研究実施計画書 

同意説明文書 

臨床研究分担医師職名変更 

臨床研究分担医師削除  

臨床研究協力医師追加       

承認  

160010 表在性膀胱癌に対する BCG 膀胱内注入療法 臨床研究実施期間延長 

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

承認  

160013 ALCL(未分化大細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫）99 治療研究 臨床研究実施期間延長 

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

臨床研究責任医師変更 

臨床研究分担医師削除 

症例数追加                             

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 

160031 胸部疾患に対する新たな MR imaging の臨床応用に関

する検討 

臨床研究分担医師職名変更 

臨床研究分担医師削除  

臨床研究協力医師追加  

承認  

160042 漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法の

Factorial Design によるﾗﾝﾀﾞﾑ化比較臨床試験 

臨床研究責任医師変更 

同意説明文書改訂 

   

承認  

160043 大腸癌肝転移に対する肝切除後の動注化学療法と全身

化学療法併用(WHF+UFT/oral LV 療法)の有効性に関す

る研究 

臨床研究責任医師変更  

同意説明文書改訂          

承認  

170014 肺動脈性肺高血圧症治療薬ﾄﾗｸﾘｱ使用におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ

ｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの改善効果の評価検討 

臨床研究分担医師削除           承認  

180001 術後補助化学療法におけるﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ系薬剤の有用

性に関する比較臨床試験(治癒切除直腸癌に対する

UFT 療法と TS-1 療法との比較検討) 

臨床研究責任医師変更 

同意説明文書改訂           

承認  

180025 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研

究 

臨床研究責任医師変更       

臨床研究分担医師削除 

臨床研究分担医師追加 

同意説明文書改訂            

承認  

180026 StageⅡ大腸癌における分子生物・病理学的ﾏｰｶｰによる

再発 High-risk 群とﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ感受性群の選択に関す

る研究 

臨床研究責任医師変更        

臨床研究分担医師削除 

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 

180027 内視鏡的粘 膜下層 剥離術 (endoscopic submucosal 
dissection：ESD)前、Proton Pump Inhibitor(PPI)投与によ

る視認性に関する検討 

臨床研究実施期間延長              

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

承認  

180028 JCOG0508粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期(T1N0M0)食道癌

に対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)と化学放射線併用

治療の有効性に関する第Ⅱ相試験 
 

臨床研究分担医師削除 

承認  

190013 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) 
臨床研究分担医師削除 

承認  

190016 

好酸球増加症候群に対する診断・治療法確立に関する

臨床試験 

臨床研究実施期間延長 

臨床研究分担医師削除 

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

承認  

190017 好酸球増加症候群に対する診断・治療法確立に関する

臨床試験(付随研究)HES におけるﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ分子の活

性発現と遺伝子変異の検索 

臨床研究実施期間延長 

臨床研究分担医師削除                     

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂        

承認  

190024 Sepsis に対する免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤の有効性検討 症例数追加 

臨床研究実施期間延長              

臨床研究実施計画書改訂 

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 

190025 心血管系疾患の危険因子を有する高齢者高血圧患者に

対する AT1 受容体拮抗薬を基礎薬としたｶﾙｼｳﾑ拮抗薬

または少量利尿薬の併用試験 

臨床研究分担医師削除       承認  

190028 抗癌剤感受性試験による化学療法の個別化の実現性を

検討する臨床試験（漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術

後補助化学療法の Factorial Design によるﾗﾝﾀﾞﾑ化比較

試験（SAMIT）の付随研究） 

臨床研究責任医師変更 

同意説明文書改訂            

承認  

190031 NSAIDｓによる上部消化管損傷に関する調査研究 臨床研究実施期間延長 

実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

臨床研究分担医師削除 

臨床研究分担医師追加 

承認  

190034 胆管癌切除例に対するｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ補助療法施行群と手術

単独群の第Ⅲ相比較試験 

臨床研究分担医師削除               

臨床研究分担医師追加 

承認  

200002 難治性肺高血圧患者に対する新しい治療薬の臨床研究 臨床研究分担医師削除              

臨床研究分担医師、協力医師職名変更                                                           

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

承認  

200009 Area-Detector CT の胸部疾患を中心とした臨床応用に

関する研究 

臨床研究分担医師削除  

臨床研究協力医師削除 

臨床研究分担医師追加  

臨床研究協力医師追加 

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 

200023 肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術（TAE）、ﾗｼﾞｵ波焼灼術

（RFA）および経皮的ｴﾀﾉｰﾙ注入療法（PEIT）施行患者

における間接熱量測定法を用いた術侵襲の程度評価：

分枝鎖ｱﾐﾉ酸（BCAA）製剤の術侵襲への効果 

臨床研究実施期間延長 

予定症例数追加 

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

承認  

200025 StageⅢ(Dukes'C)結腸癌治癒切除例に対する術後補助

化学療法としてのｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝの至適投与期間に関するﾗﾝ

ﾀﾞﾑ化第Ⅲ相比較臨床試験 

臨床研究責任医師変更  

臨床研究分担医師削除 

承認  

200026 右室流出路期限のｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝにおける Ensite ｼｽﾃﾑ（3 次

元ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ装置）の有効な臨床使用法の検討 

臨床研究分担医師削除  

臨床研究分担医師追加 

承認  

200027 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術(ｶﾃｰﾃﾙｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ)における

Ensite ｼｽﾃﾑ(3 次元ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ)の有用性についての検討 

臨床研究分担医師削除 

臨床研究分担医師追加 

 

承認  

200028 多重エネルギーX 線 CT の臨床応用に関する検討 臨床研究責任医師職名変更                    

臨床研究分担医師削除         

臨床研究実施計画書改訂 

承認  

210012 未治療原発不明癌に対する DNA ﾁｯﾌﾟを用いた原発巣

推定に基づく治療効果の意義を問う無作為化第Ⅱ相試

験 

臨床研究実施計画書改訂 

同説明文書改訂  

臨床研究分担医師追加 

承認  

210014 局所進行切除不能膵癌に対する Gemcitabine/TS-1 併

用化学放射線療法と Gemcitabine/TS-1 併用化学療法

とのﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ相試験 

臨床研究分担医師削除 

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書 

承認  
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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 

150007 低線量 CT の臨床応用に関する検討 継続審査 承認  

150010 浸潤性膀胱移行上皮がん(T2-4aN0M0)に対する術前

MVAC 化学療法による予後改善の意義に関する第Ⅲ相試

験 

継続審査 承認  

160005 脳血管疾患の再発に対する高脂血症治療薬 HMG-CoA 還

元酵素阻害薬の予防効果に関する研究 

継続審査 承認  

160006 高脂血症治療薬 HMG-CoA 還元酵素阻害薬の高感度 CRP

濃度へ及ぼす効果に関する研究 

継続審査 承認  

160010 表在性膀胱癌に対する BCG 膀胱内注入療法 継続審査 承認  

160013 ALCL(未分化大細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫）99 治療研究 継続審査 承認  

160028 早期前立腺癌根治術後の PSA再発に対する放射線照射と

内分泌治療に関するﾗﾝﾀﾞﾑ化比較第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

160031 胸部疾患に対する新たな MR imaging の臨床応用に関す

る検討 

継続審査 承認  

160042 漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補助化学療法の

Factorial Design によるﾗﾝﾀﾞﾑ化比較臨床試験 

継続審査 承認  

160043 大腸癌肝転移に対する肝切除後の動注化学療法と全身化

学療法併用(WHF+UFT/oral LV 療法)の有効性に関する研

究 

継続審査 承認  

160044 ｴｷｼﾏﾚｰｻﾞｰ血管形成術の有用性に関する研究 

 

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 

170014 肺動脈性肺高血圧症治療薬ﾄﾗｸﾘｱ使用におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ

ﾄﾞﾛｰﾑの改善効果の評価検討 

継続審査 承認  

180001 術後補助化学療法におけるﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ系薬剤の有用性

に関する比較臨床試験(治癒切除直腸癌に対する UFT 療

法と TS-1 療法との比較検討) 

継続審査 承認  

180008 天然型 IFNαの長期投与による肝発がん抑制の有用性に

関する研究 

継続審査 承認  

180009 糖尿病予防のための戦略研究 課題 3 

「2 型糖尿病患者を対象とした血管合併症抑制のための

強化療法と従来治療とのﾗﾝﾀﾞﾑ化比較試験」(J-DOIT3) 

継続審査 承認  

180025 StageⅡ大腸癌に対する術後補助化学療法に関する研究 継続審査 承認  

180026 StageⅡ大腸癌における分子生物・病理学的ﾏｰｶｰによる再

発 High-risk 群とﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ感受性群の選択に関する研

究 

継続審査 承認  

180027 内視鏡的粘膜下層剥離術(endoscopic submucosal 

dissection：ESD)前、Proton Pump Inhibitor(PPI)投与による

視認性に関する検討 

継続審査 承認  

180028 JCOG0508 粘膜下層浸潤臨床病期Ⅰ期(T1N0M0)食道癌に

対する内視鏡的粘膜切除術(EMR)と化学放射線併用治療

の有効性に関する第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

180031 高齢者未治療進行非小細胞肺癌患者に対するﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒ

ﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ配合剤(TS-1)単剤の臨床第Ⅰ/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 

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)に関するﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙとの比較検討 

継続審査 承認  

190008 次期開発ﾊﾞﾙｰﾝｽﾍﾟｯｸ決定の為の経皮的冠動脈形成術用ﾊﾞ

ﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ臨床成績調査 

継続審査 承認  

190013 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) 

継続審査 承認  

190016 好酸球増加症候群に対する診断・治療法確立に関する臨

床試験 

継続審査 承認  

190017 好酸球増加症候群に対する診断・治療法確立に関する臨

床試験 

(付随研究)HESにおけるﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ分子の活性発現と遺伝

子変異の検索 

継続審査 承認  

190024 Sepsis に対する免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ製剤の有効性検討 継続審査 承認  

190025 心血管系疾患の危険因子を有する高齢者高血圧患者に対

する AT1 受容体拮抗薬を基礎薬としたｶﾙｼｳﾑ拮抗薬また

は少量利尿薬の併用試験 

継続審査 承認  

190028 抗癌剤感受性試験による化学療法の個別化の実現性を検

討する臨床試験（漿膜浸潤胃癌症例を対象とした術後補

助化学療法の Factorial Design によるﾗﾝﾀﾞﾑ化比較試験

（SAMIT）の付随研究） 

継続審査 承認  

190031 NSAIDｓによる上部消化管損傷に関する調査研究 

 

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 

190032 高血圧患者における ARB/利尿薬合剤による積極的降圧

療法 

継続審査 承認  

190034 胆管癌切除例に対するｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ補助療法施行群と手術単

独群の第Ⅲ相比較試験 

継続審査 承認  

200002 難治性肺高血圧患者に対する新しい治療薬の臨床研究 継続審査 承認  

200004 「切除可能悪性胸膜中皮腫に対するﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞを含む集

学的治療に関する安全性確認試験（feasibility study）」 

継続審査 承認  

200007 C型慢性肝炎に対するPEG-IFNα2a/RBV併用療法の有効

性・安全性の検討 

継続審査 承認  

200009 Area-Detector CT の胸部疾患を中心とした臨床応用に関

する研究 

継続審査 承認  

200011 根治不能な頭頸部扁平上皮癌に対する S‐1+CDDP を同

時併用する化学放射線療法の第Ⅱ相試験 

 

継続審査 承認  

200012 Sepsis 由来 DIC におけるｱﾝｽﾛﾋﾞﾝ P の ADAMTS13 に対す

る影響に関する検討 

 

継続審査 承認  

200014 気管支鏡検査後の予防的抗菌薬投与の有効性に関する臨

床試験 

 

継続審査 承認  

200017 降圧ｺﾝﾄﾛｰﾙ不十分な高血圧患者に対する積極的降圧療法

の臨床効果と安全性に関する研究 

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 

200021 抗精神病薬投薬中の統合失調症患者におけるプロラクチ

ン値及び骨密度に対する調査 及び 高プロラクチン血

症を呈する統合失調症患者をアリピプラゾールへ変更す

ることによるプロラクチン値に対する影響に関する研究 

継続審査 承認  

200023 肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術（TAE）、ﾗｼﾞｵ波焼灼術

（RFA）および経皮的ｴﾀﾉｰﾙ注入療法（PEIT）施行患者に

おける間接熱量測定法を用いた術侵襲の程度評価：分枝

鎖ｱﾐﾉ酸（BCAA）製剤の術侵襲への効果 

継続審査 承認  

200025 StageⅢ(Dukes'C)結腸癌治癒切除例に対する術後補助化

学療法としてのｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝの至適投与期間に関するﾗﾝﾀﾞﾑ

化第Ⅲ相比較臨床試験 

継続審査 承認  

200026 右室流出路期限のｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝにおける Ensite ｼｽﾃﾑ（3 次元

ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ装置）の有効な臨床使用法の検討 

継続審査 承認  

200027 経皮的ｶﾃｰﾃﾙ心筋焼灼術(ｶﾃｰﾃﾙｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ)における Ensite ｼ

ｽﾃﾑ(3 次元ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ)の有用性についての検討 

継続審査 承認  

200028 多重エネルギーX 線 CT の臨床応用に関する検討 

 

継続審査 承認  

210001 IgG 値が低下した熱傷患者における静注用免疫グロブリ

ン製剤補充療法による有用性の検討 

継続審査 承認  

210003 高齢者進行非小細胞肺がんに対するドセタキセルとドセ

タキセル・シスプラチン併用を比較する第Ⅲ相ランダム

化比較試験 

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 

210004 進行胸腺癌に対する Carboplatin+Paclitaxel 併用療法の臨

床第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

210005 「進展型小細胞肺がん症例に対する予防的全脳照射

（PCI）と PCI 未施行群を対照としたランダム化比較第Ⅲ

相試験」 

継続審査 承認  

210006 アルコール依存症患者に合併する骨粗しょう症に関する

臨床研究 

継続審査 承認  

210007 切除可能 T3 および T2N1-2 直腸癌に対する術前 UFT/LV

療法＋放射線療法の多施設共同第Ⅰ相臨床試験 

継続審査 承認  

210008 糖尿病患者での夜間高血圧に関する検討 継続審査 承認  

210010 「肺癌患者におけるフェンニタル貼付剤ベースの疼痛コ

ントロールと呼吸困難感への持続性モルヒネ製剤併用の

有効性と安全性に関する臨床試験」 

継続審査 承認  

210012 未治療原発不明癌に対する DNA ﾁｯﾌﾟを用いた原発巣推

定に基づく治療効果の意義を問う無作為化第Ⅱ相試験 

 

継続審査 承認  

210013 脳腫瘍に対する放射線治療により誘発される認知症に対

するドネペジル塩酸塩（商品名：アリセプト D 錠）の有

効性に関する検討 

継続審査 承認  

210014 局所進行切除不能膵癌に対する Gemcitabine/TS-1 併用

化学放射線療法と Gemcitabine/TS-1 併用化学療法とのﾗ

ﾝﾀﾞﾑ化第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 

210015 ｲﾇﾘﾝｸﾘｱﾗﾝｽ測定によるｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与時における腎機能障

害のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに関する臨床試験 

継続審査 承認  

210016 転移再発大腸癌における UGT1A1 遺伝子多型別ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩

酸塩用量設定試験 

継続審査 承認  

210017 転移・再発大腸癌における抗 EGF 受容体抗体：ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ

の効果及び副作用予測因子に関する探索的前向き研究 

継続審査 承認  

210008 化学療法末施行ⅢＢ/Ⅳ期・術後再発肺扁平上皮癌に対す

るネダプラチン＋ドセタキセル併用療法とシスプラチン

＋ドセタキセル併用療法の無作為化比較第Ⅲ相臨床試験 

継続審査 承認  

210019 進行再発肺腺癌における ゲフィチニブとエルロチニブ

のランダム化第Ⅲ相試験 

継続審査 承認  

210020 ロボットスーツ HAL を用いた進行性筋ジストロフィー

患者の歩行支援に関する研究 

継続審査 承認  

210021 抗精神病薬投薬中の統合失調症患者におけるプロラクチ

ン値及び骨密度に対する調査 及び 高プロラクチン血

症を呈する統合失調症患者をアリピプラゾールへ変更す

ることによるプロラクチン値に対する影響に関する研究 

継続審査 承認  

210022 未治療 PS2 の EGFR 陰性（または未検索）の進行非小細

胞かつ非扁平上皮肺癌患者に対する pemetrexed 単剤の

phase Ⅱ study 

継続審査 承認  

210023 扁平上皮癌を除く既治療非小細胞肺癌に対するﾍﾟﾒﾄﾚｷｾ

ﾄﾞ単剤療法の第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 

210024 高齢者を対象とした、扁平上皮癌を除く未治療非小細胞

肺癌に対するﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ単剤療法の第Ⅱ相試験 

継続審査 承認  

 

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 

210007 切除可能 T3 および T2N1-2 直腸癌に対する術前

UFT/LV 療法＋放射線療法の多施設共同第Ⅰ相臨床試

験 

臨床研究責任医師変更 

臨床研究調査分担医師削除 

臨床研究実施計画書改訂 

同意説明文書改訂 

承認  

 

報告事項：終了（中止）報告 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

140013 前立腺癌内分泌療法に関する実態調査 (J-Cap 研究会) 終了報告 

150015 慢性心不全におけるβ遮断薬による治療法確立のための

大規模臨床試験 

終了報告 

160019 膵頭十二指腸切除術の周術期G-CSF製剤投与による術後

経過および成績の比較検討 

終了報告 

170007 低左室機能例における心室性不整脈ｲﾍﾞﾝﾄのﾘｽｸ層別化の

ための多施設前向き研究 

終了報告 

180004 閉塞型睡眠時無呼吸症候群における気道炎症の検討と

CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸)治療の効果に関する臨床研究 

 

終了報告 
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整理番号 臨床研究課題名 内容 

180005 心室細動・心室頻拍患者におけるｱﾐｵﾀﾞﾛﾝと植込み型除細

動器の併用効果の検討 Nippon ICD Plus Pharmacologic 

Option Necessity(NIPPON) 

終了報告 

180018 C 型慢性肝炎に対する PEG-IFNα-2b/Ribavirin 療法に関

する臨床研究 

-HCV ｱﾐﾉ酸変異・抗 HCV 抗体と治療効果との関連性の

検討- 

終了報告 

180022 皮弁採取部における合成吸収糸と合成非吸収糸の瘢痕比

較 

終了報告 

180030 安定期 COPD 患者を対象とした除法性ﾃｵﾌｨﾘﾝ製剤投与群

と非投与群の閉塞性障害の進行と増悪の予防効果に関す

る長期観察試験 

終了報告 

190006 SASS を用いた SNRI の効果に関する臨床研究 終了報告 

190007 統合失調症治療における他剤からｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙの切り替

えによる有効性、安全性の検討に関する研究 

中止報告 

190014 禁煙指導者におけるﾆｺﾁﾈﾙ TTS による局所性副作用の検

討とﾃｶﾞﾀﾞｰﾑによるこれらの予防効果に関する臨床研究 

終了報告 

190019 同種造血幹細胞移植患者に対する栄養管理に関する多施

設共同研究血糖厳格管理下における脂肪乳剤非投与群と

投与群のﾗﾝﾀﾞﾑ化第Ⅱ相臨床試験 NST01 

中止報告 

190020 咳喘息患者に対するﾓﾝﾃﾙｶｽﾄの有効性・安全性の検討 

 

終了報告 



平成 22 年 3 月 17 日 
神戸大学医学部附属病院治験審査委員会 

22 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

190021 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ+ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ併用例に対するﾓﾝﾃﾙｶｽﾄの追加効果に関

する検討 

終了報告 

190022 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎（花粉症）を合併した気管支喘息に対する

ﾓﾝﾃﾙｶｽトの効果の検討 

終了報告 

190023 非小細胞肺癌に対する術後化学療法としての Weekly  

Pacｌitaxel+Carboplatin 療法に関する検討. 

終了報告 

190029 ｱｽﾋﾟﾘﾝ誘発胃十二指腸潰瘍に対する H2 受容体拮抗薬の

予防効果に関する検討 

終了報告 

190033 ヒト上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異を有する非

小細胞肺がんに対するｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞｖｓｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾄﾞｾﾀｷｾﾙの

比較第Ⅲ相試験 

終了報告 

190035 HMG－CoA 還元酵素阻害薬（ｽﾀﾁﾝ）の心機能改善効果 終了報告 

190036 非小細胞肺癌術後ｱｼﾞｭ ﾊ ﾞ ﾝ ﾄ治療における TS-1ｖ

ｓ.CDDP+TS-1 の無作為化第Ⅱ相臨床試験；化学療法効

果予測因子の探索的研究 

終了報告 

200010 予後不良（再発 High‐Risk 群）の局所進行頭頸部癌に対

する術後化学放射線同時併用療法実施可能性試験 

終了報告 

200015 心房細動の除細動後におけるｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受容体拮抗薬

の効果 

終了報告 

200022 Hiryu ｻｲﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾁｱｸｾｽに関する評価 終了報告 

210011 根治不能な頭頸部扁平上皮癌に対する S-1+CDDP を同時

併用する化学放射線療法の第 II 相試験 

中止報告 
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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：5 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 

整理番号 臨床研究課題名 内容 

K20002 低用量アスピリン投与による上部消化管粘膜傷害の発生

に対するプロトンポンプ阻害薬の予防効果 

終了報告 

K20003 低用量アスピリン投与による上部消化管粘膜傷害の発生

に対するプロトンポンプ阻害薬の予防効果 

終了報告 

K20005 低用量アスピリン投与による上部消化管粘膜傷害の発生

に対するプロトンポンプ阻害薬の予防効果 

終了報告 

K20006 低用量アスピリン投与による上部消化管粘膜傷害の発生

に対するプロトンポンプ阻害薬の予防効果 

終了報告 


